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祝辞                                           輪島市長  梶 文秋
  
 
 輪島ライオンズクラブ結成 45 周年を心からお慶び申し上げます。 

貴クラブは結成以来、45 年もの永きに亘り、奉仕の理念に基づき、住民 福祉の向上や地域社会の発展

に大きく貢献してこられました。歴代会長をはじめ関係者の皆様方の情熱とご尽力の賜物と深く敬意を表

するものであります。また、日頃から、会員の皆様には、本市行政各般に亘りご支援、ご協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

さて、本市は来年 2 月に合併 10 周年の節目を迎えます。これを契機として、より一層、先人達が育ん

できた輪島の歴史や文化を大切にしながら、市民の皆様が誇りと愛着の持てる「安心で快適な活力ある

輪島」の実現に向け傾注してまいります。皆様におかれましては、何卒、引き続き輪島市発展のために

お力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、輪島ライオンズクラブの更なる飛躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。 

 
 
 
祝辞                                   輪島市教育委員会 教育長  吉岡 邦男
  
 
 この度は、輪島中学校へ「校標」の御寄付を賜りまして誠にありがとうございます。改めて御礼を

申し上げます。 

 近年、少子高齢化の進展など社会が激しく変化する中、「家庭・学校・地域」のそれぞれの教育

力が低下し、その結果、子どもの健やかな育成に大きな影響を与えてきております。 

そこで、本市におきましては、その教育力の底上げを図るため、「学校・家庭・地域」それぞれが

教育に強く関心を持ち、相互に連携し、総ぐるみで教育の改革に当たり続けることができるよう、各

種の事業を実施しているところであります。 

 こうした中、地域の皆様で構成され、地域に多大な貢献をされている貴団体から、「教育」のため

に御支援をいただいたことは誠に喜ばしいことであります。 

改めて申し上げますが、子どもへの教育には、「家庭・学校・地域」が連携し、地域社会全体で

教育改革に取り組んでいく必要があります。 

その環境づくりに当たって中心的な役割を担う教育委員会といたしましては、市長や副市長と

連携しながら、各種教育活動を展開してまいりたいと存じますので、本日出席の皆様も含め、今後

とも御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

                                                    

 

 

 

 



 
ごあいさつ               輪島ライオンズクラブ会長 Ｌ．新甫 実 
   
 能登半島輪島に春を呼ぶ曳山祭りも無事おわり、桜の声が聞こえるようになりました。 

 本日、輪島ライオンズクラブＣＮ45 周年記念式典を開催するにあたりお忙しいなか駆けつけてください

ました輪島市長・梶文秋様、 輪島商工会議所会頭・里谷光弘様 また、334-D 地区ガバナーＬ．藏大介

をはじめ、ライオンズ各位のご臨席を賜りまして心より御礼を申し上げます。 

皆様、我が輪島ライオンズクラブは、金沢東ライオンズクラブのスポンサードにより 1969 年に結成され、

チャーターメンバーの弛まないご努力と、皆様方のご支援・ご指導により、ここに 45 周年という輝かしい節目

を迎えることができました。 

さらに、北陸新幹線開業、ＮＨＫ連続テレビ小説「まれ」放送、能越道氷見七尾線開通、キリコ会館完成等々

を記念する年にライオンズクラブ会長という輝かしい職を務めさせていただきますことを、本当に光栄に思い

ます。 

 故に、これからも”ウィ・サーブ”の精神を忘れることなく、また先輩諸兄によって築かれた奉仕団体としての

素晴らしい業績を汚すことの無いよう、メンバー一丸となって地域発展の為に努力してゆきたいと思います。 

 つきましては、我が輪島ライオンズクラブに対し今まで以上の皆様のご支援・ご鞭撻をお願い申し上げます。 

また、最後になりましたが、本年度ＣＮ45 周年記念事業にご尽力をいただきました輪島ライオンズクラブメン

バーに感謝を申し上げ、挨拶の言葉に代えさせていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



輪輪島島ラライイオオンンズズククララブブ    CCNN4455 周周年年記記念念式式典典 

 

ごご来来賓賓者者ごご芳芳名名    2015 年 4 月 11 日(土) ホテル高州園 15：00～ 

 

 

 

●ご来賓● 

 輪島市 市長      梶  文秋 様 

 輪島商工会議所 会頭     里谷 光弘 様 

 輪島市教育委員会 教育長    吉岡 邦男 様 

 輪島市立輪島中学校 校長    小川  正 様 

 (一財)石川ライオンズ奉仕財団 理事長   荒尾 勝彦 様 

 輪島ロータリークラブ 会長    大西 哲雄 様 

 (一社)輪島青年会議所 理事長    上田 剛志 様 

 

●ライオンズ関係ご来賓● 

 ライオンズクラブ国際協会３３４－Ｄ 

  地区ガバナー        L.藏  大介 

  地区名誉顧問        L.荒木 龍平    ３Ｒ３Ｚｿﾞｰﾝ・ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ    L.米里 秀一 

 金沢東ライオンズクラブ会長  L.越田 正人 

 羽咋ライオンズクラブ 会長  L.湯上 正芳  七尾ライオンズクラブ  会長 L.釜土 達雄 

 穴水ライオンズクラブ 会長  L.吉村扶佐司  中能登ライオンズクラブ 会長 L.笹川修三郎 

 能登ライオンズクラブ 会長  L.福池 正人  田鶴浜ライオンズクラブ 会長 L.円山 賢一 

 

●ライオンズ関係参加者● 

 
 ◎スポンサークラブ  金沢東ライオンズクラブ◎ 

     L.清水 行雄  L.多田 浩人 

     L.堀岡 昭夫  L.松本 忠允 

  ◎３Ｒ３Ｚクラブ◎ 

  羽咋ライオンズクラブ  L.井上 豊一  L.大塚 幸男  L.米谷 和義 

     L.杉本 孝司  L.中村 重幸  L.初谷 雅樹 

     L.松尾洋之助  L.宮谷 貞行  L.山下  登 

 

  七尾ライオンズクラブ  L.上村  実  L.川尻 和良  L.久保 義裕 

     L.工口 良雄  L.坂井 輝夫  L.佐原 吉博   

     L.寺岡 順治  L.橋本 秀和  L.村田 修一 

 

  穴水ライオンズクラブ  L.川端 攻進  L.高尾 良雄  L.高野 憲治 

     L.高木 作之  L.日吉 一如  L.宮下源一郎 

     L.山崎 勇夫  L.吉田 京子  

 

  中能登ライオンズクラブ L.近江 辰春  L.加藤 正寛  L.柴田 寛治 

     L.杉本  茂  L.武原 俊彦  L.田村  満 

     L.中條 一之  L.林 登良夫  

 

  能登ライオンズクラブ  L.紙谷 靖博  L.寺西 芳光  L.森田 敏彦 

     L.四辻 寿器      

 

  田鶴浜ライオンズクラブ L.黒崎 正人  L.酒井 昭雄  L.島田  篤 

     L.杉沢 順城  L.瀬戸 三代  L.中村 康夫 

     L.畑  昭男  L.福田 教導  L.山口  進 
 



輪輪島島ラライイオオンンズズククララブブ    CCNN4455 周周年年記記念念式式典典 

 

式次第        2015 年 4 月 11 日(土) ホテル高州園 15：00～ 

         於  ホテル高州園 

         15 時～16 時 30 分    

         司会 幹事Ｌ．新谷  祐治 

         アシスタント 橋本 香夏子 

 

1． 開会宣言      第一副会長  Ｌ．北山 泰弘 

2． 開会ゴング      会   長  Ｌ．新甫  実 

3． 国旗ならびにライオンズ旗儀礼   全   員 

4． 国歌ならびにライオンズクラブの歌斉唱  全   員 

5． 物故会員追悼      全   員  橋本  香夏子 

6． ご来賓ならびに参加クラブ紹介   幹   事  Ｌ．新谷 祐治 

7． 歓迎の辞      大会委員長  Ｌ．今門 正二 

8． 式 辞       会   長  Ｌ．新甫  実 

9． 地区ガバナー 祝辞     334D 地区ガバナー Ｌ．藏  大介 

10． 記念アクティビティ発表    大会委員長  Ｌ．今門 正二 

11． 輪島市立輪島中学校へ目録贈呈   会   長  Ｌ．新甫  実 

12． 輪島市立輪島中学校より感謝状拝受   教 育 長  吉岡 邦男 様   

13． (一財)石川ライオンズ奉仕財団へ金一封贈呈 会   長  Ｌ．新甫  実 

14． (一財)石川ライオンズ奉仕財団より感謝状拝受 理 事 長  Ｌ．荒尾 勝彦                                  

15． スポンサークラブへ記念品贈呈   会   長  Ｌ．新甫  実 

16． ご来賓祝辞      市   長  梶 文秋  様 

17． 祝電披露      アシスタント  橋本  香夏子 

18． ライオンズ・ローア     名誉顧問  Ｌ．荒木 龍平      

19． 閉会宣言      実行委員長  Ｌ．川端 一也 

20． 閉会ゴング      会   長  Ｌ．新甫  実 

 

◇ホストクラブ◇ 輪島ライオンズクラブ  ４９名 
会長 L.新甫 実  幹事 L.新谷 祐治  会計 L.下原 啓子 

L.伊藤 英章 L.今門 正二  L.岩多 裕之  L.上田 朋世  L.上田 義雄  L.上野 吉夫 

L.大向  宏 L.岡山 幸一  L.角 壮一朗  L.角  秀人  L.紙井 義幸  L.川端 章義 

L.川端 一也 L.川谷内清隆  L.北島 康正   L.北野 和彦  L.北山 泰弘  L.木戸 孝仁 

L.木村 隆明 L.小森 紀史  L.五嶋 躍治  L.酒谷 伸彦  L.左古  貢  L.里谷 光弘 

L.塩山 和也 L.清水  敦  L.新出  勝  L.関川 甚三  L.髙森  孝  L.多川 哲夫 

L.多田見和也 L.辻  和宏  L.坪井 英憲  L.天野 元良  L.橋本 秀明  L.林 金次郎 

L.平本 昌人 L.伏原 正志  L.細谷 英之  L.細畑 竜幸  L.宮下 郁平  L.宮下 新市 

L.宮野 和也 L.室  泰永  L.安原 信治  L.六郎木 茂 


