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2011年～2012年

国際会長テーマ

「 I BELIEVE　～信じる」
国際会長　Ｌ．ウインクン・タム（香港）

地区スローガン

「温故知新」

地区ガバナーテーマ

「創意工夫」
337-Ｅ地区ガバナー　　Ｌ．玉川　孝

熊本城東ライオンズクラブ スローガン

「新しい奉仕の姿」

会長テーマ

「汗をかいて We serve」
会長　松田博彦

テーマ・スローガン
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熊本城東ライオンズクラブ

認　証　状
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熊本城東ライオンズクラブは熊本ライオンズクラブのスポンサーにより、
本年 7 月 23 日に発会することができました。
発会後順調に推移し本日チャーターナイトを迎えることができました。
スポンサークラブ、地区ガバナーＬ.玉川孝をはじめキャビネットの皆様、ご指導を頂きました

ガイディングライオンのＬ.米澤、Ｌ.小野塚、またご協力頂きました多くのライオンの方々に感謝
申し上げます。

新クラブ設立の基本構想では発起人間で申し合わせをしました。
基本的には「伝統にとらわれずに、時代に合った方法でクラブ運営をしよう」と言う事でした。

そのことからインターネット例会を取り入れましたし、会費は低額にして、運営費を極力抑え、
事業費へほとんどつぎ込み、全員が参加できるような、全員が感動を覚えるようなＡＣＴをして
行くことを目標にしました。

活動方針としては　①汗をかいて We serve　②私たちができることから始めましょう。
③参加して楽しい例会にしましょう。　④友情を深めましょう。というようなことを掲げました。
チャーターナイト記念事業として 8 月 1 日には第 1 回九州地区小・中学生ゴルフ選手権大会を

主催しました。運営のお手伝いをしながら、参加した 130 人の子供たちのキラキラした目から奉
仕の素晴らしさを体験できました。

また細やかですが、東日本大震災見舞金としてＬＣＩＦへ指定ドーネイションをするとともに、
被災地の悪臭除去の為にＥＭ菌を送付することにしました。

これからもライオンズの奉仕活動を通じて、たくさんの感動を得ることができる事業をしてい
きたいと思います。

私たちは若いパワーで頑張ります。
これからもどうぞよろしくお願いします。

We serve

ご挨拶

熊本城東ライオンズクラブ
会　長

L.松 田　博 彦



− 4 −

熊本城東ライオンズクラブ認証状伝達式が、盛大に開催されますことを心からお慶び申し上げ
ます。

社会情勢が大変厳しい中、ライオンズクラブの「 We Serve 」の精神のもと、知性を高め、友
愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守りながら、社会奉仕に精進しようと新しいライオン
ズクラブを結成された皆様の熱意と志に対し、深く敬意を表します。

また皆様の幅広い活動は、私が目指す、県民誰もが「生まれてよかった、住んでよかった、こ
れからもずっと住み続けたい」と思える熊本づくりを実現するうえで、大きな力となるもので、
大変心強く感じております。

今年は、３月 11 日に東日本大震災が発生し、多くの尊い人命と財産が一瞬にして失われました。
東北の方々が深い悲しみや苦しみに必死に耐えながら生活しておられる中、元気と勇気を与えた
のは、全国から寄せられたさまざまなボランティアの取組みでした。これを契機に、また改めて
ボランティアの必要性や重要性が注目されることと思います。

長年、奉仕の実践に励まれてきたライオンズクラブの実績と伝統を踏まえ、熊本城東ライオン
ズクラブが若いライオンズの情熱と行動力により、地域のリーダーとして活躍されますことを大
いに期待しています。

今年 10 月には、熊本で「ねんりんピック 2011 熊本」が開催され、全国から多くの方々が来熊
されます。千人を超えるボランティアと共に「おもてなしの心」でお迎えし、熊本の魅力を十分
に堪能していただくと共に、高齢者が長寿を楽しめる「長寿安心くまもと」を全国にアピールで
きればと思っています。

これからも県民誰もが幸せを実感できる「くまもとの夢」の実現に向け、県民総参加で取り組
んでまいりたいと思いますので、皆様方の御理解と御協力をお願いします。

最後に、熊本城東ライオンズクラブの今後益々の御発展と会員の皆様方の御健勝と御活躍をお
祈り申し上げます。

祝　辞

熊本県知事

蒲 島　郁 夫
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熊本城東ライオンズクラブが、このたび、認証状伝達を受けられますことを心からお慶び申し

上げますとともに、会員の皆様方のたゆまぬ献身的な活動とご功績に対しまして、深く敬意を表

する次第でございます。

ご承知のとおり、今日わが国は少子高齢化や人口の減少、長期的な景気低迷など急激な社会変

化の時期を迎えております。さらに、今年 3 月には東日本大震災によって未曾有の被害を受け、

まさに今、日本がこの困難をいかに克服し、人と人との絆を築き、新たに力強く成長していくか、

その姿を世界中が注目しているところであります。

このような中、熊本城東ライオンズクラブが本年 7 月に結成され、“We　Serve”の精神の元に、

清掃活動をはじめ、献眼・献腎・献血推進活動、青少年の薬物乱用防止活動、盲導犬育成プロジェ

クトなど、常に地域社会のより良い未来を築くための奉仕活動に取り組んでおられますことは誠

に心強い限りであります。

本市におきましては、本年 3 月の九州新幹線全線開業、さらには来年４月の政令指定都市への

移行など、将来を左右する大変重要な時期を迎えております。市政に対する積極的な市民参画の

もと、地域の特性を活かした自主自立によるまちづくりを推進することにより、「日本一暮らしや

すい政令市くまもと」の実現を目指してまいりますので、皆様方には今後とも、市政全般に対し

まして更なるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりましたが、熊本城東ライオンズクラブが更なるご発展を遂げられるよう期待申し上

げますとともに、会員の皆様方のますますのご健勝を祈念し、お祝いの言葉といたします。

祝　辞

熊本市長

幸 山　政 史
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ここに公式のライオンズクラブ認証状をお贈りし、貴クラブ会員を協会の国際家族としてお迎

えできますことを、大変嬉しく思います。現在 206 を超える国々および領域に 45,000 以上のラ

イオンズクラブがあり、135 万人以上の会員が世界各地の地域社会で「われわれは奉仕する」のモッ

トーの下に、多くの奉仕活動に取り組んでいます。

地域の、そして世界各地の恵まれぬ人々に信じる心を届けるため、時間と労力を捧げてくださ

る皆さんのご成功を心からお祈りいたします。

このように奉仕に献身していくことにより、ボランティア活動というこの素晴らしいビジョン

を他の人々と分かち合えるような新会員を勧誘することの大切さもご理解いただけると思います。

重ねてお祝いを申し上げると共に、貴クラブをライオンズ国際協会に歓迎申し上げます。

地域に惜しみなく与えること、そして 90 年以上もの間協会の礎石となっている奉仕の歴史の推

進に大切な役割を果たすことを通して、貴クラブの皆さんは「変わることは可能だ」という信念

を示してくださるものと確信しております。

祝　辞

ライオンズクラブ国際協会
国際会長

L.ウインクン・タム
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初秋の候、熊本城東ライオンズクラブが日本で今年度最初、３３７複合地区で５００番目と言
う縁起良きクラブとして結成されこの良き日にチャーターナイトを迎えられる事を心よりお喜び
申し上げます。

城東ライオンズクラブの結成に際しスポンサークラブである熊本ライオンズクラブのご尽力に
衷心より御礼と敬意申し上げます。

熊本城東ライオンズクラブのメンバーを拝見させて頂きますとＥ地区の平均年齢より 10 歳以上
若く将来のご活躍に期待がもてる方が多くいらっしゃいます。

日本レベルやＥ地区でメンバーの年齢構成が逆ピラミッド型になりつつあります。老・壮・青
のバランスを保つことで組織は活力が生まれるものと思います。そうでなければ先輩たちが作ら
れたライオンズの良き伝統を後世に引き継げなくなります。今年度地区スローガンは「温故知新」
であります。現在のライオンズの礎を作ってこられた諸先輩の良きところを積極的に学びそれを
生かして次世代に引き継がなければなりません。ライオンズクラブは社会奉仕をすることがモッ
トーでありますがそれを裏返せば各ライオンが自己の人間力を高める事でもあると思います。ア
クティビティーをＰＲすることも大事ですが個々のメンバーの力でライオンズクラブの市民権を
向上させていくことも必要であると思います。熊本城東ライオンズクラブのメンバーが新たに加
わった事でより力強いものになると確信しております。

シカゴでライオンズクラブが結成されてあと 6 年で 100 年を迎えますが当時と社会環境も大き
く変化をしています。多様な価値観の中で熊本城東ライオンズクラブがスポンサークラブである
熊本ライオンズクラブで培われたライオンズスピリッツを継承しつつ斬新なクラブスタイルを創
造される事を心より期待しております。

改めまして熊本城東ライオンズクラブの今後のご発展と、ご参列された皆様方のご健勝とご活
躍を祈念しお祝いの言葉とさせていただきます。

I  BERIEVE

祝　辞

ライオンズクラブ国際協会 337-E 地区
ガバナー

L. 玉川　孝
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熊本城東ライオンズクラブにおかれましては、７月 23 日に結成式を行われ、このたび国際協会か
ら無事に認証状伝達を受けられる事になりましたが、心からお慶びを申し上げます。

貴クラブは、熊本ライオンズクラブをスポンサーとして結成されました。熊本ライオンズクラブか
ら移籍された数人のキィメンバー以外は 30 才代から 40 才代の若い会員が多数を占め、大いに将来
性を期待されている若いクラブの誕生でもございます。

ライオンズクラブ国際協会も 1917 年アメリカで設立されて 94 年、日本へ導入されて 60 年が経
過しました。この間世界の社会的、経済的情勢は大きく変遷して、奉仕活動やボランティアに対する
考え方、価値観、取り組み方も当然ながら変遷して参りました。

特に今年かってない「東日本大震災」を経験した日本においても、様々の形でボランティア活動が
開始されました。政府、行政の取り組みのなかでライオンズクラブもLCIFによる国際支援活動を行い、
地域のライオンズクラブも様々の奉仕活動を行って大きな成果を上げております。その活動成果をみ
ると、「阪神大震災」で経験した支援活動が色々と参考になっていることは間違いありません。

私達ライオンズの「ウィ・サーブ」の理念は、人々が豊かな経済生活を営むことは勿論重要ですが、
すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持する事に寄与する所にあります。その
究極の目的は「人類愛」と「世界平和」に有ると言ってもいいでしょう。

今年７月に就任された香港のウイックン・タム国際会長はそのテーマに「 I  BELEAVE（信頼）」
を掲げておられます。全世界各地域に 100 万本の植樹を行い、その活動を通じて会員お互いが信頼
しあい、奉仕の輪を広げて行こうと呼びかけておられます。

私達ライオンズクラブが団結して、率先垂範しライオニズムを普及して行くなら一人一人の力は小
さくても、やがて大きな力となり、日本も必ずもっといい国になって行くと思います。

熊本城東ライオンズクラブの皆様は結成されたばかりで、クラブ運営などで戸惑われることも多い
と思いますが、スポンサークラブや先輩クラブのご指導を受けながら、一歩一歩前進して、発展され
ますようお祈りしまして、祝辞と致します。

祝　辞

ライオンズクラブ国際協会
元国際理事

吉田　憲史
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熊本県知事

蒲　島　郁　夫　様

熊本市長

幸　山　政　史　様

演劇家　九州演劇協会会長

玄　海　竜　二　様

来賓ご芳名
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337-E 地区役員ご来賓
地区ガバナー Ｌ玉川　 孝 熊本マグナＬＣ
元国際理事 Ｌ吉田　 憲史 熊本ＬＣ
第一副地区ガバナー Ｌ髙木　 保昌 宇土ＬＣ
第二副地区ガバナー Ｌ村中 征次郎 玉名ＬＣ
地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ伊藤　 智章 荒尾ＬＣ
地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ住本　 親人 宇土ＬＣ
地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ二階堂 輝男 玉名ＬＣ
地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ野村　 民夫 熊本第一ＬＣ
キャビネット幹事 Ｌ山本　 浩 熊本ディアマンテＬＣ
キャビネット会計 Ｌ服部　 広一 熊本マグナＬＣ
複合地区第 51 回 OSEAL フォーラム委員長・
会場設営・展示副委員長 Ｌ野中　 輝雄 熊本マグナＬＣ
複合地区長期計画・指導力情報 PR・IT 副委員長 Ｌ宮川 健一郎 菊池ＬＣ
複合地区年次大会副委員長 Ｌ桑﨑　 陽彦 熊本黄壁城ＬＣ
  1Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ亀井　 伸生 熊本龍峰ＬＣ
  2Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ村中 尊裕亀 熊本第一ＬＣ
  3Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ浦辺　 朝章 長洲　有明ＬＣ
  4Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ髙田 秀次郎 山鹿ＬＣ
  5Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ釣井　 賢 阿蘇一の宮ＬＣ
  6Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ村上　 家督 熊本中央ＬＣ
  7Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ佐藤　 武史 免田ＬＣ
  8Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ松永　 真一 肥後小川ＬＣ
  9Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ光延　 隆三 天草本渡ＬＣ
10Z．ゾーン・チェアパーソン Ｌ本山　 公政 中央ＬＣ
地区会員・EXT 委員長 Ｌ千場　 正昭 熊本火の国ＬＣ
地区 PR・ACT・IT 情報委員長 Ｌ福山　 隆 熊本マグナＬＣ
地区 YCE 委員長 Ｌ松永　 正憲 砥用ＬＣ
地区献眼・献腎・献血推進委員長 Ｌ大坪　 太 玉名ＬＣ
地区環境保全委員長 Ｌ中崎　 征一 荒尾ＬＣ
地区年次大会委員長 Ｌ吉冨　 公二 熊本マグナＬＣ
地区年次大会実行委員長 Ｌ小林　 綠郎 八代球磨川ＬＣ
地区会計監査委員 Ｌ三輪　 浩章 熊本火の国ＬＣ
地区会計監査委員 Ｌ清家　 美穂 熊本城北ＬＣ
地区会員・EXT 委員 Ｌ岩下　 司 八代ＬＣ
地区 PR・ACT・IT 情報委員 Ｌ深水　 光朗 宇土ＬＣ
地区 YCE 委員 Ｌ井芹　 貴子 熊本キャッスルＬＣ
地区献眼・献腎・献血推進委員 Ｌ冨永　 雄二 人吉ＬＣ
地区レオ・ライオネス・ライオンズクエスト・青少年育成委員 Ｌ河﨑 由紀夫 熊本リバティＬＣ
地区青年アカデミー委員 Ｌ西村 潤次郎 熊本みさとＬＣ
地区環境保全委員 Ｌ奥村 龍之助 阿蘇ＬＣ
キャビネット委員 Ｌ柏田　 閑子 熊本マグナＬＣ
キャビネット委員 Ｌ木下　 時夫 熊本マグナＬＣ



− 11 −

ライオンズ関係ご来賓
5 Ｚ・Ｚ幹事 Ｌ井　　 春喜 阿蘇一宮ＬＣ

7 Ｚ・Ｚ幹事 Ｌ中神　 宏 免田ＬＣ

熊本県ＹＣＥ協力会理事長 Ｌ沖田　 芳惇 御船ＬＣ

熊本県ＹＣＥ協力会専務理事 Ｌ辻　　 重男 熊本菊南ＬＣ

スポンサークラブ会長 Ｌ福田　 春二 熊本ＬＣ

ガイディングライオン Ｌ米澤　 義一 熊本ＬＣ

ガイディングライオン Ｌ小野塚 博 熊本ＬＣ
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熊本城東ライオンズクラブ　概要

熊本城東ライオンズクラブ　沿革

項　　目 内　　容
名 　 称 熊本城東ライオンズクラブ
初　 代　 会　 長 松田　博彦
結 　 成 　 日 2011年7月23日
チャーターナイト 2011年9月29日

結　 成　 順　 位

熊本城東クラブ　7/23結成日
全日本　 3740番目
ＭＤ337　500番目
地区内　　　69番目
2011-2012年度国内最初の新クラブ結成となりました。

スポンサークラブ 熊本ライオンズクラブ
所　 属　 地　 区 337-Ｅ地区6Ｚ
会 　 員 　 数 27名

例 　 会 　 日 第2水曜日（インターネット例会）　
第4水曜日（19：00～20：00）

例 　 会 　 場 熊本ホテルキャッスル（第4水曜日）
入 　 会 　 金 10,000円
年 　 会 　 費 80,000円

事 　 務 　 局
〒862-0903　熊本市若葉1丁目3-19
ドゥ・ヨネザワ企業グループ内
TEL096-331-4010　FAX096-331-0003

2011年3月18日　新クラブ結成準備会開催

2011年4月27日　設立趣旨の検討

2011年5月19日　クラブ要綱・名称の決定

2011年6月22日　クラブ役職の決定

2011年7月13日　熊本ライオンズクラブ訪問（例会の勉強）

2011年7月22日　結成前全体会議

2011年7月23日　結成式・第1回例会

2011年8月　1日　ACT実施（第1回九州地区小、中学生ゴルフ選手権大会開催）

2011年8月10日　インターネット例会（第2回例会）

2011年9月29日　チャーターナイト（第5回例会）
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記念事業紹介

8月1日（月）くまもと阿蘇カントリークラブにて

第1回九州地区小・中学生ゴルフ選手権大会を開催しました。 

1　第1回九州地区小・中学生ゴルフ選手権大会主催

2　カンボジア青少年への教育援助
3　障害者スポーツの応援
4　ＬＣＩＦ指定献金（東日本大震災支援指定）
5　東日本大震災被害地へのＥＭ菌贈呈
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氏名・生年月日 会社名・役職 業　　種 郵便番号・会社住所 会社 TEL 会社 FAX

柳迫　秀康
1954-4-4 生

㈱健康家族
取締役専務 通信販売業 〒 862-0950

熊本市水前寺 2-2-1 096-385-6226 096-386-1776

延　　廣政
1953-5-18 生

㈱ケアサロン九州
代表取締役 美容健康サービス業 〒 861-8038

熊本市長嶺東 5-10-55 096-388-0222 096-388-0224

平井　和也
1953-2-27 生

㈱阿部イズミック
常務取締役 総合商社 〒 860-0856

熊本市流通団地 2-14 096-379-7618 096-377-1171

寺本　光明
1963-12-24 生

㈱寺本酒販
代表取締役 酒類食品類卸業 〒 860-0862

熊本市黒髪 7-168 096-339-5511 096-339-5512

高野　存之
1947-6-5 生

㈲インテリアアート
代表取締役社長

インテリア設計
デザイン施工業

〒 860-0078
熊本市京町２丁目 5-7 096-356-4834 096-325-1119

松田　博彦
1947-6-26 生

㈱松田不動産
代表取締役 不動産業 〒 860-0812

熊本市南熊本 3-11-2 096-362-3392 096-372-5781

添島　弘文
1956-2-22 生

㈱ソニック
代表取締役 保険業 〒 862-0971

熊本市大江 6-28-6 096-366-3116 096-366-3115 

三井　絵理
1980-3-27 生

㈱ M ＆ E
〈ステーキ＆BARゑびす〉
代表取締役社長

飲食業・
ステーキサロン

〒 860-0806
熊本市花畑町 12-1
CITY8 ビル 1 番 1 号

096-312-0929 096-312-0930

江藤　卓哉
1961-1-25 生

㈲グラン　取締役
クラブ・ラトゥツール　代表 飲食業・クラブ 〒 860-0004

熊本市新町 3-10-22-801 096-327-9305 096-327-9305

木村　一生
1976-4-23 生

㈱前田産業
営業課長 総合解体業 〒 861-8083

熊本市島町 5 丁目 7-3 096-358-6600 096-358-0754

富永　忠司
1976-7-7 生

㈲ポーライト電気
課長 電気工事設計施工 〒 861-8083

熊本市御領６丁目 4-35 096-380-7559 096-380-2367

中野　稔久
1976-10-23 生

㈱九州クリーンエイド
課長 業務用洗剤卸 〒 861-8035

熊本市御領 5 丁目 12-7 096-380-1266 096-389-0715

吉田　秀憲
1969-2-22 生

㈱九州フードサプライセンター
代表取締役専務 給食請負業 〒 861-5535

熊本市貢町 780 番地 10 096-215-9901 096-215-9924

三村　浩一
1956-3-24 生

熊本柑橘株式会社
代表取締役 柑橘・農産物卸業 〒 860-0058

熊本市田崎町 484 096-323-2955 096-354-6247

碓井　浩康
1967-3-9 生

税理士法人碓井会計
副社長 税理士 〒 862-0949

熊本市国府４丁目 3-15 096-371-1131 096-371-7290

村上　純也
1980-6-30 生

村上司法書士事務所
所長 司法書士 〒 861-8028

熊本市新南部３丁目 4-32 096-385-2126 096-385-2171

吉田しのぶ
1957-9-10 生

㈱コズモワールド
エンカレッジ　講師 教育 〒 861-5287

熊本市小島 9-1-12 096-329-7810

豊田　　泉
1977-10-3 生

城山幼稚園
副園長 幼児教育 〒 860-0067

熊本市上代 8 丁目 11-3 096-329-4680 096-329-5777

河田　啓吾
1957-11-17 生

㈱河田印刷
代表取締役社長 印刷業 〒 861-4101

熊本市近見 8-5-105 096-353-1049 096-353-1044

三嶋　一秀
1954-6-17 生

㈱総合プラント
代表取締役社長 輸送機器製造業 〒 862-0954

熊本市神水 1 丁目 38-10 096-385-9888 096-385-6453

高野　　太
1978-7-9 生

㈱アイエステイー
常務取締役 建設業 〒 862-0913

熊本市尾ノ上 2 丁目 17-10 096-381-2924 096-385-2577

秋吉　竜也
1981-10-27 生

㈲大成物流
取締役業務部長 物流 〒 861-4101

熊本市近見 8 丁目 7-40 096-223-5147 096-223-5148

安楽　純一
1948-10-6 生

㈱ホテルキャッスル
常任監査役 ホテル 〒 860-8565

熊本市城東町 4-2 096-326-3311 096-326-1017

内田司穂子
1957-10-6 生

株式会社　エル・シー・フード
専務取締役 居酒屋チェーン 〒 862-0917

熊本市榎町 22-1 096-369-5883 096-283-0117

金澤　吉剛
1979-7-4 生

㈱金澤電気設備
取締役 電気設備業 〒 861-5283

熊本市松尾町上松尾 242-2 096-329-5121 096-329-5220

吉開三江子
1966-11-25 生

㈲オリーブドラブ 子供服婦人服小売 〒 860-0815
熊本市上通町 5-48 096-354-1617 096-356-3630

栗尾　和浩
1968-2-16 生

セイワ株式会社
経営統括本部長 旅行業 〒 860-0845

熊本市上通町7番32号蚕糸会館1階 096-327-2133 096-327-2136

熊本城東ライオンズクラブ  会員名簿



ライオンと呼ばるる人

☆事業を成功に導き、善良な生活を楽しみ

　常に微
ほほえみ

笑をたたえ、人類を愛し

　知識人の尊敬を集め

　幼
おさなご

児たちに親しまれる人

☆その地位にふさわしく

　かつ精力的な仕事ぶりにより

　一輪の花と心うつ詩と

　そして、うるわしさを秘めた魂とによって

　よりよき社会をもたらす人

☆人生の中に美の輝きを感じ

　その賛美の言葉を忘れず

　友の美点をつねに見守り

　自らの良きところをまた友に贈る

　その人生こそ偉大なる感激そのもの

彼こそライオンと呼ばれる人



2011年11月29日

ライオンズクラブ国際協会337-E地区6Z

熊本城東ライオンズクラブ

認証状伝達式記念誌
Kumamoto Joto Lions ClubKumamoto Joto Lions Club
CHARTER NIGHT

【事務局】
〒862-0903　熊本市若葉1-3-19
㈱ドゥ・ヨネザワ企業グループ本部内

TEL：096-331-4010
FAX：096-331-0003

熊本城東ライオンズクラブ

発行　2011年11月29日


