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第 56代会長　L古谷陽一会長の五役並びに各委員長のご紹介になります。
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「敬愛と融和」

「次の扉を拓こう」
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2021-2022 会長挨拶

2021-2022 会長 L.2.7 古谷 陽一

今年度より熊本第一ライオンズクラブ 第 56 代会長を
拝命しました古谷陽一です。。

就任のご挨拶

今年度より熊本第一ライオンズクラブ 第 56 代会長を拝命しました古谷陽一です。
まずは、いまだ世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスの被害に遭われた方々に、心よりお見舞
い申し上げます。
また、このような状況の中、前会長Ｌ. 横田をはじめ執行部の皆様が 一年間ご尽力され、勤め上げられた事
に敬意を表します。

私は 13年前の 2008 年 1月にＬ. 岩間のスポンサーにて入会させていただきました。
当時を振り返りますとライオンズ活動には消極的でした。
しかし、学生時代の友人であるＬ. 松本国隆や、同期入会のライオンの方々とお会いするのが楽しみで徐々
に例会や奉仕活動に参加するようになりました。
今では私生活の中で、多くの部分を占めるようになり、会員の皆様との親睦が私にとっての大切な時間と
なっております。
ですが、おととしより始まった新型コロナウイルスにより、経済はもとよりライオンズ活動もままならぬ
状況です。
最近ではワクチン接種も徐々に進み、熊本での新規感染者数は今のところ減少しております。
そこで、今期の会長テーマ、クラブスローガン、重点目標を、このように掲げさせていただきました。

◎クラブスローガン「敬愛と融和」 

例会や奉仕活動を通じて、互いに尊敬しあい、うちとけて更に親しくなること。
という意味を込めました。

◎会次の扉を拓 こう！ 

5 年前の 2016 年 4月 14 日に発生した熊本地震で被害をうけた阿蘇大橋も、今年 3月 7日には新阿蘇大橋
として開通し、復旧工事を終えた熊本城天守閣も 6月 28 日に一般公開も始まりました。

徐々に新しい熊本になっております。
全国的にはいまだ終息が見えない新型コロナウイルスですが

従来通りの活動再開をアフターコロナの時代と共に、前向きに開拓したいとの願いを込めております。

◎クラブ重点目標「今出来ることを一生懸命に」 

またいつ例会や奉仕活動が、中止せざるおえない事態になるかもしれません。
先がまだ見えにくい状況ですので、このような目標を掲げさせていただきました。

今期のスローガン
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2021-2022 副会長挨拶

第一副会長　L. 平野 義人

恐縮ながら今期第一副会長を務めさせていただきます。
まだまだ若輩ではありますが、56 代古谷陽一会長の代理として、また激務の
会長を少しでも補佐できるよう、九州第一 LC 友好会をはじめとした他クラブ
との交流、クラブ自体の奉仕活動が円滑に進めていけるように尽力して参りた
いと思います。
どうか皆さまの温かいご指導とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

第二副会長　L. 佐藤 敬

今期、古谷会長の下、皆様より任命を受けクラブの第二副会長となりました、
佐藤　敬です。
熊本第一ライオンズクラブに入会して１３年が経ちました。
まだまだライオンズクラブの事など勉強不足で知識に欠けるところはあります
が、本年度は古谷会長を精一杯サポート させて頂くと同時に古谷会長及び先
輩ライオンの皆様からたくさんの事を学び来るべく 会長年度に向けて準備し
て行く所存でございます。 併せて本年度は保健副委員長の役も拝命させて頂い
ております、古閑保健委員長をしっかりサポートしライオンズ精神の柱となる
三献運動の啓蒙活動を執り行って参りたいと思う所存であります。
保健委員会の活動は献血活動はじめ大変重要なものとなるのではないかと思わ
れます。会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
 行き届かぬ部分も多々あるとは存じます。
皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
どうぞ宜しくお願い致します。」
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役職者紹介

L.T.　L. 中山 義之

今期ライオンテーマ (L T) を務めます中山です。
今期の会長テーマ『次の扉を拓こう！』私も次の扉を開けるよう頑張ります。
終息が見えない新型コロナの現状を受け止め新しい時代と日常を打破し、楽し
い年度になるよう努力いたします。
何かと足らぬ事があるかもしれませんが、心を込めて頑張って参りますのでご
指導・ご鞭撻の程 宜しくお願い申し上げます。

T.T.　L. 丹井田 恒

今期、テイルツイスターに拝命されました丹伊田恒（ニイダコウ）です。
現環境のなか例会を盛り上げ、会員間の親睦を図るため考えて行動します。
また執行部の一員としてＬ. 古谷会長の足を引っ張らぬよう無理のない範囲で
頑張らせていだきます。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

幹事　L. 柚井 正治

幹事　L. 柚井 正浩
この度、古谷会長のもと幹事に就任致しました柚井正浩です。まだまだ経験も
少ない中、幹事という大役を頂き、大変恐縮ではございますが精一杯、一年間
がんばっていきたいと思います。 コロナの影響により、熊本第一 Lions の活動
も約２年にわたり自粛、制限されています。仕方がないとは思いつつも、この
ままでいいのだろうかと感じているメンバーも多いのではないかと思っていま

会計　L. 藤野 香織

今年度、会計の大役を古谷陽一会長より拝命いたしました 藤野香織です。 　
伝統と格式ある熊本第一ライオンズクラブの姿は 入会して７年半、私の人生
の中で貴重な経験となっております。 
また、今期 三役として活動させていただけることを 大変 光栄に感じますとと
もに見の引き締まる思いでございます。 　
今期の会長テーマ『次の扉を拓こう！』に私も賛同し 終息が見えない新型コ
ロナウイルスや繰り返される天災… この現状を受け止め新しい時代と日常を
ポジティブに開拓していければと感じております。 　また、皆様からお預かり
している会費を正確に管理し財務委員長としての責務も果たして行ければと
思っております。 　誠に微力ではありますが心を込めて努力して参りますので
ご指導・ご鞭撻の程 宜しくお願い申し上げます。



KUMAMOTO DAI-ICHI LIONS CLUB NEWS 2021.07 4

2021-2022　委員長挨拶

GST奉仕委員長　L. 村中尊裕亀

今期古谷会長よりＧＳＴ委員長を拝命を受け身の引き締まる思いでございま
す。
一年間古谷会長を盛り上げて行きたいと思います。
今期も献血で賞が取れる様にしたいと思いますので古閑委員長よろしくお願い
します。
レクレーションの中学生バレーボール大会も２年無かったので今期はコロナに
負けないように素晴らしい大会にしたいと思いますので会員の皆様の御尽力を
賜りますようよろしくお願いしましてＧＳＴ委員長の挨拶とさせて頂きます。

GMT会員委員会　L. 古閑　伊知郎

第 56 代 古谷陽一会長より、GMT 委員長 (global membership team) を拝命
いたしました。
コロナ禍の中の 2021-2022 の執行部が発足し、長引く災難 ( コロナ禍 ) で、
会の運営に支障が出ないよう GMT 委員長としての職責を理解し、会員増強、
会員維持また新入会員の確保とフォローまでしっかり頑張りたいと思います。 
経営者の会員 ( 特に飲食店 ) の方におかれましては、経営維持に困惑される状
況下にありますが、クラブ会員一丸となり「ライオン」としての誇りを持ち、
奉仕活動を一人も漏れる事なく続けていく事か出来ればと思います。

副委員長：横田　祥一
委員：各委員会委員長、井上貴加志、鬼塚 雅洋 、高慶 宏幸、Ｌ 松本 克己、Ｌ 松本 守、Ｌ 村中 尊裕亀、
Ｌ 山部 英則　

レクリエーション・環境保全委員会　L. 高慶 宏幸

皆様におかれましては益々のご健勝の事とお喜び申し上げます。
この度、古谷会長よりレクリエーション・環境保全委員長という大役を任され
身の引き締まる思いでいます。
元々スポーツ・清掃などが好きで、与えられた運命に逆らわないよう目の前の
ことをコツコツと…
そして古谷会長、柚井幹事と共に感染症に負けず沢山の思い出が創れるように
と思っています。
熊本第一ライオンズクラブに入会して 4 年目、改めて奉仕の心で熊本県民と自
分にとって成長の年になるように心がけて活動します。
　　

副委員長：鬼塚 雅洋、大木 貴博
委員：Ｌ 池田 一好、Ｌ 伊藤 明彦、Ｌ 兜﨑 朗、山部 英則、Ｌ 河津 典和、Ｌ 康 英一、Ｌ 花木 弘、Ｌ 濵﨑 
栄一、 Ｌ 百岳 正人、 Ｌ 横瀬 修一
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2021-2022　委員長挨拶

保健委員会　委員長　L. 古閑 伊知郎

今期古谷会長より、保健委員長を拝命しました古閑です。
初めての保健委員長ということで責任を感じています。
日本ライオンズ独自のアクトである献血運動を中心とした活動になりますが、
保健委員の皆様、会員の皆様のご協力なくしては出来ない活動です。初めての
役で行き届かな所も多々あるかと思いますが、会員の皆様のご協力の程、何卒
よろしくお願い致します。

副委員長：L佐藤 敬
委員：Ｌ 伊瀬知 美里、Ｌ 大木 貴博、Ｌ 康 英一、Ｌ 中井 絵美、Ｌ 中田 誠一、Ｌ 野中 建光、Ｌ 花木 弘、
Ｌ 濵﨑　栄一、Ｌ 百岳 正人、Ｌ 山下 昌洋

レオ育成・YCE・ライオンズクエスト委員会 委員長　L. 松本 克己

今期　レオ育成・YCE・ライオンズクエスト委員長を拝命致しました松本克己
です。
会長 L 古谷よりレオクラブへの想いを拝聴し、伝統ある熊本第一ライオンズレ
オクラブ運営の力添えになれたらと思つておりますが、その職責、責任の重大
さに身が引き締まる思いです。
又、レオ活動の経験、また、YCE・ライオンズクエスト委員会の知識も不足て
おりますが強力メンバーの副委員長の L 三嶋、L 兜崎、L 花木とも相談しなが
ら各委員長共連携し会長 L 古谷の指示と許可の下、クラブ会員皆様のご理解ご
協力を頂きながら一年間レオ育成・YCE・ライオンズクエストへの応援宜しく
お願い致します。

副委員長：L三嶋 悦子
委員：各委員会委員長、Ｌ 兜﨑 朗、Ｌ 花木 弘

FWT委員会　委員長　Ｌ 伊瀬知 美里

今期ＦＷＴ委員長を拝命しました伊瀨知です。
１９８７年台北の国際大会で女性会員の入会が認められライオンズクラブにお
きましてもその他、様々な場面で多様性が認識されています。全国ではＦＷＴ
の活動はライオンズクラブにとってなくてはならない活動となっております。
女性会員増強に努め、小児癌支援、子供の貧困問題などにリーダーシップをもっ
て取組みたいと思います。
女性ならではの思いやりある奉仕活動に取り組んで参ります。
皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

副委員長：Ｌ 岩間 浩憲
委員：Ｌ 赤木 知恵、 Ｌ 中井　絵美、Ｌ 藤村 育子
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2021-2022　委員長挨拶

会報委員会   委員長  Ｌ 鬼塚 雅洋

本年度、広報委員長を務めさせて頂きます鬼塚です。
本日は都合で出席出来ませんが、昨年度の髙慶さんを初めとする委員会の皆様
の活躍により、素晴らしい広報活動が表彰を受けられました事で、少々プレッ
シャーではありますが、このようなコロナ渦の中、出来るだけ頑張って参りた
いと思いますので、委員一同宜しくお願い致しますと共に重ねて、ご協力の程
宜しくお願い致します。

副委員長：村中 尊裕亀
委員：各委員会委員長、平野 義登、吉村 龍朗

ICT 委員会　委員長　Ｌ 松本 守

今年度 ICT委員長を仰せつかりました松本守です。
新型コロナで、日本の ITがどれほど遅れているか驚かされました。
熊本第一ライオンズクラブ内でも、ここ 2 年でホームページや ZOOM 会議な
ど、大きく変化がありました。今期もいつまた自粛要請が出るかわからない中、
なかなか外出はできない方も多いと思います。
そんな中、一人でも多くの例会参加者を増やせるよう、自分に何ができるか考
え、取り組んで参りたいと思います。
あとホームページにおいても、地区 ICT委員長の元少しでも力になれるよう勉
強していきたいと思います。

副委員長：柚井 正浩
委員：古谷 陽一、松本 国隆、高慶 宏幸

財務委員会 委員長　L. 藤野香織

今年度、会計の大役を古谷陽一会長より拝命いたしました 藤野香織です。
　伝統と格式ある熊本第一ライオンズクラブの姿は 入会して７年半、私の人
生の中で貴重な経験となっております。
また、今期 三役として活動させていただけることを 大変 光栄に感じますとと
もに見の引き締まる思いでございます。
　今期の会長テーマ『次の扉を拓こう！』に私も賛同し
終息が見えない新型コロナウイルスや繰り返される天災…
この現状を受け止め新しい時代と日常をポジティブに開拓していければと感じ
ております。
　また、皆様からお預かりしている会費を正確に管理し財務委員長としての責
務も果たして行ければと思っております。

副委員長：池田　一好
委員： Ｌ 伊藤 明彦、Ｌ 河津 典和、 Ｌ 中田 誠一、Ｌ 野中 建光、Ｌ 松本 克己、 Ｌ 村中 尊裕亀
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2021-2022　委員長挨拶

計画委員会 　委員長 Ｌ 井上貴加志

今年度、計画委員長を仰せつかりました。
一年間、会員の皆様のために古谷会長の元頑張ります。
定例の例会をはじめ、月見例会やクリスマス例会、家族例会など会員の皆様が
出席して良かったと思える例会を目指したいと思います。
何卒宜しくお願い致します。

副委員長：Ｌ 松本 国隆
委員：L 赤木 知恵、Ｌ 池田 一好、Ｌ 岩間 浩憲、Ｌ 兜﨑 朗、Ｌ 河津 典和、Ｌ 込山 浩憲、L 杉野　友一、
Ｌ 藤村 育子、L 松本 克己、 Ｌ 村中 尊裕亀、Ｌ 横瀬 修一

会則及び付則委員会　委員長　Ｌ 山部 英則

会則及び付則委員会委員長を拝命致しました山部　英則です。
コロナ禍での日常生活も 1 年半が過ぎようとしておりますが、まだまだ終息が
見えてこない状況です。そのような中で古谷会長もクラブ運営の舵取りに苦労
される場面も多々あるのではと思いますが、少しでも力になれる事ができれば
と思っております。
皆さま、一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

副委員長：Ｌ 吉村 龍朗
委員：Ｌ 伊藤 克範、Ｌ 岩間 浩憲、Ｌ 坂田 信治、Ｌ 野中 建光、Ｌ 野村 民夫、Ｌ 松本 国隆、Ｌ 水田 眞、

奨学会運営委員会　L. 藤村 育子

ここ数年、奨学生の委員長をさせていただき、今年は初めて、自分が面接した
学生が卒業し、子供達の成長を実感することができました。
この委員会が単に奨学金を渡すアクトではなく、我々社会人ライオンの中に入
ることで成長を促し、また私達も子供達から学べる相互関係が作れる活動を心
掛けたいと思っております。
一年間よろしくお願い申し上げます。

副委員長：L兜﨑 朗、L松本 国隆
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2021-2022　委員長挨拶

マーケティングコミュニケーション委員長　 L . 松本国隆

近年問題となっています「新型コロナウィルス」の感染拡大により、例会の中
止また「理事会」や「委員会」等をネットミーティング (ZOOM) にて開催す
る機会が増え、ITをいかに利用して会の運営を続けて行くかが、今の時代大切
たと実感しています。
【マーケティング委員会】では、今年度「IT委員会」は「communication」を
加えた「ICT委員会」「会報委員会」の協力の元、クラブ経費の削減に繋がる「デ
ジタル会報誌」の更なるスケールアップ、並びに、「気軽に見れるデジタル会
報誌」作成に取り組みたいと思います。
また、「MyLion」や「MyLCI」の推奨も重ねて行い。古谷会長の元、会の運営

GLT指導力育成委員長（第一副会長）　 L . 平野義登

この度、グローバル指導力育成（Global Leadership Team）クラブ指導力育
成委員長を拝命致しました平野義登です。

まだまだコロナ禍での制限を受けながらの奉仕活動になりますが、今期クラブ
重点目標であります「今出来ることを一生懸命に」を基に、まさに今やるべき
奉仕活動を考えながら熊本第一 LCの会員皆さまがライオニズム精神をもって
地域で活躍できるようサポートしていければと思います。
1年間どうぞよろしくお願い致します。
営にお力になる事ができればと考えています。

We Serve
熊本第一ライオンズクラブ
2020-2021　会長　古谷陽一
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TEL : 096-312-6301　FAX 096-312-6501
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https://www.kumamoto-dai1lc.jp/
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