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2015〜2016年度国際テーマのハイライト：

命の尊厳と和
国際会長
山田　實紘

（美濃加茂 LC）
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ご　　挨　　拶

謹啓　向暑の折から、皆様方におかれましては益々ご健勝にてライオニズムの高揚に
ご精進のこととお喜び申し上げます。
　さて、この度ハワイ・ホノルルにおける第98回国際大会において新国際会長山田實
紘の就任と同時に全世界のエレクトも宣誓し正式に地区ガバナーに就任致しました。
改めて責任の重さに身の引き締まる思いであります。
　既に皆様ご承知の通り、来る７月24日の第１回キャビネット会議を皮切りにガバ
ナー公式訪問がスタート致しますが、その席上において国際会長並びにガバナーとし
ての会務運営の取組、そして考え方を申し上げたいと存じます。
　何卒、337-D地区の発展はもとより、会員皆様のご活躍を祈念申し上げますと共
に、今後一年間の皆様方のご支援・ご協力をお願い申し上げ地区ガバナー就任のご挨
拶と致します。

敬　具　

地区スローガン
「To Our Centennial 〜100周年に向かって〜 」

地区ガバナーキーワード
「 Empathy 」〜恕〜
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【地区スローガン】

「To Our Centennial ～ 100 周年にむかって～」
【地区ガバナーキーワード】

「Empathy」 ～ 恕 ～

地区ガバナー
海老原　万道

（西原 LC）

　1917 年メルビン・ジョーンズにより、社会奉仕を最大の目的としてライオンズクラ
ブ国際協会が創立されてから、2017 年、100 周年をむかえます。
　この 100 周年をライオンズの神髄である奉仕によって祝おうと、前年度から「100
周年記念奉仕チャレンジ」がスタートしています。
　そこで 337 － D 地区は、
地区スローガンを「To Our Centennial ～ 100 周年にむかって～」としました。また、
ライオンズメンバーは自らの社会的責任を自覚し、人類愛と人道主義的発想、そして
平和への貢献を行い、常に世界のヒーローとならなくてはなりません。ヒーローとな
るためにも地区ガバナーキーワードを「Empathy ～恕～」としました。

To our centennial

100 周年記念奉仕チャレンジでアクティビティの充実拡大

　100 周年記念奉仕チャレンジ
は、YOUTH「青少年の奉仕を
促そう」、
VISION「視力を分かち合おう」、
HUNGER「食糧支援をしよう」、
ENVIRONMENT「環境を保護し
よう」
の4つの奉仕分野で事業を行い、
それぞれ 2,500 万人、合計
1億人の人々への奉仕を目指し
ます。2014 年 7 月から 2017
年 10 月まで実施されます。
　100 周年という佳節にあたり、337−Ｄ地区は、この時にめぐりあえた幸福を多いに活用し、アクティビ
ティの充実拡大、クラブ強化、そして会員増強に活かし、気運を高めていきます。

　各クラブ創立以来行ってきた伝統的なアクティビティをさらに充実発展させ、100 周年を機に 4つの奉仕

分野に沿った新たなアクティビティにチャレンジします。

　■地域社会奉仕のニーズ調査を実施します。

　■クラブ内のアクティビティを見直します。

　■各クラブが各クラブのアクティビティの強みと弱みの分析を行います。

　■各クラブ全会員参加による意見交換で、新たなアクティビティの綿密な計画を立てます。

　■各クラブが 100 周年記念奉仕事業担当者を選任し、オンライン・アクティビティ報告シス

　　テムを通じて活動報告をし、アワードを目指します。

　■ 100 周年記念奉仕へチャレンジ！！

2,500 万人を支援
特別目標：1,000 万
人の子供たちへの識
字教育

2,500 万人を支援
特別目標：1，000 万
食を確保

2,500 万人を支援
特別目標：1,000 万
人の子供たちのアイ
ケア

2,500 万人を支援
特別目標：1,000 万
本の植樹
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クラブ強化

　クラブのアクティビティが充実拡大すれば、必ずクラブは活性化し活気に満ちあふれ、クラブメンバーに

絆が構築されます。

　■ keep　one　の達成

　■新たな管理運営方法やテクニックの導入を推進します。

　■クラブ向上プロセス（CEP）への積極的参加を行います。

　■リーダーシップを育成します。

会員増強

　使命感を持ったメンバーのアクティビティは、地域住民から賞賛を受け、魅力あるクラブやアクティビティ

には、新たなメンバーが集います。ライオンズクラブは、いつも地域住民から注目されているのです。

　■ ask　one　の実現

　■アクティビティへの地域住民参加を促し、ライオンズクラブへの理解と協力を得ます。特に

　　青少年のアクティビティへの参加は、レオクラブの結成や将来のメンバーにつながります。

　■ Facebook、Twitter、YouTube などのあらゆるサイトを使います。

　■クラブのウェブサイトやソーシャルメディアのページ開設を行い、update していきます。

　■家族会員による会員増強を進めます。

Empathy（恕）

　戦後 70年という節目をむかえる今年、その間一度も戦争を行っていない唯一の国、日本が今後世界の平

和にどのように貢献していくかが問われています。

　世界情勢は紛争と残虐なテロ行為により緊張状態が続いています。諸悪の根源は、差別と格差といった人

間の尊厳にかかわる非常に重要なものです。

　ライオンズクラブの友愛と相互理解の精神は、テロや紛争、あらゆる場面で国と国のレベルを超え、すべ

てのものを超越し、中庸の存在となる大きな役割を担うものです。ライオンズクラブが世界平和への貢献に

積極的に行動していくことが課題になるでしょう。

　特に唯一の地上戦となった沖縄と、特攻隊基地があった鹿児島で成り立つ 337 − D地区は、この平和貢

献に特命があるものと確信しています。

　友愛と相互理解のベースは、相手を尊重し、思い合い、気遣うという、まさに人間が人間たる所以の恕～

Empathy ～です。

　メンバーひとりひとりの心に、恕～ Empathy ～を持ってすれば、地域のみならず世界に平和の光が灯さ

れるのです。
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地区ガバナー

L. 海老原万道
（西原）

地区名誉顧問会議長・
前地区ガバナー

L. 有村　純徳
（鹿児島）

第一副地区ガバナー

L. 喜禎　光弘
（喜界）

第二副地区ガバナー
（鹿児島R.RC）
L. 吉村千鶴子
（鹿児島さつま）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L. 前森　一德
（那覇守礼）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L. 塩倉　安伸
（鹿児島さつま）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L. 水間　良信

（伊佐）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L. 伊集院一男

（鹿屋）

名誉顧問・元地区ガバナー
（地区GLT委員長）
L. 上之　邦彦
（鹿児島さつま）

名誉顧問・元地区ガバナー
（地区年次大会委員長）
L. 百田　勝彦

（沖縄）

名誉顧問
（元地区ガバナー）

L. 岩切　孔
（川内）

名誉顧問
（元地区ガバナー）

L. 宮　貞夫
（鹿児島さつま）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L. 鬼塚　俊郎
（国分隼人）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L. 識名　安信
（八重山）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L. 増田　敏雄
（鹿児島城山）

名誉顧問・元地区ガバナー
（家族及び女性地区コーディネーター（正））

L. 肥後　光春
（指宿）

キャビネット幹事

L. 伊波　明正
（石川）

キャビネット会計

L. 福地　治明
（浦添）

沖縄R. リジョン・
チェアパーソン

L. 新里　正雄
（沖縄）

鹿児島R.1Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 瀬戸山正一
（鹿児島黎明）

鹿児島R.2Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 田之畑信弘
（鹿児島南）

鹿児島R.3Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 山本　順孝
（鹿児島谷山）

鹿児島R.4Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 赤﨑　一弘

（知覧）

鹿児島R.5Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 池田　貢
（川内第一）

鹿児島R.6Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 樗木喜久男

（出水）

鹿児島R.7Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 木野田幸洋
（国分隼人）

鹿児島R.8Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 池上　勝義

（財部）

鹿児島R.9Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 天野　純一
（鹿屋第一）

鹿児島R.10Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 盛　義治
（名瀬）

沖縄R.1Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 外間　宏治

（北谷）

沖縄R.2Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 親泊エドワード
（沖縄キーストン）

沖縄R.3Z.
ゾーン・チェアパーソン
L. 大田　洋八
（八重山）

地　　区
GMT委員長

L. 松川富三男
（浦添ウェスト）

地区PR・ACT・
IT・アラート委員長
L. 小柴　登司
（浦添ウェスト）

地　　区
YCE委員長

L. 久米　浩太
（串木野）

地　　区
ドナー推進委員長
L. 當間　眞孝
（那覇北）

地区クエスト・レオ・
ライオネス委員長
L. 松　道忠
（名瀬）

地　　区
年次大会実行委員長

L. 宮國　正広
（那覇北）

地　　区
会計監査委員

L. 新留　広志
（鹿児島）

地　　区
会計監査委員

L. 波平　正
（浦添てだこ）

地　　区
GMT副委員長

L. 小村　亮太
（指宿）

地　　区
GLT副委員長

L. 新垣　暉文
（石川）

家族及び女性地区
コーディネーター（副）
L. 奥原　則子

（北谷）

地区PR・ACT・
IT・アラート副委員長
L. 小山　久仁
（日置中央）

地　　区
YCE副委員長

L. 北　由美子
（鹿児島第一）

地　　区
YCE副委員長
L. 野中　哲
（那覇守礼）

地　　区
ドナー推進副委員長
L. 尾辻　伸朗
（鹿児島城山）

地区クエスト・レオ・
ライオネス副委員長
L. 高良　恒己
（浦添てだこ）

キャビネット委員

L. 八坂　泰司
（鹿児島南）

キャビネット委員

L. 渡嘉敷　勉
（恩納）

キャビネット委員

L. 石原　昌司
（沖縄）

2015～2016年度地区役員紹介

地区ガバナー

地区 LCIF・
環境保全

コーディネーター

各ゾーン・
チェアパーソン

地区 LCIF ／
環境保全
副委員長地区役員（51名）
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副地区ガバナー・キャビネット幹事・会計就任挨拶

 第一副地区ガバナー
　去る４月の第61回年次大会において第一副地区ガバナーに選任され就任することになりまし
た。前期の第二副地区Gは鹿児島R.RC兼任という初めての重責役で満足いく務めとは云えないま
まの離任でした。しかし充実した学習が多かったこの貴重な体験を今期地区運営にも活かしてい
きたい、と決意も新たにしております。
　国際協会が創立されて丁度100周年を迎える今年度、日本から山田實紘国際会長が就任され、

又、来年の福岡での国際大会開催と日本ライオンズの活躍ぶりが世界中から注目されることでしょう。
　「日本ライオンズは、素晴らしい奉仕をもって真っ先に評価されるべき、と信じます…」と先の年次大会への国
際会長からの祝辞も寄せられております。
　国際会長のテーマ「命の尊厳と和」と海老原地区ガバナーのキーワード「恕」は「人への思いやりの心」として
相通じる、と理解しております。
　海老原ガバナーの補佐役も務めながら地区運営に最善の努力をしてまいりますので、皆様方のご指導ご鞭撻の程
切にお願い申し上げます。

喜禎　光弘（喜界 LC）

 キャビネット幹事
　この度、地区ガバナーL. 海老原万道よりキャビネット幹事の委嘱を賜り光栄でありますと同
時に、その重責に身の引き締まる思いでございます。
　今期は34年ぶりに日本ライオンズ待望の国際会長L. 山田實紘が誕生する年度に幹事の任命を
受け嬉しい反面、恐縮しております。
　海老原ガバナーのスローガンである「To Our Centennial ～100周年にむかって～」、地区ガバ

ナーキーワード「Empathy」～恕～を胸に秘め、D地区13ゾーン78クラブの鹿児島リジョン・沖縄リジョンが We  
Serve の精神で一つの大きな輪となり、共に楽しいクラブ活動が出来るよう微力ながら頑張っていく所存でござい
ます。
　ガバナー公式訪問の際にはガバナーへ同行し、各地域への訪問を楽しみにしておりますので、大勢の会員の皆様
と知り合う機会を与えていただいた事に感謝しつつ、持っているパワーを最大限に活かし一年間務めて参りますの
で、会員の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

伊波　明正（石川 LC）

 キャビネット会計
　この度、2015～2016年度337－D地区ガバナーL. 海老原万道より、キャビネット会計としての
委嘱を賜り、浅学非才を顧みずお引き受け致しました。ガバナーL. 海老原万道の地区スローガ
ン、「To Our Centennial～100周年にむかって～」国際テーマ、「命の尊厳と和」、国際協会100
周年節目の前年に意義あるアクティビティ、地域社会奉仕事業をキャビネットの一員として重点
目標達成の為、D地区クラブ三役始め会員のチームワークとご協力を切にお願いし、私も微力な

がら全力を尽くし目的を果たしていく所存で御座います。

福地　治明（浦添 LC）

 第二副地区ガバナー（鹿児島 R. リジョン・チェアパーソン）

　今期、337－Ｄ地区、第二副地区ガバナー、鹿児島リジョン・リジョンチェアパーソンを努め
させていただくことになり改めて身の引き締まる思いでございます。各クラブ会員はもとよりク
ラブ会長を始め各ゾーン・チェアパーソン地区役員の皆様方と心ひとつにして各クラブの発展と
ライオニズムの高揚に前向きに取組み、その責務に努めて参りたいと存じます。クラブ会員の皆
様方が、ライオンズクラブ会員として誇りを持って、会員相互の友愛なる精神を育みながら深い

絆で社会奉仕活動に参加される事の一助にわずかでもお力になれますよう、ガバナー指針のもと博愛の精神をもっ
て精一杯の努力を重ねて参りたいと存じます。
　皆様方の暖かいご協力、ご指導を心よりお願い申し上げます。

吉村　千鶴子（鹿児島さつま LC）
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RC・ZC就任挨拶

 沖縄Ｒ.リジョン・チェアパーソン
　沖縄リジョンから４年振りの地区ガバナーの誕生で注目を受けるなか、海老原万道地区ガバ
ナーより指名により、沖縄R. リジョン・チェアパーソンの任を拝命いたしました。心に職責の
重大さを感じつつ身に引き締まる思いであります。
　海老原ガバナーの地区スローガンである『To Our Centennial ～100周年にむかって～』、各
クラブの会員が使命感を持って積極的にアクティビティを行えば、充実拡大して目立つ行動な

ら「地域住民」から賞賛を受け、誇りと自信を貰います。そうすれば必然に子供もファミリー会員になり、メン
バー引継にも繋がると思います。ライオンズの組織率は、全国は0.095％、337複合地区は0.093％、鹿児島リジョン
は0.106%、沖縄リジョンは0.038％です。地区役員、クラブ会長、そして会員の皆様の英知を頂きながら絆を結集し
て、各クラブの地域で0.01％の組織率向上をお願いいたします。この１年間職務を全うしたいと思いますので、皆
様のご支援･ご協力を宜しくお願い申し上げます。

新里　正雄（沖縄 LC）

 鹿児島Ｒ.1Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　この度、海老原万道ガバナーより鹿児島R １Z. ゾーン・チェアパーソンとして委嘱を賜り不
安と感謝の気持ちで一杯でございます。
　ガバナーキーワード「恕」人を思い、尊重しあう、を心にこの一年地区の活性化のために努力
していきたいと思います。
　この一年間を他のZCの方々と一緒に勉強させて頂き、前向きに、楽しく活動できればと祈っ

ています。
　特に今年は山田国際会長が就任される記念すべき年でもあり日本のライオンズの一員としても誇りをもって地区
の運営にご協力できればと思います。
　２年後のシカゴで開催される100周年の国際大会は多くのライオンと参加してみたいです。
　皆様方のご指導とご協力を宜しくお願い致します。

瀬戸山　正一（鹿児島黎明 LC）

 鹿児島Ｒ.2Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　今期、337－D地区鹿児島R. 2Z. ゾーン・チェアパーソンを委嘱されました鹿児島南ライオンズ
クラブ所属の田之畑信弘と申します。
　幹事の役目が後２ヶ月程で終わると安堵していた時に、今期のZCの担当が南LCだという事
で、うやむやの内に後１年頑張ってくれと言われ、何の準備もなくZCを引き受けた次第です。
　私は、ライオン歴だけは約23年ございますが、構えてライオンズとは？と勉強した事は御座い

ませんので、改めてライオンズ活動とはとか、組織的な事は良く分かっておりません。ただ私の中で理解していま
す事は、ライオンズクラブは単なる友好クラブではなく奉仕団体であるという事、そしてその奉仕を行うのに
I serveではなくWe serveだという事だけです。
　１年間皆様と一緒に勉強をして行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

田之畑　信弘（鹿児島南 LC）

 鹿児島Ｒ.3Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　今年度、地区ガバナーL. 海老原万道の下、鹿児島R. 3Z・ゾーンチェアパーソンを拝命致しま
した。鹿児島谷山LC所属でございます。入会して30年になりました。地区役員としてはYCE副
委員長に続き翌々年には委員長をさせて頂きました。今回はZCと言うことで大変な重責ではご
ざいますが、担当５クラブのＬ皆様のご協力を頂きながら自分の出来る範囲で頑張って参りたい
と思うところでございます。

　今期、地区ガバナースローガン「100周年に向かって」地区ガバナーキーワード「恕」に添って、ガバナー・
ゾーンチェアパーソンのご指導を仰ぎながら、そして鹿児島R内10Zのゾーンチェアパーソン・役員の皆様と共に一
丸となって鹿児島を盛り上げ、より良い活動が出来ればと祈念するところでございます。
　何卒「恕」の心で皆様のご指導ご協力をよろしくお願い申し上げます

山本　順孝（鹿児島谷山 LC）

ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times

ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times
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 鹿児島Ｒ.4Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　この度、地区ガバナーL. 海老原万道より鹿児島R. 4Z. ゾーン・チェアパーソンの大役を仰せつ
かりました知覧ライオンズクラブ所属の赤﨑一弘でございます。
地区ガバナー並びにリジョン・チェアパーソンの指導の下、４Z・９クラブと連携をとり会員の
ご協力をいただきながらこの１年間精一杯努めて参りますので、よろしくお願いいたします。
　地区ガバナーキーワードである「恕（ジョ）」の心を特攻基地のあった知覧から多くの人々に
伝えて、いくらかでも平和な世の中へ貢献できたらと思います。

　楽しい例会の中でライオンズの原点に立ち返り、会員増強・クラブの活性化・地域への奉仕活動（特に100周年
記念奉仕チャレンジ）など各クラブの伝統を尊重しながら４ゾーンの融和と発展に微力ではありますが頑張って参
りますので、どうぞご指導ご協力の程よろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　We Serve

赤﨑　一弘（知覧 LC）

 鹿児島Ｒ.5Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　本年度、鹿児島Ｒ. ５Ｚのゾ－ン・チェアパ－ソンの役職を拝命し心引き締まる思いです。
前年度より、組織の再編により５Ｚも８クラブとなり、多忙とは思いますが、一生懸命運営に努
力したいと思っております。さて近年、社会の変革に伴い私達「ライオンズクラブ」も、「会員
数の減少」と言う大きな問題により「クラブ経営の金銭的圧迫」「労力ACTの減少」「会員の高
齢化」等、色々な「運営上の問題点」が生じております。私達が、ライオンズクラブの一員とし
て、「社会への奉仕」が出来ますように、「会員の増強」に努めて行かなければならないと思っ

ております。その為に、各クラブへガバナ－の運営方針を伝え、ゾ－ン内のクラブが「活力ある、楽しい例会・魅
力あるクラブ」の運営を目指して活動出来るように「各クラブへの橋渡し」をして行きたいと思っております。こ
の1年間よろしくお願いいたします。

池田　貢（川内第一 LC）

 鹿児島Ｒ.6Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　この度、鹿児島R. ６Z. ゾーン・チェアパーソンの委嘱を受け、誠に光栄に存じていますと共
に、その責任の重さを痛感し身の引き締まる思いです。同時に広く学び、経験し、活動する機会を
与えて頂いたことに感謝し、微力ながら全力でこの任務に取り組んで参りたいと思っています。
　地区ガバナーの指導のもとに、その構想・方針等を関係クラブに確実に伝達し、各クラブの活
動状況や意見等を把握して地区ガバナーやキャビネットと情報を共有することがゾーン・チェア
パーソンの任務と理解しております。その目的を達成するには、地区ガバナーキーワード 「E

ｍpathy」～恕～ をよく理解して実践していくことだと考えます。人を思い、尊重しあうことの高い志を持って地
域社会に共感を得る奉仕を行いたいものです。
　６ゾーンは４クラブ145名の小規模なゾーンではありますが、それだけに交流は盛んで統制のとれたゾーンでも
あります。関係クラブと連携を図りながら地区ガバナー、キャビネットとの良きパイプ役になれるよう努力してこ
の大役を全うして参りたいと存じますのでよろしくお願いします。

樗木　喜久男（出水 LC）

 鹿児島Ｒ.7Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　今年度、337－D地区　鹿児島R. ７Z. ゾーン・チェアパーソンを拝命する事となりました。ど
うぞ宜しくお願い致します。
　ライオンズの崇高な奉仕の精神の下、地区ガバナーL. 海老原万道の方針に沿って、各クラブ
の皆様と力を合わせて地域の社会貢献に取り組んで参りたいと存じます。
　近年、私共の国と近隣諸国との間には色々と難しい状況があるようです。その様な中にあって、
ライオンズの国際交流が相互理解・関係改善に大いに貢献できますよう期待をしたいと思います。

　また、国内におきましては、進行する高齢化社会、人口の都市部への一極集中それに伴う地方の過疎化、また社
会意識の希薄化などによって私共の社会を取り巻く状況は大きく変化しており、地域によってはクラブの会員拡大
もなかなか思うに任せない実情がございます。
　各クラブの更なる強化発展を図るためにクラブ間の連携と交流を一層密にして情報交換を行い互いの協力体制を
強化してまいりたいと思います。
　大変厳しい中でのスタートでありますが、各クラブ地区役員始め全ての会員の皆様のご指導、ご協力を宜しくお
願い致します。

木野田　幸洋（国分隼人 LC）

ZC就任挨拶
ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times

ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times
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 鹿児島Ｒ.8Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　2015～2016年度　8Z・ZCの役を受けました責任の重さを痛感しております。
　8Zの４クラブは鹿児島県東部にあり自然豊かな地域です。地区ガバナーキーワードを『恕』
とされました。就任のご挨拶の中でも『恕』という言葉を幾度となく耳に致しました。『恕』と
は、即ち人を思い尊重し合うということです。今日のライオンズクラブは会員ひとりひとりの胸
に宿る『恕』を与える喜びを感じることが重要と思います。今年は8Zにおいて大隅・末吉・志布

志LCが結成50周年を迎えます。半世紀の絆をさらに深め、各クラブ共会員増進を目標とし、連携・協力をし、４ク
ラブの絆を大切に前進したいものです。青少年育成の分野でも“薬物乱用防止”に向け、活動推進致します。この一
年、先輩方に学び、懸命努力いたしますので、ご指導をよろしくお願いいたします。

池上　勝義（財部 LC）

 鹿児島Ｒ.9Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　今年度、337－D地区鹿児島R.９Z.ゾーン・チェアパーソンを拝命いたしました。鹿屋第一LC
所属の天野純一と申します。
　諸先輩ライオンが沢山おられる中、私みたいな若輩ものが、ZCという大役を頂いたことに、
深く感謝申し上げます。
　ガバナーL. 海老原万道の地区スローガン「To Our Centennial～100周年にむかって～」ガバ

ナーキーワード「Empathy」～恕（ジョ）～を掲げております。
　地区ガバナーL. 海老原万道のもと、リジョン・チェアパーソンL. 吉村のご指導を頂きながら、９Ｚ内の活性化に
努めて参りたいと思います。
　ライオンズ精神を忘れることなく、アクティビティの充実拡大、クラブ強化、そして会員増強に取り組んでいき
ましょう。
　この１年間、皆様方のご指導、御協力どうかよろしくお願いいたします。

天野　純一（鹿屋第一 LC）

 鹿児島Ｒ.10Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　この度、鹿児島R. 10Z.のゾーン・チェアパーソンを拝命しました。責任の重大さを痛感してお
ります。我が10Zは奄美群島—喜界島、奄美本島（笠利LC、瀬戸内LC、名瀬LC）、徳之島、沖永
良部島、与論島からなる７クラブ10Zとなっております。ZCとして先輩ライオンズの皆様、ガバ
ナーのご指導をいただきながら、ウィサーブの精神で一所懸命努めてまいりますので、ご協力の
程、よろしくお願い申し上げます。

10Zの目標として　 １．各クラブの会員増強
　　　　　　　　　２．奄美群島自然遺産登録への推進協力
　　　　　　　　　３．各クラブ継続事業の更なる充実
　　　　　　　　　４．10Z応援歌の推進。

盛　義治（名瀬 LC）

 沖縄Ｒ.1Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　この度、地区ガバナーL. 海老原万道より沖縄R.１ Zゾーン・チェアパーソンの委嘱を受け、地
区スローガン｢To Our Centennial～100周年にむかって～｣、地区ガバナーキーワード｢Empathy｣
～恕～ の想いにその責務の重大さに身の引き締まる思いであります。
　本年度は、100周年記念奉仕事業チャレンジとして様々なイベントが予定されると思います
が、１ゾーンにおいては「恕」をキーワードに、従来の継続事業と同様に女性会員・家族会員

の増強・Ask Oneの実現。青少年健全育成ではライオンズクエスト事業の取り組み等を検討するなど、沖縄Ｒ.１Ｚ
は小数精鋭のユニークな明るいメンバーが揃っており、各クラブの繋がりへと活かし各クラブ訪問回数を増やして
｢楽しい奉仕活動｣によりクラブの更なる活性化を目指します。そこには会員各位の一致団結による協力がかぎとな
ります。任期１年間ではありますが、会員各位のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

外間　宏治（北谷 LC）

ZC就任挨拶
ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times
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The Lion Times

− 10−



 沖縄Ｒ.2Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　所属クラブの枠を超えて、はじめてライオンズの責務を遂行することになりました。責任の重
大さに不安を感じながらも、ベテラン補佐役の幹事と事務局から励ましの声をかけて頂き、やっ
と始動します。地区ガバナー、リジョン・チェアパーソン他役員の諸先輩方のご指導を仰ぎなが
ら、沖縄リジョン２ゾーンらしく各所属クラブのカラー・独自性をもっと引き出させるようにす
るのが役目のひとつと考えています。前年に引き続き「会員増強」、特に「家族会員の増員」を

重点目標に、ライオンズ活動への理解・ライオンズのフアン作りのため、各クラブ会長の顔がもっと地域に見える
ようにメンバーと工夫したい。ライオンズの誇りを胸に任務遂行に勤めてまいります。何卒ご指導、ご協力をお願
い申し上げます。

親泊エドワード（沖縄キーストン LC）

 沖縄Ｒ.3Ｚ.ゾーン・チェアパーソン
　この度、私は未熟ながらゾーン・チェアパーソンを拝命し３Ｚを付託されました。しかし八重
山LC所属という離島のハンディを背負っての船出に不安はありますが、基本的にはまず地区ガ
バナーの運営方針に従い又、リジョン・チェアパーソンL. 新里正雄のご指導を頂きながら良き
パイプ役を果たしたいと思っています。同時に３Ｚの10クラブの状況を掌握し、特に会員増強に
力を注ぐべきかと痛感しています。日本のバブル崩壊後、経済不況に伴い会員数が激減したので

はないかと思われますが経済の浮き沈みや利害関係にあまり左右されず、真のウィサーブの精神を見失うことなく
友愛の絆を深め、ゾーン内の心を一つにして退会の少ないそして微増でいいから緻密に安定した３Ｚ創りを模索し
たいと思っています。
　どうか皆様方の知恵をお貸し下さい。活力を下さい。３Ｚの活性化にご協力下さい。ゾーン幹事のＬ 崎浜秀崇と
共に頑張りたいと思っています。一年間よろしくお願い致します。

大田　洋八（八重山 LC）

 地区GMT委員長
　今年度、地区ガバナーL. 海老原万道より、前年度に引き続き337－D地区GMT委員長、更に，
337複合地区GMT委員も拝命頂き、深く感謝申し上げます。
　さて、私達は会員の減少を組織の重要課題としてとらえ、ライオンズクラブ国際協会が推奨す
る「親会員は勿論、家族及び賛助会員」の増強に真摯に取り組む事が開与であると思います。
　今年度は、34年ぶりに国際会長にL. 山田實紘が就任するのを契機として、日本ライオンズク

ラブ・親・家族会員・更に、賛助会員を含め（１人１名以上獲得）し、（10万～20万人）達成を目標にスタート
し、今年度で最終の３年目を迎える大事な年度です。
　さて、私は昨年に引き続き２年連続でGMT委員長を勤めさせて頂きます。従って、前年度の経験を生かし、与え
られた任務、特に家族会員増強に付いて膝を交え丁寧に説明し、皆様方のご理解を得られるよう頑張って参ります
ので、全会員のご協力宜しくお願い申し上げまして就任の挨拶と致します。

松川　富三男（浦添ウェスト LC）

 地区 GLT 委員長（名誉顧問・元地区ガバナー）

１）今期より２年目となります。

　　前年は女性ライオンが第二副地区ガバナーとして選出されました。

　　本当に良いことです。国際協会も女性の選出を願っています。

２）少子高齢化の中、ライオンズの将来を考えて、若いライオンの入会を進めて行く。

上之　邦彦（鹿児島さつま LC）

ZC・地区役員委員長就任挨拶
ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times
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 地区PR・ACT・IT・アラート委員長
　地区PR・ACT・IT・アラート委員長を務めさせていただくこととなりました。
　ITは、目的を達成するための手段（技術）です。PR・ACT・アラート各分野が連携し、効率
的に機能するためのツールとして皆さまが気軽にご利用していただけるようサポートに努めてま
いります。
　情報は双方向に機能することにより有効な活用が可能となります。国際本部はもとより、地区

キャビネット、複合地区、他準地区、他クラブが発信する情報に触れることも重要です。各クラブ・メンバーの皆
さまの情報発信のみならず、情報の享受に関しても一助となれるよう活動していきたいと考えております。
　また、PRに関しては単にクラブ独自の会報やHPにこだわることなく、地区HP・ザ・ラタ、ライオン誌をはじめ
とする各種メディアを有効に活用し、より少ない負担でより有効なPRが行えるような方策もご提案していく所存です。
　どうぞ、お気軽に当委員会をご活用くださいますようお待ちしております。

小柴　登司（浦添ウェスト LC）

 地区YCE委員長
　この度、海老原万道ガバナーより地区YCE委員長の委嘱を受け、身に余る光栄であると同時
に、その責任の重さに身の引き締まる思いでおります。昨年度は副委員長として、中谷委員長の
指導の下で初めての地区役員として来日生・派遣生の送迎、また先日は夏期派遣ユース最終オリ
エンテーションに出席。それぞれの場で出会った若者達に接し、国際交流と青少年育成という正
にライオンズ事業の根幹をなすYCE活動の意義を実感し、理解できたと思います。

　７月には、台湾、イタリアの来日生受入れ、ユースキャンプへの参加引率。また、マレーシア、シンガポールへ
の派遣生の見送り、出迎え等、早速活動が始まります。また、11月末から年末までの冬期来日生受入れも計画され
ているようです。今年１年337－D地区の皆様のお力を借りながら、微力ながら精一杯務めさせていただきたいと思
います。よろしくお願いいたします。

久米　浩太（串木野 LC）

家族及び女性地区コーディネーター（正）（名誉顧問・元地区ガバナー）

　国際協会が会員の減少を懸念し始めてより数年がたち、会員を増強するために、会員増強の出
来るクラブリーダーの育成のためのＧＬＴ制度を立ち上げ、引き続き会員増の為のGMTを立ち
上げた。
　日本では今季二人目の国際会長が誕生するに当たり、三年間を期限とした『日本版会員増強
パイロットプログラム』を認め、国際会費の半額を許し、家族会員の登録が増え、何とか140万

人を維持できるまでになった。しかし、日本での正会員数は減少の一途をたどり、最近では95,000人を割り込むに
至っている。
　本年度よりGMTより分離され、家族会員特に女性会員の増強を中心に会員の増強を計るべく、FWTが立ち上げ
られた。OSEALリーダーのもと各準地区にもコーディネーターの選出が義務付けられ、今回地区ガバナーより任
命を受けましたが、337－Ｄ地区での女性会員よりの選出が困難で、複合地区ＧＭＴコーディネーターの役の途中
ではあるが、兼務を余儀なくされました。任期途中でも適任者の発掘・育成に努めていきたいと感じています。

肥後　光春（指宿 LC）

 地区ドナー推進委員長
　昨今、凶悪事件が多発している時代に暗闇を照らす事ができるのはライオンズクラブであり、
中でも三献運動は大きな社会奉仕活動だと思います。
　そのような中、この度、海老原万道地区ガバナーより地区ドナー推進委員長の委嘱を受け、身
の引き締まる思いです。
　献血においては昨年の血液センターでのセミナーの際に約3,000名以上の血液が不足し県外か

ら調達しているとの報告がありました。必要な血液の確保のためにも献血・PR活動。
そして献眼・献腎登録者の普及にも積極的に取り組んでいきたいと思います。
皆様のご協力とご指導を宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We Surve

當間　眞孝（那覇北 LC）
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 地区クエスト・レオ・ライオネス委員長
「思春期のライフスタイル教育」ライオンズクエストのあらまし
　　　　　上智大学 総合人間科 心理学科 教授　萩野美佐子 著

　子供たちが社会人として自立していくためには、さまざまな能力を会得しなければなりませ
ん。それぞれの能力の基礎は、義務教育を終える中学３年生までの間に、学校や家庭で培う事

が極めて重要な事です。社会が複雑化し、身近な人間関係である、親子間・友達間での難しさやデリケートな問題
を抱えている今の情報化社会の中にあって、子供達が早い時期から社会の多様な情報に影響を受ける状態にありま
す。発達を加速化させ、身体的成熟を促進する一方で、社会的経験の不足が、自我発達の未熟さをもたらせている
と思うのです。
　このアンバランスは、もともと思春期・青年期の固有の問題でもあり、「疾風怒濤」あるいは「青年期ドルドラ
ム」と両極の捉え方をされてきましたが、実は同じ状態の異なる位相を見ているもので、一見穏やかに見えなが
ら、水面下では激しく揺れ動き、振り子のふり幅の大きい時期とも言えると思います。このような成長の途上で身
に付けていく力として、「ライフスキル 生きるためのスキル」を是非、広める事がＤ地区の使命だと思われます。
未来の沖縄・鹿児島の子供のために継続し、実践を続けていく事が大切です。
　JIYD→（生徒の変化の評価）
　「試験前など、自分が実行できる具体的な計画を立てる事が出来る」という、子供達の声に対し、 2－3 以上の教員
が、将来を見据え、見通しを持った行動が出来るようになった事、集団の一員として、自分の役割を果たす事や他
者を尊重する事が出来るようになったと、評価しています。
　337－D地区ガバナー海老原万道のもと、今後も与えられた役割を果たしていきたいと思います。
　報告以上を以て挨拶とさせて頂きます。

松　道忠（名瀬 LC）

 地区年次大会委員長（名誉顧問・元地区ガバナー）

　第62回地区年次大会の委員長の拝命を受けた。三年前の八重山での年次大会は記憶に残ってい
るが、八年前の鹿児島・熊本・沖縄の旧Ｄ地区年次大会は跡形もなく薄らいでいる。
また来年は慌ただしい年でもある。４月沖縄での地区大会、５月福岡での複合年次大会、６月福
岡での国際大会が控えている。せめて沖縄での大会には参加して頂き、“沖縄での大会良かった
なぁー”と云われる大会にしようとあれこれ実行委員長共々考えているところであります。

　何か新しいことに挑戦する意欲と、勇気をもって行動するライオンでありたいと思っています。海老原ガバナー
のもと、沖縄リジョンの皆様のご協力を頂きたいと存じます。
　“遠来の友来る”ことを期待申し上げ、沖縄のできうる“おもてなし”をもって明るく楽しい大会になることを期し
て参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

百田　勝彦（沖縄 LC）

地区委員長　就任挨拶

ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times

ザ・ライオン タイムズ
The Lion Times

− 13−



クラブ新会長・三役ご紹介

鹿　児　島　R
（56クラブ）

 鹿児島ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン　　将来の夢に向かってのアクティビティ
会長テーマ　　前に進む、ウィ・サーヴ

重　点　目　標
・羽島LCとの姉妹盟約55周年記念事業を全員の参加で成功させる。
・会員全員でクラブ会員維持に努め、さらに増強を図る。

会員数97名
（内女性45名）

会長　有馬　純隆
幹事　榎園　哲朗
会計　長谷場　聡

 種子島ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
二年後の設立50周年記念大会をめざして会員相互の力を結集し
更なる「We  serve」を目指そう

重　点　目　標
Ａ会員の増強：家族会員制度を含めて50％以上の会員増強をはかり若

手会員の加入を促進する
Ｂ財政基盤の強化をはかる
Ｃ各種委員会の活発化を基にして「We  serve」の活動領域を他団体

と連携して拡大する

会員数46名
（内女性0名）

会長　種子島秀洲
幹事　伊達　昭博
会計　佐々木浩司

 鹿児島城山ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
『和と輪の心で　楽しく奉仕』

重　点　目　標
１．出席率の向上
２．1000回記念例会の取り組み
３．新規事業への取り組み

会員数56名
（内女性2名）

会長　森　ふみ子
幹事　中宮　良幸
会計　上原右名位

 鹿児島南ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「微笑みと真心でウィ・サーブ」

重　点　目　標
１．例会出席率90％達成を目指す
２．「友愛駅伝大会」の充実を図る
３．スポーツ少年ソフトボール大会・献血の内容を再検討し充実を図る
４．楽しい例会を心がけライオンズは皆平等という立場を守りつつ節度

あるクラブを目指す

会員数32名
（内女性1名）

会長　有満　修一
幹事　川田代善彦
会計　本　　健二

 鹿児島明倫ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
『継続は絆なり　未来へ向かって　We  サーブ』

重　点　目　標
１．出席率の推移
２．自由に討論できる例会
３．委員会の充実

会員数14名
（内女性0名）

会長　井之上光雄
幹事　中間　　仁
会計　中島　広智

 鹿児島谷山ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン　「進取の気概で次の世代へ！！」
モットー　　「ひとつの奉仕で大きな成果を！！」

重　点　目　標
・地域社会への奉仕
・会員互いの絆
・会員増加

会員数42名
（内女性1名）

会長　寺田　洋一
幹事　櫻木　武夫
会計　川島葉留美

 鹿児島さつまライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
融和と絆・感謝の奉仕

重　点　目　標
①出席率の向上
②新会員の活動推進
③委員会活動の活性
④会員増強と維持

会員数52名
（内女性16名）

会長　大林　　操
幹事　内田　雅之
会計　渡邉　　稔

 鹿児島第一ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長スローガン　「前へ　その先の一歩へ」
会長テーマ　　　「人と人とのつながりを武器として前へ」

重　点　目　標
1．元気で・楽しい・前向きな集会（例会・委員会等）
2．個性ある開かれたライオンズクラブ
3．会員増強
4．友好クラブとの交流の充実

会員数45名
（内女性2名）

会長　田中　好史
幹事　川田代泰和
会計　東福　敬三

 鹿児島中央ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
明るく　仲良く　楽しく奉仕

重　点　目　標
・会員増強
・継続ACTの見直しと労力ACTの活性化
・月に一度会員卓話を取り入れ、会員同士の絆を深める。

会員数51名
（内女性9名）

会長　松田美代子
幹事　東　　昭二
会計　森　征一郎

 屋久島ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
人の心に　ウイ　サーブ

重　点　目　標
１．会員増強
２．フランクな会の運営

会員数27名
（内女性3名）

会長　白川　満秀
幹事　島津康一郎
会計　石田尾憲昭

 鹿児島黎明ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
『友と共に　We 　Serve　の感動を』
　（いっだまし入れてＷｅ　Serve）

重　点　目　標
①メンバーの輪と友情で感動ある奉仕を心がけよう。
　友情で結ばれた仲間と「人の為世の為社会の為」を常に思い明日に繋がる
　感動ある社会貢献を心がけよう。
②クラブ運営の改善、改革を常に考えて行きます。
　友情を深める為、多くのメンバーと共に愉快な例会、家族会、懇親会等々
　プログラムの改善、改革を常に考えて行きます。

会員数30名
（内女性0名）

会長　脇黒丸一典
幹事　瀬ノ口耕治
会計　瀬戸山正一

 鹿児島東ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スロ－ガン　　「15周年を成功させよう」
会長テ－マ　　「皆で楽しい例会」

重　点　目　標
①会員増強
②15周年を成功させよう
③100％例会を達成させよう

会員数15名
（内女性4名）

会長　水野　ゆう
幹事　久保　武徳
会計　安田　泰一

 鹿児島南洲ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スロ－ガン　　「広げよう仲間の和　奉仕の輪」
会長テ－マ　　　For  Others

重　点　目　標
①例会の充実による出席率アップ
②会員増強
③青少年育成活動の強化

会員数48名
（内女性18名）

会長　山下　哲矢
幹事　寳來　良治
会計　溝口　美純
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 鹿児島リバティライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
ライオニズムを原点に誇りと誠意をもって We serve

重　点　目　標
私たち鹿児島リバティライオンズクラブは平成6年結成以来地域の皆様と共に奉仕活動を続け
先輩諸兄の功績を引き継ぎながら今日に至っております。
日頃の活動に対するご理解とご協力を感謝申し上げます。今年度の鹿児島リバティライオンズ
クラブのスローガンは「ライオニズムを原点に誇りと誠意をもって　We serve」メンバー同
士の相互理解と絆を深め、さらに社会奉仕精進！誇りと誠意をもって出来る範囲から地域の
人々から共感を得られるようなアクティビティを実施します。
私はいまだに未熟者ではありますがクラブメンバー皆様と力を併せて、永久に走り続ける
「我々は奉仕する」精神を基本に取り組んで参りたいと考えております。

会員数31名
（内女性1名）

会長　平原　紀久
幹事　田原成一郎
会計　今村　　均

 市来郷ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
広げよう信頼の輪

重　点　目　標
１．会員増強
２．青少年健全育成事業の充実

会員数14名
（内女性2名）

会長　東福　泰則
幹事　前田　満子
会計　松野　鶴平

 鹿児島維新ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
志は高く！

重　点　目　標
①青少年の健全育成
②会員拡大
③会員相互間のコミュニケーションを円滑にし、例会や事業への出席率

の向上を目指す

会員数37名
（内女性3名）

会長　新村　　晃
幹事　指宿　忠一
会計　松崎　博樹

 喜入ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
信頼と絆で紡ぐ奉仕の心

重　点　目　標
会員の増強運動

会員数19名
（内女性2名）

会長　堀　　純則
幹事　仮屋﨑孝紀
会計　溜　　智房

 加世田ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
新たな一歩を　今一度原点に帰って

重　点　目　標
最大の使命でありモットーである「We  Serve」の原点に戻り、奉仕することに
よる楽しみを享受することを目標に活動していく。そのためにも会員拡大は最大
の課題であり、本年度の重点目標である。
また、次年度は、創立55周年という大きな節目の年でもありますので、そのため
の準備期間と位置づけ、周年事業に対する意識づくりや組織づくりの準備を行い
スムーズな次年度の走り出しに向けた活動にも取り組んでいきます。

会員数36名
（内女性0名）

会長　鎌田　哲也
幹事　出井　貴之
会計　中村　正憲

 知覧ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「地域に喜び奉仕する」

重　点　目　標
30周年にあたり、地域に喜ばれる記念事業を全会員で模索する。
チャーター時からの「青少年健全育成」の充実とサブテーマとして「ワ
ンランクアップ」を掲げる。

会員数30名
（内女性2名）

会長　蔵元　泰正
幹事　宇都　和久
会計　西　　健冶

 枕崎ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
楽しく積極的な奉仕活動を全員で目指す

重　点　目　標
・会員増強
・例会出席率の向上

会員数42名
（内女性0名）

会長　長野　義哉
幹事　鳥原　香治
会計　有馬　　慎

 日置中央ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「気軽く　楽しみ　自己研鑽　ライオンズ」

重　点　目　標
1．会員増強と維持
2．地域社会に奉仕
　　①地曳網と地域社会交流
　　②献血活動推進
　　③環境保全活動（駅前・海岸・他清掃活動）

会員数31名
（内女性4名）

会長　鎌ヶ迫　勉
幹事　松元　伸一
会計　井田裕一郎

 川辺ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
皆で楽しく奉仕活動

重　点　目　標
①楽しい例会
②地域に奉仕

会員数50名
（内女性4名）

会長　芝原　健一
幹事　馬場　達也
会計　室尾　敏行

 串木野ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ「新たな気持ちでウィ・サーブ」

重　点　目　標
・会員拡大、増強
・継続事業の充実
・新たな奉仕事業の開拓
・会員相互の融和を図り、楽しい例会にする

会員数50名
（内女性4名）

会長　福元　隆史
幹事　下田　健一
会計　内村　逸朗

 吹上ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
先達の心を汲んで次代につなぐウィ・サーブ

重　点　目　標
「地域の歴史資産を次代に繋ぐ奉仕活動をしよう」
明治維新から半世紀、湯之元の小高い丘の中腹に西郷南州翁来遊の地碑が建った。
西郷さんへの敬愛の気持ちが表れている。狩りに来た西郷さんが、温泉につかり
ながら地域の若人に語る姿が目に浮かぶ。彼の先人たちは人を愛し郷土を愛する
が故に数々の事業を遺した。
善なる心の発露としての奉仕でありたいと思う。

会員数30名
（内女性3名）

会長　堀ノ口　守
幹事　上村　靜子
会計　川﨑　正博

 宮之城ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
楽しい例会、奉仕の心

重　点　目　標
・出席したくなる例会企画
・地域密着の奉仕活動
・社交事業　①50周年記念コンペ（OB含む）　②会員家族旅行
　　　　　　③地域住民とのパーティ

会員数17名
（内女性3名）

会長　福岡　　力
幹事　片山　晋介
会計　種子田浩市

 指宿ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
まごころで！！ We  Serve

重　点　目　標
女性の三役で運営をさせて頂く事になりました。
女性目線での気配り・アクティビティ・ボランティアが
できればと思っております。

会員数42名
（内女性7名）

会長　脇田　文代
幹事　和田のり子
会計　肥後有美子

 川内ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「すべてに感謝を込めて 社会へ奉仕」

重　点　目　標
①国際会長・地区ガバナーの基本方針に従う
②「例会に行ってみよう」と思われるような例会に…
③川内LC設立50周年を次の100周年につなげるような、心に残る周

年に…

会員数87名
（内女性22名）

会長　福山　大作
幹事　野村　芳満
会計　鍋　　清見
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 東郷さつまライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
友愛の絆でつなぐ奉仕の和

重　点　目　標
●会員増強
●会員の健康増進
●40周年記念事業の成功

会員数13名
（内女性0名）

会長　笹野　正男
幹事　木原清八郎
会計　大田　省一

 伊佐ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
愛の奉仕と友愛

重　点　目　標
国際大会への多くの参加
会員増強
会員維持

会員数34名
（内女性3名）

会長　竹原　研二
幹事　村岡　強志
会計　福田　和美

 川内よさこいライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
会員25名で　5周年を迎えよう!!」

重　点　目　標
・会員増強
・出席率　90%
・クラブ理念の遵守

会員数13名
（内女性7名）

会長　鉾之原典子
幹事　齊藤　　眞
会計　川島利恵子

 長島ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
基本に返って　ウィ・サーブ

重　点　目　標
・例会出席率の向上
・会員相互の融和・団結
・労力ACTの充実

会員数28名
（内女性2名）

会長　諏訪　孝久
幹事　小川　武男
会計　田ノ上俊輔

 川内第一ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「たしかめあおう　つないだ両手」

重　点　目　標
・結成20周年記念式典を会員一同あらためて「ライオンズとは何か」

と確認しあい成功させる
・国際協会会長・地区ガバナーの基本方針に従う
・退会者を出さないクラブ作り

会員数39名
（内女性3名）

会長　福山　洋子
幹事　西別府勇己
会計　肱岡　俊作

 国分隼人ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ『新たな創造・伝統の継承』

重　点　目　標
①ガバナー重点目標の実践
②会員増強並びに会員維持（新たな仲間の発掘と会員間の意思疎通・結束）
③献血･ドナー推進運動への協力（献血･献眼･献腎・骨髄移植推進運動）
④アクティビティの立案、推進（前年度ACTの継承と新たなACTの創造）
⑤魅力ある楽しい例会（友愛と協力によりクラブの隆盛を図る）

会員数46名
（内女性1名）

会長　若松　忠洋
幹事　松元　　武
会計　牛牧　真一

 鹿児島甲陵ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
誇りある楽しいクラブに

重　点　目　標
※会員維持と増強の努力
※地域にあった奉仕活動
※出席率の高い楽しい例会

会員数11名
（内女性2名）

会長　徳田　良美
幹事　河野　誠郎
会計　山下　久代

 霧島ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
会員増強

重　点　目　標
奉仕活動の充実

会員数12名
（内女性0名）

会長　竹下　　博
幹事　久木田道信
会計　赤崎　大和

 川内なでしこライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
笑顔の輪を広げよう

重　点　目　標
私達川内なでしこLCは、今年10周年を迎えます。
メンバーが持っている能力と可能性を更に発揮して貢献できる様にした
い。そのためには、一回一回の例会を楽しい会にし、女性ならではの活
動から地域に笑顔を広げられる様にしたいと考えています。

会員数19名
（内女性19名）

会長　藤﨑るみ子
幹事　枇杷　眞弓
会計　田中　康代

 姶良ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
会員にメリット、社会に奉仕

重　点　目　標
１）会員間ビジネス優先取引の推進
２）会員研鑽に資するセミナー例会の実施
３）外部組織とコラボした奉仕活動の推進

会員数20名
（内女性1名）

会長　篠田　照明
幹事　橋元　　創
会計　西　謙太郎

 出水ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン「皆で楽しく　汗を流して We  Serve ！」

重　点　目　標
１．クラブの活動ＰＲ強化及び会員拡大
２．青少年育成活動（出水ライオンズクラブ旗争奪　肥薩対抗小学生

一輪車競争大会及びライオンズクエスト）の取組充実
３．アクティビティへの会員参加の増

会員数59名
（内女性8名）

会長　植村　　猛
幹事　染川　和憲
会計　東　真一郎

 加治木ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
地域社会へ密着した活動、真心の奉仕

重　点　目　標
高齢化と不況で、会員数が減少している。若い世代を中心に会員増強を
図り、活気あるクラブ運営を目指し、地球温暖化防止、緑のカーテン運
動を継続していく。

会員数17名
（内女性1名）

会長　中原　武志
幹事　伊藤　富次
会計　森田　正人

 阿久根ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
我々は奉仕する。

重　点　目　標
クラブスローガンに値する行動
◎LCIF　20$献金の実行
◎周年行事積立金 １人500円/月 の実行
◎労力奉仕の充実（交通指導・献血・ライオンズ奉仕デー）

会員数29名
（内女性3名）

会長　大石　啓元
幹事　谷村　高徳
会計　貴島　裕一

 きりしまシニアライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
えがおで例会、えがおで奉仕
まごころ尽くす 至福のえがお

重　点　目　標
1．「充実したシニア」の誇りと魅力を大いに発揮しよう。
2．みんなで参加しやすい、活動しやすいクラブにしよう。
3．いままでの事業を続けながら、新しい事業にも取り組もう。

会員数25名
（内女性5名）

会長　今村　義治
幹事　仮屋　光博
会計　園田　健一
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 大隅ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
燃やし続けて50年　みんなで守ろう　ライオンズの火

重　点　目　標
会員数が減り、非常に厳しい状況ではあるが、コツコツと続けてきた事
業（献血・交通安全キャンペーン・中学生への職業講話）をこれからも
着実に続け、身近な奉仕をプラス思考で心がけていく。
志はひとつ、同じくして集いしメンバーである限り、ライオンズの誇り
を互いに持ち継続していきたい。

会員数17名
（内女性0名）

会長　桑原　周士
幹事　南谷　弘二
会計　小笹　康浩

 大崎・東串良ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
前進あるのみ

重　点　目　標
地域とのコミュニケーションを図り会員増強に努める

会員数3名
（内女性0名）

会長　川越　金蔵
幹事　谷口　俊秋
会計　林　　宏明

 末吉ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
結成50周年に向かって活気あるクラブ活動

重　点　目　標
青少年育成活動
●薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」運動
●継続：末吉中学校「働く人々に学ぶ」学習会

会員数43名
（内女性18名）

会長　有川　孝治
幹事　山内　義宣
会計　長迫　浩紀

 瀬戸内ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
口唇に歌　心に太陽を

重　点　目　標
①会員の増強に力を入れる
②会員それぞれの得意分野を例会で発表してもらい拝聴し会員の自信に

つなげると同時に例会の出席率を高めて行きたい

会員数25名
（内女性0名）

会長　郡　　　寛
幹事　中村喜与敏
会計　登　　秀文

 志布志ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ　「ウィ・サーブ」感慨深く・・・50年！！

重　点　目　標
○結成50周年の年　先輩の思いを引き継ぎ融和を計る
○青少年健全育成の取組み（バレーボール大会・薬物乱用防止）他
○労力奉仕活動の充実と献血推進事業
○会員増強
○ガバナーの基本方針・重点目標に取組む

会員数27名
（内女性2名）

会長　宮ケ原耕平
幹事　坂元　新人
会計　米盛　総太

 徳之島ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
和を大切に
楽しんくライオニズムを実行する

重　点　目　標
レオクラブとの交流、障害者とのボランティア、献血推進
クリーン作戦、薬物乱用防止キャンペーン
来年度50周年事業への段取り

会員数29名
（内女性2名）

会長　安田　　一
幹事　幸　　秀行
会計　山下　　修

 財部ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
おかげさまの心で広がる地域の和

重　点　目　標
・例年活動の継承
・会員増強と例会出席率の向上
・例会を通じて、自己研鑽に努める

会員数20名
（内女性0名）

会長　久木野広誠
幹事　若松　和憲
会計　佐澤　利博

 名瀬ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「初心にかえり　足もとみつめ、社会奉仕」

重　点　目　標
１．例会の活性化、充実を計って出席者の増を目指します
２．社会奉仕活動においてはレオクラブや外部団体との交流を深める
３．名瀬ライオンズクラブ主催の行事の強化

会員数65名
（内女性6名）

会長　里　エイ子
幹事　佐藤　功久
会計　丸田　義男

 鹿屋ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン　笑顔と挨拶で育もう 友愛と絆
会長テーマ　より良き社会を目指し WE SERVE

重　点　目　標
＊友愛と絆を深め無くそう退会会員
＊例会出席の向上

会員数58名
（内女性０名）

会長　濵松　正明
幹事　吉永　　勉
会計　中村裕一郎

 沖永良部ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
青少年育成に努め地域に奉仕

重　点　目　標
和泊町、知名町の人が交流出来る貴重な組織なので環境美化・青少年健
全育成など活発に進めたい
会員増強にも力を注ぎたい

会員数31名
（内女性1名）

会長　太　　直造
幹事　白原　　弘
会計　衛守　　謙

 大根占・根占ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
・熱き思いを行動で　ウィ サーブ

重　点　目　標
・会員増強と会員維持
・例会を楽しく出席率の向上
・地域への身近な奉仕

会員数12名
（内女性０名）

会長　君付　忠和
幹事　久津輪正一郎
会計　萩原　　誠

 与論ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン　元気・真心・ウィ サーブ
テーマ　　　チャレンジ

重　点　目　標
１．会員の維持、増強に努める
２．環境保全に努める
３．地域と連携した社会奉仕に努める
４．青少年の健全育成に努める

会員数14名
（内女性0名）

会長　田畑　克夫
幹事　平田　暢孝
会計　田中　　進

 鹿屋第一ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
和のこころでウィ・サーブ

重　点　目　標
会員増強
全会員参加の楽しい例会

会員数15名
（内女性0名）

会長　木下　健一
幹事　川野　　学
会計　宮薗　善隆

 喜界ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
基本にかえり We Serve

重　点　目　標
10Z（奄美群島地区）初の次期地区ガバナー候補のクラブとして、こ
れを機にこれ迄以上、会員相互のライオニズムの認識の充実、会員の増
強に努めたい。

会員数23名
（内女性0名）

会長　園田　直樹
幹事　野間　英文
会計　峰山恵喜光
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 笠利ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
人［ちゅ］ぬため、島［しま］ぬため、まぁじんまし［ご一緒に］

重　点　目　標
１．会員増強（とくに女性会員・家族会員）
２．地域や各種団体との積極的な交流を図る［笠利ＬＣ杯争奪ＧＧ大会等］
３．地域の防犯、事故防止に向け青パト広報活動の充実、ホタルロード作戦の継続
４．大島北高カヌー部支援、小学校新一年生へ防犯ブザー贈呈
５．会員相互の親睦を深め、楽しい例会の開催

会員数19名
（内女性3名）

会長　今里　信弘
幹事　有川　貞好
会計　作田幸太郎

 沖縄キーストンライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
To be like Keystone.

重　点　目　標
①会員増強
②今年で第３回目となる日米親善コンサートの開催を実現する

会員数15名
（内女性2名）

会長　タッド・ランドン
幹事　玉城　　判
会計　新里亜也子

 宜野湾・普天間ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
誇りを持って地域社会に We Serve

重　点　目　標
１．会員増強（目標35名）
２．第24回ライオンズクラブ旗争奪さよなら少年野球大会の実施
３．献血運動の開催（他団体と合同で３回実施）
４．新たなアクティビティへの取り組み
５．蒼生学園のサポート（継続事業23回）

会員数29名
（内女性3名）

会長　善　　武順
幹事　玉寄　則子
会計　伊東　和美

 コザライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「夢」のある楽しい例会

重　点　目　標
１．We  Serveの「心」で社会貢献
２．感動呼ぶ奉仕活動
３．一人一役、実のある活動で会員を増やそう
４、他ライオンズクラブとの交流活動の充実

会員数10名
（内女性0名）

会長　新屋　孝一
幹事　山城　建男
会計　城間　　力

 浦添ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
魅力ある楽しい例会で会員増強！

重　点　目　標
・地域に密着した奉仕活動、We  Serveの精神で必要とされる活動に

奉仕する。
・青少年健全育成に向けて、何が必要で何をすべきかを考え実践してい

く。

会員数45名
（内女性6名）

会長　仲嶺　　剛
幹事　岸本　尚也
会計　宮平　彰夫

 名護ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
＊奉仕活動の充実・発展と会員相互の連帯の強化を図る。

重　点　目　標
１．会員並びに家族会員の増強促進。
２．女性会員の入会を促進し、新たなクラブの活性化を図る。
３．奉仕活動（年中行事等）に青少年の参加を促し、奉仕の精神を育む

活動を推進する。

会員数40名
（内女性0名）

会長　島袋　權勇
幹事　比嘉　　忍
会計　西田　　透

 嘉手納・読谷ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
「絶やすな」ライオンズの灯を

重　点　目　標
◎私達は、危険ドラッグが蔓延している社会から、子供たちが薬物に手

が染まらないよう、今年も薬物乱用セミナーを、嘉手納町、読谷村の
小・中学校を対象に行っていきます。

◎例会の活性化を図る為、ゲストを招き、ピクニック例会、バーベ
キュー例会を開催し、会員獲得につなげていきたいと思います。

会員数20名
（内女性1名）

会長　伊禮　朝昭
幹事　幸地　常雄
会計　渡口　彦則

 石川ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
笑顔で  楽しく  集

つど

って　We  Serve

重　点　目　標
会員増強
環境保全活動「石川川清掃、サンゴ移植並びに経過観察」
青少年健全育成活動「少年野球大会」
交通安全・防犯活動「薬物乱用防止活動・サイクルパトロール活動」

会員数33名
（内女性5名）

会長　譜久島慎太郎
幹事　池原　　洋
会計　上門　　賢

 西原ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
“仲間を増やして　奉仕の輪を広げよう”

重　点　目　標
会員増強
　とにもかくにも会員を増やし，充実した奉仕活動を展開したい。

会員数12名
（内女性2名）

会長　小橋川健吉
幹事　呉屋　秀義
会計　宮平　　巌

 恩納ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
社会奉仕の精神で地域に根ざしたクラブ運営

重　点　目　標
①献血活動
②アイバンクへの協力
③地域美化活動
④青少年健全育成
⑤サンゴ再生事業応援活動

会員数24名
（内女性4名）

会長　玉榮　茂樹
幹事　白附潤一郎
会計　平島　達也

 浦添てだこライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
35周年に向けて団結の絆、奉仕の絆　より一層

重　点　目　標
会員増強

会員数43名
（内女性0名）

会長　佐次田英貴
幹事　黒田　範彦
会計　石川　昇健

 北谷ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
喜びで絆を深めよう！

重　点　目　標
①喜んでできる活動を増し、会員維持、増強。
②地域社会に密着した奉仕で、多くの人が協力して参加できる活動。

会員数19名
（内女性6名）

会長　兼城　和美
幹事　屋比久里美
会計　金子　智之

 浦添ウェストライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
楽しい例会・楽しく奉仕

重　点　目　標
①会員増強、退会者０
②労力アクティビティ、600時間以上の達成

会員数33名
（内女性10名）

会長　与座　保博
幹事　又吉　淳市
会計　大屋　純子

クラブ新会長・三役ご紹介

沖　縄　R
（22クラブ）

１
Ｚ

２
Ｚ
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 沖縄ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
過去から学び、未来へ踏み出す We Serve

重　点　目　標
１．会員増強(家族会員)
２．地区キャビネットへの支援
３．平均出席率95％以上
４．新規事業への挑戦

会員数51名
（内女性5名）

会長　新垣　文男
幹事　宮平　元嗣
会計　上原光太郎

 沖縄リバティライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン　夢実現「できることから。これからも。いつまでも」
会長テーマ　「あきらめずやり続けよう奉仕の精神」

重　点　目　標
・クラブ会員の拡充（会員増強）
・地域にあった奉仕活動（自治会との連携）PR
・青少年健全育成（小･中･高）学校防犯活動（行政との連携）

会員数11名
（内女性6名）

会長　野澤　操子
幹事　前大舛公政
会計　新垣八重子

 八重山ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
絆つくり、挑戦をして、自身をもとう。

重　点　目　標
いろいろなクラブに学ぼう。
いろいろなアクティビティに挑戦しょう。
いろいろ知識を取り入れよう。
会員ひとりひとりが自信を持てる活動をしよう。

会員数35名
（内女性2名）

会長　岡部　厚志
幹事　高木　正敏
会計　砂川　一晃

 豊見城ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
今年度２期目の豊見城ライオンズクラブの会長を仰せつかりました、小泉ケイ子
と申します、重責ですが、今年度も心に残る奉仕活動になるように取組んでいき
たいと思っております。
　昨年に引き続き、会員維持・増強(ＧＭＴ)に努めてまいります、また、姉妹ク
ラブなどを通して会員同士の交流の場を広げ地域貢献について、楽しく親睦を深
めていきたいと考えております。

重　点　目　標
・献血推進事業
・東日本大震災へのチャリティーイベント開催

会員数9名
（内女性3名）

会長　小泉ケイ子
幹事　大城多津子
会計　大田　正樹

 宮古ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
育てよう人材！　広げようWe Serveの輪！

重　点　目　標
１）青少年の健全育成事業の実施
２）環境美化活動の実施
３）会員の維持ならびに増強

会員数38名
（内女性0名）

会長　新山　広明
幹事　砂川　勝信
会計　富山　忠彦

 糸満白銀ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
地域に根ざしたアクティビティ

重　点　目　標
会員の団結力を高め、組織の安定を図り、もって地域に根ざした奉仕活
動を行う。
その為に定例会の出席率を高め、ライオニズムの意義を共有する。

会員数34名
（内女性5名）

会長　砂川　豊藏
幹事　大城　浩康
会計　登川　将光

 那覇中央ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
世界に向けて羽ばたこう
チェンジ　アンド　チャレンジ

重　点　目　標
東南アジアにおける最貧国ラオスの山岳地帯に小学校を建設し、貧困の連鎖からの脱却を図る。
学校建設を通して村民の現金収入と、その学校への想いを増大し、単なる教育の場にとど
まらず村内のコミュニティセンターのような場創りをしていく。
学校竣工後からは継続事業として、各種の文具や必要品などの支援をしていくことで、
Lions　Clubへの感謝を節目ごとにメッセージや子供たちの手創り品などを協力者たちに
報告がてらお渡しする。

会員数19名
（内女性1名）

会長　佐野　　治
幹事　中真　　靖
会計　佐久本俊朗

 那覇北ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン　いつも笑顔でGIVE＆GIVE
テーマ　継続は力なり

重　点　目　標
１．全員参加型のＡＣＴの実践
２．ゲスト参加による例会の活性化
３．収益事業の実践
４．会員増強

会員数29名
（内女性1名）

会長　武田　充夫
幹事　仲松　俊治
会計　与儀　哲治

 那覇守礼ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
青少年健全育成

重　点　目　標
アクティビティを計画し、目標を共有する

会員数21名
（内女性１名）

会長　城間　盛徳
幹事　野中　　哲
会計　迫　　幸治

 那覇南ライオンズクラブ
クラブスローガンもしくは会長テーマ
平和で安全な暮らし〜戦後70年 本土復帰43年 節目の年に今いちど考
えよう 平和の尊さを〜

重　点　目　標
地域に根ざし地域とつながるACTを、これまでもこれからも実施します。
・青少年健全育成活動①小禄地区少年サッカー大会の主催②ヒップホッ

プダンス大会の支援
・地域貢献活動として「小禄地区市民大運動会」の協賛
・地域緑化活動として「国道58号線沿い法面にユリの球根植付」草取り清掃

会員数13名
（内女性5名）

会長　名幸　諄子
幹事　長嶺　光夫
会計　赤嶺　勝正

３
Ｚ

［337-D 地区／ R 別期首（2015 年 6 月末）会員数］ （金銭 ACT） （労力 ACT） （LCIF 献金）

■鹿児島 R 56C
内.女性267名 1,123件 （円） 923件 （人時） MJF/50件他

1,824名 49,885,506 29,938.2 ＄85,240

■沖　縄 R 22C
内.女性75名 438件 （円） 340件 （人時） MJF/14件他

597名 17,560,548 14,083.2 ＄24,516

（地区計） 78C
内.女性342名 1,561件 （円） 1,263件 （人時） MJF/64件他

2,421名 67,446,054 44,021.4 ＄109,756
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