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第 57 回 OSEAL フォーラム in 海南島 海口市 

 

今年の OSEAL フォーラムは中国の海南島・海口市での開催でした。 

国際大会に出発する前の 6 月 14 日ごろから案内が届きはじめました。 

その時はまだ、いつもと同じ様に「たくさんのご参加をお願いします」との案内でした。 

しかし、8 月 22 日に届いた E メール文書により日本からの参加について混乱が起きてい

る事が報告されたため、日本からの参加ができる方はガバナー以上の役職者に限定されると

の事となりました。 

そこで、同じ 337 複合地区のガバナーの皆さんと連絡を取り合い、また複合地区議長で

あり複合地区ガバナー協議会議長連絡会の世話人でもある八重山 LCの L.識名からの参加の

お願いなどもあり、337-B 地区ガバナーL.中原、337-D 地区ガバナーL.曽山と 3 名で参加

することとなりました。 

その後参加制限が解除され、コスモ観光様がツアーを組んで皆様に呼びかけてくれたおか

げで、第 2 副地区ガバナーL.柴田をはじめキャビネット会計 L.中村など 337-A 地区からは

21 名、337 複合地区で総勢 29 名もの人数での参加となりました。 

情報が二転三転したために、開催直前でのツアーの催行を決断してくださったコスモ観光

様（福岡玄海 LC L.江頭）、また参加調整にご尽力くださった複合地区の国際大会委員長

L.松川と複合地区 YCE 委員長 L.輪木と、出発直前になっての追加募集に快く応じて下さっ

たライオンの皆様に心より感謝申し上げます。 
 

●11 月 15 日 出発 

8：00 空港国際線ロビー集合の為、早めに自宅を出発。出国手続ののち、9：50 の上海

行き東方航空に搭乗、機内でスパゲッティや果物、スイーツなどの軽食をとって 1 時間半ほ

どで上海浦東空港に到着しました。 



それから、乗換の時間を利用して上海観光。リニアモーターカーで市内まで移動し、昼食・

観光ののちまたリニアモーターカーで空港に向かい、目的地の海南島・海口へ飛行機で向か

いました。 

海口に到着したのは夜の８時前。市内で夕食を取ったあと、夜遅く本部ホテルである海口

マリオットホテルへチェックインしました。 

 

●11 月 16 日 OSEAL フォーラム 開会式参加 

8：00 より第 1 回議長と地区ガバナーの会議に参加。その後国際会長からの挨拶。それ

から開会式会場の海南国際会議展示センターへ移動しました。 

開会式は 14：00 から始まり、代議員の入場・紹介、ガバナー入場・紹介ののちグドラン

国際会長御夫妻の入場となりました。 

その後、第 57 回 OSEAL フォーラム委員長より「ようこそ中国海南島へ。私たちは『コ

コナッツの街』として知られている海口市で、第 57 回オセアルフォーラム組織委員会を代

表して、最大限のあたたかい歓迎をいたします。 

国際ライオンズクラブのガイドラインを念頭に置き、私たちは自己を鍛えると同時に社会

への奉仕や人助けに熱心に取り組んでいます。 

今回のフォーラムのテーマは『奉仕・共有・発展』です。奉仕を拡大し、革新を作り、ラ

イオンズクラブ国際協会のスローガンである「奉仕」を実践しています。私たちは平等・共

有・ライオンズにより多くの奉仕の提供をもたらし、ともに成長し共通の発展の追求を擁護

します。私たちは博愛主義の促進や調和のとれたよりよい社会を築くことを目指しています」

との歓迎の挨拶がありました。 

 

●MD337 の夕べ 11 月 16 日 

この日は開会式の後、夕方 19：00 よりシェラトン海口ホテルにて『MD337 の夕べ』が

開催されました。 

私の開式のことばに続き、司会進行の D 地区 浦添ウエスト LC の L.松川富三男によりガ

バナー、幹事、会計、前地区ガバナーの紹介、そしてガバナー協議会議長 L.識名安信の挨

拶と乾杯があり祝宴となりました。 



B 地区ガバナーL.中原正勝によるライオンズ・ローアのあと、D 地区ガバナーL.曽山純廣

の閉会のことばにて盛会のうちにおわりました。 

A 地区からは以下の皆様に参加して頂きました。出発前の混乱時には開催自体が危ぶまれ

ていましたが、たくさんの皆様のお陰で無事に開催され、大いに結束できましたことを、改

めて感謝いたします。 

 

MD337 の夕べ 参加者一覧 

参加者 役職 所属クラブ 

L.識名 安信 ガバナー協議会議長 八重山（D 地区） 

L.曽山 純廣 
ガバナー協議会副議長 

D 地区ガバナー 
国分隼人（D 地区） 

L.中原 正勝 
ガバナー協議会幹事 

B 地区ガバナー 

都城ブルースカイ 

（B 地区） 

L.林田 俊一 
ガバナー協議会会計 

A 地区ガバナー 
穂波 

L.柴田 賀江 第二副地区ガバナー 北九州黒崎 

L.輪木 寛信 複合地区 YCE 委員長 豊前 

L.松川 富三男 
複合地区国際関係・ 

国際大会委員長 

浦添ウエスト 

（D 地区） 

L.松尾 治吉 C 地区元ガバナー 波佐見（C 地区） 

L.松尾 紀子 同令夫人 波佐見（C 地区） 

L.若松 忠洋 
ガバナー協議会 

事務運営委員長 
国分隼人（D 地区） 

L.中村 巧 A 地区キャビネット会計 飯塚竜王 

L.松元 武 D 地区キャビネット会計 国分隼人（D 地区） 

L.栞野 ミチ子  行橋 

L.横川 清文  豊前 

L.浅井 孝 クラブ幹事 豊前 

L.荻野 清 クラブ会長 豊前 



L.荻野 明美  豊前 

荻野 薫 様  豊前 

L.古賀 利広 3R RC 飯塚 

L.有田 公司  稲築 

L.有田 美和子  稲築 

L.田村 律子  稲築 

L.須堯 憬  穂波 

L.久保山 眞市  穂波 

L.越智 多見男  穂波 

L.水田 雅之 地区 YCE 委員（5R） 大牟田中央 

L.矢野 進 
地区 LCIF キャンペーン

コーディネーター 
大牟田中央 

矢野 みさ子 様  大牟田中央 

L.江頭 伸一  福岡玄海 

 

●11 月 17 日 ジャパンナイト・国際会長歓迎晩餐会 

朝 8：00 からの第 2 回協議会議長と地区ガバナーの会議に出席。 

夕方は 17：00 からのジャパンナイトに参加。その後すぐに 18：30 からの国際会長歓迎

公式晩餐会へ参加しました。 

 

●11 月 18 日 閉会式参加 

 OSEAL フォーラム最終日のこの日も、第 3 回協議会議長と地区ガバナーの会議から始

まりました。宿泊先でもあった本部ホテルでの最後の会議を終え、荷物をまとめてチェッ

クアウト後に閉会式会場の海南国際会議展示センターへ向かいました。 

 10：00 からの閉会式にて、今回の会場となった中国から来年の開催都市広島へ大会旗

が引き継がれ、無事に全日程が終了いたしました。 

 その後、ルメリディアン石梅湾ビーチリゾート＆スパにて昼食をとり、夕方海口空港に

て手続き・夕食後トランジット地の上海へ向かいました。上海到着は夜の 10 時を過ぎて

いたため、上海市内のホテルにて一晩過ごしました。 



●11 月 19 日 帰国 

 今回の旅程の最終日は上海で目覚めました。朝食後ホテルをチェックアウトし、午後の

飛行機の時間まで豫園などをめぐりました。その後、お茶屋さんによってから空港に向か

い、福岡への帰路に就きました。参加者の皆様も、日本に帰る喜びかどことなく明るい表

情でした。 

 最後に改めて参加された皆様に今回の東洋東南アジアフォーラム参加のお礼を述べて、

キャビネット会計 L.中村の運転する車で飯塚に帰りました。 

 

●さいごに 

 登録時の混乱もありましたが、今回の東洋東南アジアフォーラムには当該地域から

5,882 人、日本からは 259 人が参加しました。 

 冒頭でも述べましたように、一時期制限などもあったなかで 20 名もの皆様に参加して

頂けましたこと、また快く送り出してくれたクラブの皆様に、深く御礼を申し上げます。 

 そして、来年は広島 336－C 地区にて開催されます。皆様、たくさんのご参加をお願い

して、今回のガバナーレターとします。 


