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第 15 回例会

55

和やかに鳳凰はなく

一年を振り返り思うこと

会 長
苗加 康孝

ライ
オン

この一年間、会員の皆さんに感謝の言葉を述べま

さて、年度初めにクラブ目標及び計画を立てた項

す。高岡アラートライオンズクラブの存在理由（レー

目の全てが成就できた事は、会員皆様のご協力と理

ゾンデートル）を考える時、クラブ運営及びクラブ

解に支えられたものだと感謝申しあげます。

活動が時代に合致したものでなければと意識致しま

特に

した。

①会員増強

全国に特色あるクラブが数多くあります。アラート

② LCIF 推進

は災害支援を核に活動をするクラブです。ライオン

③迅速な災害支援

ズクラブは地域に密着した活動をする事は当然であ

④ 100 周年記念奉仕チャレンジの国際平和ポス

ります。しかし、全国規模で発生する災害に対して

ター・コンテストは想像を超える成果だったと自負

迅速に活動をするは困難な状態であります。

しています。

高岡アラートライオンズクラブが目指すものと

ライ
オン

苗加康孝は強運の持ち主と揶揄されますが、運を

は、災害支援を標榜するクラブと繋がりを持ち、共

下さったのは会員の力だと思います。前会長ライ
オン竹村

同で災害支援活動をすることです。ハブの一翼とし

与志治よりピカピカのバトンを引き継いで、このバ

て、ライオンズの絆を深めることだと考えています。 トンに少しだけ光る様に努力して、次年度会長ライ
オン板
残念ながら 4 月に熊本地震が起こり、早急な判断が

野吉秀に手渡す事ができました。安堵しているとこ

求められる場面で、会員の多くから支援すべき声が

ろです。

出た時、クラブ会員はアラートの存在意義を学んで

最後に、最も感銘を受けた一場面は義捐金を御船

いた事に感銘を受けました。一人ではできない災害

小学校に持参した折り、生徒が感謝の言葉を述べて

支援。

いるとき、生徒が感泣の涙で眼が光っていたことで
す。会員の皆様ありがとう。

国際大会代議員投票

ボブ・コーリュー次期国際会長

全国アラート関係者
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こと。あと、かたかご苑でのふれあい祭り。この打
合せには苦労した。都合４回の打ち合わせになった。
１２月、結成例会とクリスマス家族例会。この打ち
合わせも時間と労力はおしまなかった。
これでやっと半年だ。会長と２人でこれで終わった
我輩は幹事である
終わったと喜んでたものだ。
１月は新年例会。この頃になると予想外の出席者で
ある嬉しい悲鳴だ。きっと皆、楽しんでいるな。
この頃は地区ガバナーラオ イン 田中俊夫と話が出来るよう
幹 事
ライ
オ ン 山本 始
になり感激だ。
たしか６月の例会終了時に幹事の話がきた。何のた ２月は高橋市長を迎え例会。日程など大忙し。
めらいもなく快く引き受けた。
３月は国際平和ポスターでやきもき。ある意味夢を
家族に相談することもなく、身軽さゆえんかもしれ 楽しんで。
ない。また、結成半年足らずでクラブの将来を考え ４月はアラート活動大忙し。熊本地震だ。行く行か
ると引き受けざるをえなかったかもしれない。
ないより何でもいいからしてほしい。高橋正樹市長
思い起こせば初回例会から２名の入会式。運に恵ま の言葉も預かりさあ行くぞ。５月２日早朝より集結
れている。
８名参加。ゴールデンウィーク中にもかかわらず参
２回目例会はシリア支援だ。このアクティビティー 加してくれてありがとう。熊本では他 6 ライオンズ
は 334-D 地区年次大会 ( 第 35 回例会 ) の募金活 クラブで合同炊き出し。ここでも感動と感謝をもら
動まで引っ張ることとなる。
う。
これもアラート活動に拍車がかかる出来事だった。 334- Ｄ地区年次大会において壇上に上がれたのが
幸運が続く。７月には明石魚住ライオンズクラブを 何よりのご褒美と思っている。１年間の感謝である。
訪問した。少ない会員で全て持ち回りのクラブ。勉 でもまだまだ続く。
強させてもらった。８月はカンボジア王国より２人 ５月末日、再び熊本へ。募金、横断幕を持参し御船
の受け入れ、ラオ イン 竹村与志治宅でバーべキューを行い、 町長、御船小学校長に会い、再び感動をもらう。
高岡市内を案内した。このアクティビティー中に感 ６月はいよいよ最終月だ。あとひとふんばり。年次
動して１名の入会へと結び付く。
例会に入会者も増え万々歳。
９月に常総市水害ボランティア支援に行き全国のア 最後に弘前東奥ライオンズクラブに行き勉強させて
ラート仲間と知り合うことができた。メンバーも もらった。アラート活動の大切さを、これは１年間
育ってきたと思う。
幹事の仕事とアラート活動をしてきて言えることだ
１１月は献血活動。これは７月の時点で決めていた が、役職は引き受けるべき。ためらいもなくだ。ま

地模様はブルーインパルス

1 年間を振り返りかえって

ライ
オン

会 計
伊勢 鉄弥

高岡アラートライオンズクラブスローガン「未来に
イ
ライ
繋げよう奉仕のこころ」
、会長ラ
オ ン 苗加康孝、幹事オ ン
山本始が全力を尽くされて素晴らしい成果を挙げら
れる中、ライオニズムを勉強させていただき、あり
がとうございました。
二年目を迎えた新しいクラブ「みんなの力で
「We Serve」。茨城県常総市豪雨被害への支援、
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熊本地震災害支援など、自然災害の脅威に対し、地
域を問わず全力で取り組まれる会長ラオ イン 苗加康孝、幹
事ラオ イン 山本始二人に感謝申し上げます。
熊本、大分の震災の被災者へのお見舞と激励の気持
ちを込めて、2016 年 6 月 26 日（日）福岡県福
岡市で開催される第 99 回ライオンズクラブ年次国
際大会の開会式に、福岡ドーム上空を、ブルーイン
パルスが展示飛行します。
ライ
オ ン 松谷吉弘 2015-2016 幹事予定者から、暖かい
御指導とともに、富山県氷見市出身のブルーインパ
ルスパイロット濱井佑一郎１等空尉のサイン入り
ワッペンをいただき、誠にありがとうございました。
大空に夢と感動を描くブルーインパルスのように、
高岡アラートライオンズクラブにおいて、たくさん
の感動を分かち合いたい。

【作者コ メ ン ト】藤田悠利さん ( 戸出西部小学校 )
地球というプレゼントを世界のみんなで大切にして
いこうという気持ちを持つことが、世界平和につな
がると思います。美しい青い地球を大切にしたい。
それを守る最後の砦は人間。手は人種、手の大小は

大人とこどもを描きました。リボンが解けないよう
にと皆でしっかり結ぶ気持ちを表しています。世界
平和をみんなで守りたい。国旗から各国を調べまし
た。世界各地の名所は世界の財宝であり、みんなで
守りたい。平和の象徴は鳩を選びました。

イ
ガバナー ラ
オ ン 田中俊夫より最優秀賞

ライ
名誉顧問 ライ
オン 木村正明と オン 苗加康孝

ライオンズクラブ国際協会では、毎年平和ポスター・コ

ため、北日本新聞ギャラリーにて展示会を開催いたしま

ンテストと環境保全写真コンテストを開催しています。

した平和ポスターコンテスト（「テーマ：平和を分かち

平和ポスターコンテストは今年度で第 28 会目を迎え、

合おう）334- Ｄ地区の最優秀作品として

「平和を分かち合おう」をテーマに、334-D 地区では

応募した作品が

複合地区に

334 複合地区代表作品として国際協

677 点、複合地区では、4,482 点もの応募がありまし

会への応募作品に決定いたしました。

た。その中から地区内で 23 作品が受賞し、334-D 地

参加者氏名：藤田

区の推薦作品として複合地区に応募した藤田悠利の作品

学

が「334 複合地区代表作品」として国際協会への応募

年

作品に決定いたしました。また、環境保全写真コンテス

ｽﾎﾟﾝｻｰ LC ：高岡アラートライオンズクラブ

トでは、環境の改善、保護、保全をテーマに 9 点の作

同クラブのコンテスト参加数：60 点

品が受賞いたしました。つきましては、平和ポスターコ

334-D 地区コンテスト参加数： 677 点

ンテスト及び環境保全写真コンテストにおける入賞作品

複合地区内コンテスト参加数：4,482 点

校

悠利（ふじた

ゆうり）君（男子）

名：高岡市立戸出西部小学校

6 年生

齢：11 歳

の栄誉を讃えると共に、ライオンズ活動を広くＰＲする
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戸出西部小学校で作品説明

藤田悠利君

戸出西部小学校：会長ライ
オン苗加康孝より感謝状贈呈

藤田悠利君へ表彰状

地区年次大会場

イ
藤 田 悠 利 君 ・お 母 さ ん ラ
オン竹 村 与 志 治

校 長先生に感 謝 状

ガバナー特別賞アワード
北日本新聞掲載記事 2016 年 3 月 20 日
藤田悠利君に質問

スライドで全生徒に説明

高岡アラート LC 会員
北日本新聞掲載記事 2016 年 3 月 20 日
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【シリア支援の過程】
高岡アラートライオンズクラブは昨年 12 月 10 日会
場、ホテルニューオータニ高岡で結成式を挙行しまし
た。受付に於いて某組織の方が
「アラート」
について「ラ
イオンズクラブ」について質問がありました。アラー
トについて興味を示された。
その縁で是非紹介したい方があり、協力をしてやって
欲しいとの申し出がＴＭＣとの関わりができた。
まだまだクラブとして体をなしていない事は十分承知
していたが、アラートの存在理由をを考えた時、支援
をすることが重要だとの結論に達した。
【目的と趣旨】
連日のようにテレビ・新聞等でシリア難民について報
道されているように多くの無辜の人々が困窮していま
す。
私達の活動を知り、高岡在住のシリア人が支援を求め
て来ました。まだ出来たてのクラブであり大変重荷の

2015 年 11 月 23 日
11 月
ちょっと良い話
22 日高岡アラートライオンズクラブの電話のベ
ルが鳴った。受話器の向こうから聞こえた第一声は「森
田といいます、NHK のテレビで・・・・」
私は即座に 9 月の報道を観ての情報と思った。私の
想像は 40 代の声「車椅子のこと、そして支援物資と
して送りたいとの事」お住まいを聞くと岐阜市内。そ
れでは宅配便でお願いできますか？はい、そういたし
ます。
しかし、今日 23 日午前 8 時頃再び電話がなった。
「私
は今からお届けします。
」岐阜市と高岡市は高速道路
で 3 時間程かかる。恐縮しながらも森田様にお願い

事業とは知りつつ、出来る限りの支援をする事となり
ました。新聞各紙、テレビ放映（ＮＨＫ）で多くの方々
から協力をいただきました。当初「イスラム」という
言葉に心の中で抵抗がありましたが、宗教・政治等の
論議は別にして、人として、子の親としてクラブ員に
趣旨を説明いたしました。大きな輪となりコンテナ
40 フィートに満載となり 9 月下旬に船がでました。
ご存知の様にまだまだ数十万人が不自由な日常生活を
過ごしています。
第二弾のコンテナを 11 月下旬に出航しました。シリ
ア人に今、最も必要な物・金は勿論大切です。それを
凌駕する「気持ち」が嬉しいと語るのです。「ありが
とう」と５字ですが、たどたどしい日本語で心の底か
ら発しています。必要物資：衣類・車椅子・ベッド・
食料等、特に今回は子どもの物資（衣料品・文房具）
を求めていました。そして、第３弾も１月下旬に船出
しました。

した。昼過ぎに森田様は事務局に到着。
お話を聞くと 100 歳祖母が亡くなったとのこと。思
い出の車椅子を有効利用をしたいのと思いで遠方から
親子で届けられた。車椅子は中古といえ、ピカピカに
光っていた。良く話しを聞いてみると、前日に水洗い
して、よく拭き取ってストーブで乾燥させたとの事。
人にさし上げるので少しでも良い状態でとの事でし
た。本当に嬉しい話で、一人ひとりの気持ちがコンテ
ナ満杯になることを実感した。感謝申しあげます。無
事帰路につかれることを願って別れた。

ライオンズの絆現代の武器ソー
ちょっと良い話
シャルネットワークの力に関心している。Face
Book でシリア難民支援を訴えたら島根県平田ライオ
ンズクラブ所属ライ
オン道前利行から宅配便で車椅子が届く。
やはり母親の遺品であるとのことでした。大切に使用
していたものを当クラブの趣旨に賛同して贈っていた
だいた。
報道関係取材
富山テレビ 9 月 17 日放映 NHK 地方版 9 月 18 日
放映 全国版 19 日朝放映 新聞（北日本新聞・富山
新聞・毎日新聞 )

遠方より届いた車椅子
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ライ
オン

蓑健太郎

二上米

ライ
オン

燕昇司正夫

ライ
オン

苗加康孝 マゼン

精米済 (210 キロ )

新品のバスタオル (120 枚 )

2015 年 9 月19 日富山新聞掲載記事

- 8- Alert

ライ
オン

島崎充史

ライ
オン

今川強

サイズ分別作業

折り畳み式ベッド

ライ
オン

ライ
オン

板野吉秀

島谷洋

ライ
オン

山道樹里

ライ
オン

水持隆繁

ライ
オン

松谷吉弘

大量の靴 (417 足 )

車椅子

ライ
オン

燕昇司信夫

9 月18 日北日本新聞掲載記事

9 月18 日北日本新聞掲載記事

支援物資名一覧表
折り畳み式ベッド
車椅子
寝袋
大型テント
医療機器
毛布
靴（スニーカー）
上下ジャージ
二上米
大バスタオル

18 台
6台
5個
2張
5台
20 枚
417 足
980 着
210 キロ
120 枚

数

使用済み衣類
使用済み毛布
ドネーション

100 ケース
10 ケース
林巌 様

量

森田様射水市在住

古着

喫茶山茶花

車椅子

13 台

高岡社会福祉協議会

車椅子
ボケモンかきかたダース鉛筆 B 芯
ボケモン B ノート 4 冊パック

5台
定価：840 円
定価：720 円

パイプベッド

6台
セレクト T シャツ

こども用ゲーム遊び

1,251,000 円
2,920,400 円
62,580 円

50,000 円

みかん 25 箱

バックナンバー

126,000 円

一般市民
一般市民

8枚

新品毛布

備考 協力企業
クラブ購入
クラブ会員
クラブ会員
クラブ調達
クラブ会員
クラブ会員
㈱中條商事
㈱フジヤ
クラブ購入
㈱水持産業

富山県義肢製作所
3,762 個
2,170 個

㈱ショウワノート

1,255,441 円

竹中志光様

絵本 500 冊 5 種× 20 枚 ㈱チャイルド本社

565,000 円

300 個

かたちあわせカードパズルお絵かきボード （ディズニー )110 個 630 個

新米

210 キロ

クラブ購入

62,150 円

車椅子

20 台

クラブ購入

60,000 円

ベッド

15 台

クラブ購入

45,000 円

衣類

段ボール 5 箱

クラブ購入

15,000 円

料理用中鍋
衣類等

8個
4 トン車 3 台

㈲苗加製作所

カッターシャツ・ポロシャツ

180 着

布原

176,400 円

新品タオル・布生地

180 枚

㈱北林織物

118,000 円

新品毛布

500 枚

クラブ購入
労力奉仕時間物資整理等
寄付等を含め総額

756,000 円

第 3 弾支援物資

クラブ購入

160,000 円
15,000 円

128 時間
7,587,971 円
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㈲苗加製作所

４トン車 ＴＭＣ会員も積載協力

日本の国旗を掲げ感謝

コンテナ 40 フィート

26トン

第 1 弾の物資を受け取るこども達

㈲苗加製作所の車両と 40 フィートコンテナ ドッキング

教育こそが自立の最短距離・貧困回避

シリア人サリム・マゼン
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幹事 ラオ イ
ン 山本始

アラート委員長 ライ
オン 久田隆司

満載のコンテナを見上げる会員

㈱昌文堂倉庫からの搬出作業

トラックに積載作業

ライ
オン

蓑健太郎

コンテナ作業

イオ
中央：2R1Z 地区 ラ
ンズ 情報委員
ライ
オン 西森隆明

イ
新聞記者より取材を受ける会長 ラ
オン苗 加 康 孝

㈱昌文堂倉庫からの搬出作業

シリア難民支援チラシ

射水市倉庫に満杯の支援物資 （ 全 国 よ り )

2 015 年 12 月 6 日 北陸中日新聞掲載記事
雨 の 中、 射 水 市 の 倉 庫 よ り 搬 出 作
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◆世界中に食料も満足に得られない時、私達は暖かい所でパーティを致しました。この恵まれた経済的環境から寄付
金を捻出し支援すること目的でオークションを実施いたしました。会員の多くに商品を提供してもらい、会員が高額
で買っていただきました。オークションの全額と寄付金すべて支援金 といたします。

イ
バイヤー ラ
オ ン 燕昇司信夫

2015 年 12 月 23 日

シリア難民支援報告会

全員で記念撮

格安シャツを懸命に売りました

クリスマス例会 （会員より提供品）
カッターシャツ 130 着 紳士服６着 スターバッ
クスコーヒー 紅ズワイガニ 3 匹 空気清浄器 ユ
ニバーサル・スタジオ・ジャパンパスポート 2 枚
シホンケーキ 2 個 牛肉 400 グラム５個 シャン
ペン タブレット 玩具（ブロック ) 体重計（タニ
タ ノンオイル（油を使わない ) お菓子（マロンと
チョコレート）苺 2 ケース 猿木目込み人形 高級
鍋３セット お菓子 キーホルダー 香料 ゴルフ
プレー券）習字セット タオルセット 昆布セット
朱肉 お酒２ 陶器 50 個

シリア難民支援のＬＣＩＦに当クラブも１口＄1,000

ＴＭＣより感謝の楯
オークション売上金全額
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ガバナー特別大賞シリア難 民 支 援

LCIF 献金＆ 12 月 23 日シリア難民支援報告会に於いて支援金贈呈

女性の笑顔は募金へライ
オン五箇晃子

定塚小学校児童の絵を貼る会員

会長ライ
オン苗加康孝も募金に呼びかけ

高岡アラートクラブ会員は 32 名が募金活動

富山大学留学生も駆けつけてくれました

第 62 回地区年次大会前に呼びかけ

会員以外も募金に協力

募金活動者
L. 苗加 康孝 L. 山本
始 L. 有沢 竜尚 L. 中條八一朗 L. 土肥由美子 L. 燕昇司正夫 L. 燕昇司信夫
L. 藤沢
強 L. 福井 康介 L. 五箇 晃子 L. 久田 隆司 L. 今井 功高 L. 今川
勉 L. 板野 吉秀
L. 稲垣 正太 L. 松谷 吉弘 L. 蓑 健太郎 L. 水持 隆繁 L. 中山 剛志 L. 波岡
章 L. 名免良秀仁
L. 島谷
洋 L. 扇子 忠之 L. 島崎 充史 L. 竹村与志治 L. 高橋 明大 L. 山道 樹里 L. 吉田 耕己
L. 中川 敏裕 L. 秋山 景順 L. 田中 陽一 L. 伊勢 鐵弥
仕事や急用がある会員以外全員がアクティビティに出席したことは新クラブとして最も歓迎された出来事でした。
富山大学留学生 シリア（マゼン親子 )
21 日午前 8 時 貸し切りバスで高岡を出発→富山総合体育館着、全員で定塚小学生が描いた絵及び横断幕を設置。
若き力・声は多くの人に届きました。一部の人はボルワートとやま入口で募金活動。一部の人は富山総合体育館前
で募金活動開始。天候に恵まれ、ライオンズの方々は募金活動に大変協力的でした。当初はシリア難民支援でキャ
ビネットにお願いしていたが、4 月に熊本地震が発生。急遽熊本地震募金に重点を移し、富山大学留学生等に事実
を説明すると（困っている人に支援するのは当然であり、彼らは積極的に募金活動をした）喜んでアクティビティ
に参加してくれた。支援の輪や絆をあらためて感じた一日でした。目標募金額を達成、334-D 地区の皆さんあり
がとうございました。
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御船小学校校長室にて：定塚小学校生徒が作成した横断幕を掲げる御船小学校生徒

定塚小学校募金ポスター

定塚小学校生徒幟を掲げて募金活動

定塚小学校生徒父兄にも募金協力要請

定塚小学校生徒 61 名のポスター
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定塚小学校生徒 お願いします

定塚小学校にて御船小学校の状況説明

定塚小学校校長

御船小学校生徒代表へ絵の贈呈

御船小学校代表感謝の言葉

左：御船町長中央：クラブ 3 人右：御船教育委員長

御船小学校生徒：横断幕の修理

御船ＬＣへ義捐金贈呈

中央：会長ライ
オン牧野博文

右：幹事ライ
オン沖田芳惇

牧てるよ様より義捐金を委託

定塚小学校義捐金を御船小学校校長 大脇為久 様
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日時：2015 年 11 月 8 日午前 10 時～午後４時 30 分
場所：イオンモール高岡
労力奉仕活動時間 : 延時間 34 時間 23 名参加
献血受付数：95 名、採血者数：88 名 献血出来なかった人 7 名
目標人数 75 名：
午前中から多くの採血者が訪れ順調な滑り出しでした。赤十字社の担当者
は記録更新の可能性があるかもしれないとの言葉に会員は声を出して啓蒙
活動をいたしました。午後からも順調でしたが、午後 3 時頃に一時途絶え
たが、4 時頃今風の若者達 7 名に「血とったら」の一声が効いたのか全員が採血の応じてくれました。感謝申
しあげます。
高岡アラートライオンズクラブは献血活動は初めてであり、アクティビティの共有と考え、全員参加といたしま
した。尚、当クラブは若い会員がいたので 7 名が献血いたしました。
目標を大きく上回り、粗品の卵が無くなり急遽追加
イ
ライ
ライ
ライ
ライ
ライ
会員採血者ラ
オ ン 板野吉秀
オ ン 有沢竜尚
オ ン 蓑健太郎
オ ン 山田正樹
オ ン 高橋明大
オ ン 名免良秀仁
ライ
燕昇司外志子
その他
：
会員家族多数
当クラブ三役は砺波ライオンズクラブ
50 周年記念式典に参加の為、
オン
3 時から参加。

鍋の下準備作業

ライ
オン

田中陽一ドネーションのお花贈呈

豚汁鍋（美味しくなりました )

日時：2015 年 11 月 14 日午前 10 時～午後 2 時
場所：かたかご苑 労力奉仕活動時間 : 延時間 47 時間 17 名参加
【趣旨及び目的】
ライオンズクラブの事業活動に、障害を持つ方への奉仕活動がある。今年度の事業として、障害者支援施設かたかご
苑が支援を希望された。かたかご苑としても、この交流を通して障害に対する正しい理解を得る啓発活動として受け
入れ、かたかご苑利用者との交流の場を設けるものとする。
交流の内容及び詳細についてはライオンズクラブ関係者及びかたかご苑担当者と協議する。今後豚汁鍋を通して定期
的に交流をはかり、障害者への理解と支援の機会としたい。全事業所の利用者が一同に集い、「親子のふれあい」
「地
域とのふれあい」を通して共に楽しむ。さまざまな方々との交流をはかり、活動を知ってもらう。展示作品などを通
じて、日頃の活動を紹介する。テーマ：
「咲かせよう 笑顔の花」
【内容】かたかご苑の行事に模擬店の出店協力し、利用者との交流を図る。
受益者人数 80 名 地域住民 200 名
【日時】平成 27 年 11 月 14 日（土）10:00 ～ 14:00
【場所】かたかご苑
【参加者】利用者・住民・ライオンズ関係者等
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到着後大鍋の準備

ライ
オン

山本始

ライ
オン

山田正樹

ライ
オン

苗加康孝

ライ
オン

燕昇司信夫

ライ
オン

山道樹里

ライ
オン

島崎充史

ライ
オン

苗加康孝

ライ
オン

島崎充史

■アクティビティ内容
食べに来てください ライ
オン山田正樹
常総市へのボランティアの皆さんに対し炊き出しを行う。
■実施日 :2015 年 9 月 21 日 午前 9:00 ～午後 7 時
■場所：ボランティアセンター隣地駐車場
■炊き出し内容
豚汁：1,200 食 うどん：500 食 ご飯：700 食
■豚汁切り出し及び食材、備品手配 9 月 19 日 AM9:00 ～ 11:30
①食材：調味料・大根・人参・高野豆腐・里芋・豚肉・カットごぼう・白菜・
白味噌 30 ㌔ 赤味噌 10 ㌔・ほんだし 2 ㌔・醤油 3 本・みりん 3 本・酒 3 本・
唐辛子
②備品：大鍋・ガス・デンカパール 1,000・箸・コンパネ・中華レードル 2・ ボランティア活動者に豚汁提供
ポット大 2・ざる 2・ゴミ袋 20・ゴミ箱 3・ホイッパー 1・レードル大 1・
パタパタテーブル 5 台・酒箱 4・ポット小 1・ポリタンク 3・台車 1・テ
ント 2 張り
■車両搭載
齋藤トラック：大鍋・ガスボンベ・テント
活味屋ハイエース：炊飯ジャー・食材・中鍋
テーブル・備品関連
■協力クラブ：明石魚住 LC 弘前東奥 LC 青森 ZERO 鯖江王山 LC
水害被害の病院に水の提供

ボランティアを終えて
朝早くから準備夜遅くまで後片付
け（多くのライオンの絆）体験を
通して多くを学びました。今回の
炊出しは約 2000 名以上のボラ
ンティアが活躍しました。彼ら
のための炊出しでしたが、多くの
ボランティアの方々から「美味し
かった」の言葉がありました。炊
出し場所を提供していただいた住
職は遠慮なく使ってくださいと大
変好意的でした。
また、後片付けは水不足でしたが、
ライオンはトラックに大量の水を
持ち込み清掃活動をしました。そ
れぞれのプロフェッショナルが結
びつくと何でもできると最後の言
葉でお別れいたしました。

9 月 20 日 PM9 見送り
ライ
ライ
ライ
ライ
オ ン 竹村
オ ン 板野
オ ン 藤沢 オ ン 燕昇司正夫
事務局前出発式
ライ
ライ
ライ
オ ン 苗加康孝オ ン 山本始オ ン 島崎充史
ライ
ライ
ライ
オ ン 山道樹里オ ン 山田正樹オ ン 燕昇司信夫
富山 316 ふ 8888
PM9:30 北陸自動車道小杉 IC
イ
ライ
運転ラ
オ ン 苗加康孝
オ ン 島崎充史
9 月 21 日 AM2:00 大泉 JC
AM2:20 三郷 JC
AM2:30 谷和原 IC 運転
AM:2:40 ～ コンビニで仮眠
AM:6:00 常総市役所前
AM8:00 ボランティア連絡所前
AM9:00 炊出し設営準備
AM11:30 ～ PM15:00
ボランティアに炊出し
PM:5:00 炊出し終了
PM:7:00 後片付け終了
22 日 AM2:30PM:7:00 ～ 帰途
イ
ライ
運転ラ
オ ン 苗加康孝
オ ン 島崎充史
事務局到着
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会員が鍋を水洗い
ライ
ライ
オン燕昇司外志子 オン燕昇司正夫

ライ
オン

苗加康孝

炊くぞうーくん大鍋贈呈式
於：御船町庁舎 2016/5/3 午後 1 時
御船町長 藤木正幸様
このたびの「平成 28 年熊本地震」で
は、激しい揺れに遭われ、甚大な被害
がでているとお伺いしております。お
亡くなりになられたかた方のご冥福を
お祈りするとともに、被災された方々
に対し、心からのお見舞いを申しあげ
ます。され、貴町におかれては、未だ
に多くの方々が避難生活をおくられて
いると伺っています。貴町で支援活動
をされる「高岡アラートライオンズク
ラブ」にご協力いただき、本市の災害備蓄資器材「炊き出し用鍋」をお届けい
たしましたので、お役立ていただければ幸いに存じます。
このほかにも今後、本市においてできることがありましたら、及ばずながらご
協力を致したく存じておりますので、お申し付けください。
復旧には大変なるご苦労もあるとは存じますが、一日も早い復興を心よりお祈
り申しあげます。
2016 年 5 月 2 日 高岡市長 高橋正樹
イ
代読 高岡アラートライオンズクラブ会長ラ
オ ン 苗加康孝

武雄ＬＣと絆の握手

豚汁具材を入れました
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人吉ＬＣとバナー交換

ライ
オン

久田隆司トラック積載指示

5 月 1 日 13 時～ 15 時
鍋（大・中・小）水洗い準備作業及び
物資搬入作業・トラック積載作業
労力奉仕作業参加者：
ライ
ライ
ライ
オ ン 苗加康孝 オ ン 山本始 オ ン 島崎充史
ライ
ライ
オ ン 有沢竜尚 オ ン 燕昇司信夫
ライ
ライ
オ ン 板野吉秀 オ ン 久田隆司
ライ
ライ
ライ
オ ン 扇子忠之 オ ン 関勝 オ ン 燕昇司正夫
ライ
ライ
オ ン 松谷吉弘 オ ン 燕昇司外志子

㈱北陸ライフエナジー鍋用水

トラック注目、鍋を降ろしました

ゆで卵ライ
オン伊勢鐵弥 提供

準備で大忙し

被災支援地域：熊本県上益城郡御船町大字御船 995-1
社会福祉協議会 電話 096-282-0785
出発：2016 年 5 日 2 日 午前 9 時
帰省：2016 年 5 月午後 6 時
活動：2016 年 5 月 3 日午後 3 時～夕食炊き出し準備作業
高岡アラートライオンズクラブ 8 名
ライ
ライ
ライ
ライ
オン苗加康孝
オン板野吉秀
オン山本始
オン燕昇司信夫
ライ
ライ
ライ
ライ
オン今井功高
オン福井康介
オン山田正樹
オン山道樹里
佐賀県 武雄ライオンズクラブ等 5 クラブ労力奉仕
御船町玉虫団地 約 600 食＋ゆで卵 500 個
昆布飴 5 キロを配布
2016 年 5 月 4 日午前 10 時～昼食炊き出し準備作業
人吉ライオンズ会員
2016 年 5 月 4 日 昼の炊き出し準備
御船町消防署横ふれあいセンター
炊き出し出前場所 御船町：
七滝中央小学校 100 食 卵 450 個（鍋で出前）
御船町公民館 北田代分館 100 食（鍋で出前）
御船町田代東部公民館 100 食（鍋で出前）
現地ボランティア活動者に炊き出し提供
( 消防署ボランティア )
現地住民：一般ボランティア
2016 年 5 月 4 日午後 2 時～
支援物資の提供：熊本県 高森ライオンズクラブに委託
委託品：森の水 12 ㍑× 30 個
モロゾフお菓子 12 個× 5 ケース 米 40 キロ
武雄ライオンズクラブ ( 佐賀県 )
多くの住民が列をつくりました
物資提供＆労力奉仕活動
武雄中央ライオンズクラブ ( 佐賀県 )
物資提供＆労力奉仕活動
させぼ花みずきライオンズクラブ ( 長崎県 )
物資提供＆労力奉仕活動
人吉ライオンズクラブ ( 熊本県 ) 物資提供＆労力奉仕活動
御船ライオンズクラブ ( 熊本県 ) 物資提供＆労力奉仕活動
米沢松川ライオンズクラブ ( 山形県 ) 支援金 & 物資提供

人気のゆで卵 家族分を渡しました

協力クラブと記念撮影

ゆでる準備

委託品

御船町公民館配達

地図で配達箇所の確認 山奥
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2015 年 8 月 28 日 ( 金 ) ～ 9 月 6 日 ( 日 ) に 10 日間、
富山県カンボジア王国親善協会によるカンボジア学生 3
人のホームステイが行われました。今回で 7 回目の開催
ということですが今回初めて、そのうちの 9 月 3 日 ( 木 )、
4 日（金）の二日間を高岡アラートライオンズで受け持つ
こととなりました。リー君 21 歳、クムさん 20 歳、ラオ
さん 22 歳の 3 人はカンボジアで日本語を勉強している
ので話すのも上手でしたし、ホームステイに応募した際の
作文を見せていただいたのですが 3 人とも私よりも美し
くて丁寧な字を書いていらっしゃいました。3 人は日本の
学生のことや日本の農業、そして文化や習慣、山や海、建
物などの観光名所にも大変な興味を持って日本に来ている
様子でした。
前半の富山では、おわら前夜祭、天候は良くなかったよう
ですが立山登山、富山大学見学と学生との交流などを行っ
てきました。タイワ精機でお米がもみから精米されるまで
の過程を見学して、うすと杵で餅つきの体験をしたのが印
象的だったようです。9 月 3 日高岡へはクムさんとラオ
さんの女性 2 人を迎え入れました。リー君は福井イース
トライオンズクラブが担当して福井に移動しました。会長
ライ
ライ
ライ
ライ
オ ン 苗加康孝オ ン 板野吉秀の車にオ ン 水持隆繁オ ン 燕昇司信夫
ライ
オ ン 山田正樹が彼女たちを案内しました。まず和楽庵で振
り袖姿の合成写真を撮影しました。なんとこの合成写真
サービスは和楽庵では最初と二番目ということでした。写
真は全く違和感のない素晴らしいものとなりました。それ
から好みの浴衣に着替えました。この浴衣はそのまま L. 水
持隆繁からのお土産として二人に渡されました。浴衣姿の
まま高岡大仏、瑞龍寺を見学して L. 有沢竜尚のお店でお
昼をいただきました。午後は雨晴の殿山農園で葡萄狩りを
体験した後、海が見たいということで L. 板野吉秀の提案
で ” ならば砂浜でしょう！ ” と前日海岸清掃したばかり
の松太枝浜海岸の砂浜へ案内しました。
日本に来ていろいろ見聞きしたり体験した中でも一番楽し
かったんじゃないでしょうか。何十分も二人で服が濡れる

富山空港で記念撮影

ライ
オン

ライ
オン

高岡大仏観光

イ
竹村与志治宅にラ
オ ン 田中陽一を招待
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のも気にせずにはしゃいでいました。その後、市内へもど
り高岡御車山会館を見学し、宿泊先である L. 竹村与志治
へ向かいました。日本的家屋と手入れされた美しい庭、
バー
ベキューが楽しめる施設がありました。小雨の中、会員の
みなさんにご協力いただきバーベキューをみんなで楽しみ
ました。その盛り上がりの様子を体験した、招待の田中陽
一さんが高岡アラートライオンズクラブに入会する気持ち
が固まったとお聞きしております。
翌 4 日は文苑堂さんを見学して福光のささら屋でお米か
らせんべいになる過程を見学し実際にせんべいを焼く体験
をしてきました。お昼はフェルベールでオムライスをいた
だきました。名誉顧問 L. 伊勢豊彦がフェルベールの卵に
ついてご説明くださいましたが、いかに市販の卵が利益優
先のあまり薬でまみれたものか、いかに伊勢さんの卵が手
間暇かかっても自然の摂理にのっとって育てられたものか
ということが解り、我々も大変勉強になりました。
その後福岡の雅楽の館で L. 蓑健太郎の紹介で日本で最も
古い芸能とされる雅楽の説明を洋遊会の上野会長にしてい
ただきました。
夕方 17：00 には富山第一ホテルで福井から帰ってきた
リー君と合流して二日早い送別会を富山県カンボジア王国
親善協会の関係者で行いました。3 人とも真面目でおとな
しくて、勉強熱心でした。移動中の車で彼女たちが私に尋
ねました。“ 山田さん「なるほど」とはどう云う意味で
イ
すか？ ” と。私とラ
オ ン 燕昇司信夫が話している時に相づち
に “ なるほど、なるほど ” と発するのを聞いていたので
すね。ああよく聞いているな～と感心させられました。6
日の見送りには富山空港に家族で行きました。わたしはさ
さやかなお土産として画用紙で作った大き目の鶴の翼に
“ なるほど ” と書いてこの旅の記念に 3 人に渡しました。
お互い異文化との交流の良い機会となったと思いますし、
可能であれば来年以降もまた引き受け出来たら楽しいかな
と思いますが、みなさんのご協力なしには今回のホームス
テイの実現はありません。高岡アラートライオンズクラブ
が結成され、チャーターナイト記念事業でカンボジアとの
関わり、そして富山県カンボジア王国親善協会の要請を受
けてこの事業が実施できたことを誇りに思い感謝申し上げ
ます。

竹村与志治宅で記念撮影

浴衣の写真に大喜び

ラオさん

日本の農業に興味を示す留学生

クムさん

第 62 回複合地区年次大会

第 62 回複合地区年次大会日時
平成 28 年 6 月 5 日
会場 静岡県小笠山総合運動公園 エコパアリーナ
代議員会 10:30 ～ 13:00
イ
ライ
ライ
代議員登録者 ラ
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
オ ン 板野吉秀
ライ
ライ
ライ
オ ン 伊勢鐵彌
オ ン 久田隆司
オ ン 山道樹里
選挙 エコパアリーン 2F 南ロビー 代議員会 13:15 ～ 13:45
大会式典：アトラクション
ラッキーカード抽選会 14:00 ～ 15:30
静岡県袋井南小学校マーチングバンド 演奏静岡県警察音楽隊演奏
ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区 2R2Z 小杉ライオンズクラブ
※開催日
平成 27 年 10 月 31 日 ( 土 )
※開催場所 小杉カントリークラブ
祝宴
小杉カントリークラブ
高岡アラートライオンズクラブ 参加者
ライ
ライ
ライ
ライ
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
オ ン 伊勢鉄弥
オ ン 燕昇司信夫
来賓・地区役員・地区委員・ブラザーズクラブ 130 名有余

小杉ライオンズクラブ 50 周年

ライオンズクラブ国際協会 334-D 2R1Z 合同アクティビティ
※開催日 平成 27 年 10 月 8 日 ( 木 ) ※開催場所 おとぎの森
※スタート 午前 6:35 より
※清掃場所は例年通り 高岡アラート LC は記念植樹の森方面を担当
イ
※ゾーン・チェアパーソンラ
あいさつ
オ ン 藤田整司
あいさつの中で 11 月 11 日に植樹を行います。
7 年前に植えた木が枯れたことから新しく植樹することとなりました。
ゾーン・チェアパーソンあいさつ後、館長よりあいさつがありました。
世界ライオンズディー合同アクティビティ

有志の清掃活動
日 時：平成 27 年 7 月 13 日
場 所：雨晴海岸
ライ
ライ
ライ
出席者： ライ
オン山本始
オン燕昇司正夫
オン苗加康孝
オン燕昇司信夫
奉仕労力：1 時間 気温：35 度
猛暑 35 度以上の気温の中、もくもく独りで美しい海を守ることを信念に
部分的ですが、大変美しくなりました。環境保全は将来のこどもたちにプ
レゼントできる貴重な行為です。
◆ ゴミの種類 トレー、発砲スチロール、ペットボトル、空き缶、瓶、
化繊太ロープ、木材類、ゴム手袋、ビニール袋

◆清掃後の感想
川から流れて浜辺に流された物か？ 浜辺で食事をした後トレーを捨てた物か？発砲スチロールが多い。食べ物をの
保存用に発砲スチロールを用いそのまま捨てたものか？流木は袋に入らないことから一片も集めず。
◆月曜日でありながら観光に訪れる人があることに驚いた。
清掃中 県外（大府、長野県の観光客２組と それぞれ５～６分の会話を交わす。海から遙かに見える立山連峰の景
観を説明する。大伴家持の赴任地であったこと、万葉集の地てあることを簡単に説明。
初めて雨晴を見た県外の人は何を見ただろうか？２組の観光客は砂浜へ降りようとはしなかった。流れついたゴミ、
空き缶の転がっている砂浜はけっして印象のいいものではない。観光地にふさわしい、もてなしをするには海岸清掃
に取り組む必要があるだろう。
※開催日 平成 27 年 9 月 30 日 ( 水 )
※開催場所 花尾カントリークラブ ※スタート 午前 10:24 より
※表彰式 花尾カントリークラブ内にて ダブルペリア
団体順位 優勝 高岡中央ライオンズクラブ
289.6
２位 高岡ライオンズクラブ
289.8
３位 高岡南ライオンズクラブ
297.2
４位 高岡志貴野ライオンズクラブ
299.8
５位 高岡古城ライオンズクラブ
303.4
６位 高岡フラワーライオンズクラブ 303.8
7 クラブ懇親ゴルフコンペ
７位 高岡アラートライオンズクラブ 310.6
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ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区
2R3Z 砺波ライオンズクラブ
※開催日 平成 27 年 11 月 8 日 ( 日 )
※開催場所式典 福野文化創造センター「ヘリオス」
祝宴 ア・ミューホール
高岡アラートライオンズクラブ 参加者
ライ
ライ
ライ
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
オ ン 伊勢鉄弥
来賓・地区役員・地区委員・ブラザーズクラブ 130 名有余
砺波ライオンズクラブ 50 周年

ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区
1R1Z 東京馬場先門ライオンズクラブ
※開催日 平成 27 年 11 月 24 日 ( 月 )
※開催場所 如水会館
祝宴
如水会館
イ
ライ
高岡アラートライオンズクラブ 参加者 ラ
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
来賓・地区役員・地区委員・ブラザーズクラブ 164 名有余
東京馬場先門ライオンズクラブ 50 周年

明石魚住ライオンズクラブ
高岡アラートライオンズクラブ
会長バナー交換

アラートの未来を語る
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ライオンズクラブ国際協会 335-A 地区 明石魚住 LC
災害支援 335-A 地区災害支援（炊き出し用大鍋贈呈 )
日時：2015 年 07 月 25 日 19 時 ～ 20 時 30 分
会場：魚住文化センター 3F
場所：明石市魚住町西岡 500-1
イ
ライ
ライ
ライ
当クラブ参加者： ラ
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
オ ン 竹村与志治
オ ン 燕昇司信夫
このクラブの特徴は障害者や弱者に対しての思いやりがある。
右上の L. 別所キミヱは障害者であり、支援をする絆が印象的である。その
ほかイヤーバンクの支援等。L. 橋本維久夫は熱心にかたる。当然災害を受
けた人達への支援を惜しまない姿が印象的である。全国の災害支援ネット
ワークの中心的人物である。アクティビティの形とは訪問して考えさせられ
た。尚、世界ランキングは世界各地で試合をする事が必要。経費がかかるが
国からの支援などはない。われわれは無知であった。彼女の支援、応援宜し
くお願いしたい。1999 年～ 2014 年まで海外遠征 46 回。今年の目標は
2016 年リオ・パラリンピックに向けてランキング獲得の為、スロベニア、
スロバキアを渡り得て、ドイツ大会に行きました。国内では敵なし、然し後
継者の育成にも彼女は力を入れている。
イ
ライ
ライ
ライ
ライ
参加者ラ
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
オ ン 今井功高
オ ン 山道樹里
オ ン 板野吉秀
ライ
ライ
ライ
ライ
ライ
オ ン 山田正樹
オ ン 燕昇司正夫
オ ン 燕昇司信夫
オ ン 福井康介
オ ン 竹村与志治
ライ
ライ
お手伝い： オ ン 竹村泰子 オ ン 板野裕子
熊本地震支援：炊き出し参加者から一言感想を聞いた。
異口同音に体験したこと、感動したことに触れられた。特に Y さんは常総
水害、カンボジア支援、シリア支援、熊本地震支援のボランティアに参加し
た体験は彼にとって本当のライオンズ活動に感動をうけ、感泣する場面が
あった。前会長は新しいクラブの今後について引き続き奉仕活動の実践を強
調し継続する重要性を語る。今年度会長 L. 苗加康孝は未来のライオンズに
ついて積極的に日本各地にあるライオンんずクラブと協同で災害に対処した
いと語る。現幹事ライ
オン山本始はこの体験を一人でも増やす努力こそがクラブの
繁栄に繋がることを語る。希望に満ちた高岡アラートライオンズクラブを語
る会員はいきいきとした表情で災害支援に行った喜びを語る。このアクティ
ビティを通しクラブ員の絆は深まった。災害はあってはいけない。しかし日
本の何処かで起こりうる危険性は常に存在する。高岡アラートライオンズク
ラブは全国のアラートの核となり、このことを後の人たちに・・・蛍の時期
でした、周りには蛍が舞い素晴らし一日、この環境は守りたい。蛍を何十年
振りに見た会員もおり、感動できました。奉仕する幸せの日。We Serve

ライオンズクラブ国際協会 332-A 地区
2R1Z 弘前東奥ライオンズクラブ
※開催日 平成 28 年 6 月 19 日 ( 日 ) 午後 3 時～
※開催場所式典 弘前パークホテル
祝宴 4F「ラ・メェラ」
ライ
ライ
高岡アラートライオンズクラブ 参加者
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
来賓・地区役員・地区委員・ブラザーズクラブ・会員 294 名
弘前東奥ライオンズクラブ 45 周年

ＬＣＩＦセミナー
ライ
ライ
ライ
出席
オ ン 苗加康孝
オ ン 山本始
オ ン 久田隆司
高岡アラートライオンズクラブ実施状況
最終 $1,000 × 19=$19,000 $20 × 38=$760
【参加者】役員 40 名 クラブより 100 名
【日 程】2015 年 9 月 12 日 13:30 ～ 16:00
【会 場】富山第一ホテル

合計 $19,760

ＬＣＩＦ研修会

2015 年 10 月 17 日 ( 土 )10:00 ～ 18:00
場所：ボルファート富山
イ
参加者： ラ
オ ン 板野吉秀
【講演】演題「クラブの為の GLT・GMT」
イ
333-C 地区元国際理事ラ
オ ン 後藤隆一
クラブのための GMT/GLT
■ GMT グローバル会員増強チム GLT グローバル指導力育成チーム
FWT ファミリー＆ Woman パイロットプログラム FWT
リーダーシップ研修会

2016 年 6 月 10 日 ( 金 )13:30 ～ 16:30
イ
場所：フェニックス・プラザ 参加者： ラ
オ ン 苗加康孝
ライ
ライ
ライ
ライ
ライ
オ ン 竹村与志治
オ ン 有沢竜尚
オ ン 藤沢強
オ ン 吉村鉄也
オ ン 中山剛志
【各委員会セミナー】
イ
ライ
ライ
第一分科会 ラ
オ ン 苗加康孝
オ ン 竹村与志治
オ ン 有沢竜尚
ライ
ライ
イ
第二分科会 オ ン 吉村鉄也 第三分科会オ ン 藤沢強 第四分科会ラ
オ ン 中山剛志

五委員会セミナー
イ
参加者：高岡アラート LC 参加者ラ
オ ン 燕昇司信夫
( スタッフ役員 )
L. 本村 L. 岡田 L. 佐藤 L. 藤田整司 L. 森 L. 稲垣 L. 永川 L. 竹腰
日 時：平成 27 年 7 月 8 日午前 9 時 30 分～午後 1 時
作業場所：《LFH「C 地点」》。
LFH 建設から十年以上、標識も朽ちてきました。LFH 役員で大きくなった
木の不要な枝を落としたり、下草 刈をして汗を流しました。小雨模様の中、
管理委員長 L. 稲垣の指示に従い無事作業終了。

ＬＦＨ補修作業

次年度委員長会議
2016 年 5 月 25 日
午後 6 時 30 分 場所：庵

薬物乱用防止教育認定講師要請講座
2015 年 11 月 3 日開催
ライ
参加者： ライ
オン山田正樹
オン藤沢強

ＬＦＨ下草刈り 2015 年 8 月 29 日
ライ
ライ
オン苗加康孝
オン燕昇司信夫
ライ
オン伊勢鉄弥
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 15 回

例会案内 2015 年 7 月 8 日(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～7:45
服 装：自由
会長挨拶 L.苗加 康孝

新会員
前年度三役にパスト
バッチ贈呈＆楯
誕生月のお祝い

高橋明大さん

前会長 L.竹村与志治 前幹事 L.板野吉秀
前会計 L.今井 功高
L.今井 功高 L.吉村 鉄也
L.伊勢真理子 L.河合 有子
～会

新三役就任あいさつ

帰朝報告

島 谷 洋さん 入 会 式

食～

会長 L.苗加康孝 幹事 L.山本始 会計 L.伊勢鐵彌
基本方針
2014～2015 年度決算報告
監査報告
2015～2016 年度予算（案）
2015 年度基本計画（案）

L.苗加 康孝
L.今井 功高
L.中條八一朗
L.伊勢 鐵彌
L.山本
始

第 98 回国際大会（ハワイ）

L.苗加 康孝

■協議並びに幹事報告

誕生月お祝いでウクレレ演奏

ライ
オン

会長 苗加康孝

T.T 時間

L.苗加 康孝

L.山本

ドネーション・ファイン 出席率報告

始

L.島崎 充史

就任挨拶
※例会場の後片付けはみんなの力で！

会長

ライ
オン

苗加康孝 就任挨拶

皆目の重要な年に会長を引き受ける事になりました。L. 苗
んこんばんは、この高岡アラートライオンズクラブの２年

そして、新しい会員とともに、互いに協力しながら、人道的奉
＜出欠返信欄＞
7 月 7 日（月）必着 ☑

加康孝です。そして、第 1 回目の例会に 2 名の新入会員をむ

仕活動をする機会に恵まれた事に、大きな幸せを感じています。
□ 出席
さて、私はアルミ製造業の会社で約 30 年働いています。主に
□ 欠席 又は食事不要 名前 L.
給食センターなどで使用されています。大きな鍋を制作してい

かえる入会式を行えることができます事本当に感謝していま

ます。前のクラブは、３．
１１の東日本大震災では、被災地の
事務局 高岡アラートライオンズクラブ
☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765

す。七月から会長という役職につくことになりましたが、私一

方へいくつもの大鍋を寄贈しました。その結果、被災地の人達

人が会長になったとは思いません。皆様の代表として一緒にラ

に喜んでもらえた訳です。これは、自分自身のプロフェッショ

イオンズ活動をしていくつもりであります。なぜならば、ライ

ナル面を生かしたアクティビティになっている訳です。ですか

オンズクラブはメンバー一人一人の方針によって成りなってい

ら、みなさんの自分の持てる知識や、得意とするところを、奉

るからです。私達は同じ船に乗って航海に出る仲間なのです。

仕活動に結びすける事によって、生涯を通じた有意義なアク

乗組員の全員の思いが一つになれば、正しい船を進めることが

ティビティだということを是非、知っていただきたいと思いま

できません。各人が、与えられた責任を全うし専門性を活かし

す。

スピーディにスムースに奉仕するという目的地に向かって船を

本年度は、皆様のその特性を生かしたライオンズクラブにして

進めて行かねばなりません。このために一人一人がリーダーで

いきたいと考えています。奉仕のニーズはいっぱいあります。

ある事を自覚する必要があります。みんなが自覚することで素

一年間よろしくお願いします。

e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

晴らしい成果をあげることができると思います。

幹事ライ
オン苗山本始

緊張気味の就任挨拶
いろいろな人から何故幹事を引き受けたかと言われるが、
チャーターナイトで数百名の前で司会をして多くの事を学び
ました。国際大会でのパレードは感銘を受けました。私の仕事
はガソリンスタンドの経営ですが以前は現在のコンビニの数
65,000 箇所と同じスタンドがありましたが、今は 29,000
箇所です。時代の変化に対応した経営を行い、自動車販売、リ
ホーム、等多様な仕事で会社を繁栄させたいと思います。また、
高岡アラートライオンズクラブも繁栄させるために努力をいた
します。そのことを考えて幹事の重責をお引き受けした次第で
す。みなさん一年間宜しくお願いします。

Alert -25-

会計

ライ
オン

伊勢鐵彌

テール・ツイスター
ライ
就任挨拶
オン島崎充史

就任挨拶

健康な親鳥から健康な卵を産み
ます。富山県には 100 軒の養鶏所
があります。種鳥がおもな産業で
健康なヒヨコをつくることです。し
かしその様な仕事は現在アメリカや
ヨーロッパに移っています。健康な
食品を頂き豊かになるように頑張っ
ています。奥能登で養鶏を営んでい
ます。

人前でお話することが大変不得意 会長ライ
アラートのポロシャツ紹介
オン苗加康孝
です。しかしテール・ツイスターを
受けた以上現在よりもより大きくな
り最終例会でのテール・ツイスター
を見ていただき変化した自分を見て
ください。

誕生月お祝いライ
オン伊勢鐵弥
ライ
オン今井功高

前三役に記念の楯

ライ
オン

今井功高

ライ
オン

板野吉秀

ライ
オン

ライ
オン
ライ
オン

中條八一朗
吉村鉄也

竹村与志治

会員一同短冊に願いを込めて

新会員

ライ
オン

島谷洋
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会長ライ
オン苗加康孝

新会員

ライ
オン

高橋明大

100 名会員増強夢は大きくライ
オン苗加康孝

メンバースピーチ ライ
オン藤沢強
自己紹介は髪の毛も白くなり 48
歳には見えると思います。自称
48 歳で通っています。生まれて
今日迄の事を仕事の話。
どんな仕事か一言で言うと、保育
所、保育園、小学校の教材を扱っ
ています。学研の学習と科学の販
売からスタートしました。父が初
めました。教材には幅があり、保育園では絵本、ままごと
用具、滑り台等を納めています。小学校ではペーパードリ
ル、プリントなどを納めています。今は少子化の時代、私
は団塊の世代で育ちました。昭和 60 年第二の団塊の世代
には小学生 18,000 人がいました。現在は 9,000 人です。
しかし学校の施設はそのままあります。１クラス 20 名ほ
どで父兄参観日には教室の中に入って聞いていますが、私
の頃は廊下で父兄は聞いていました。
現代の母親のお話：ある保育園で運動会を行う予定の日が
雨で中止になり、園児の祖父母が遠方より見にきたので、
交通費をいただきたいとか？
発表会ではアンパンマンのやりたい人、手を上げて・・・
メンバースピーチ

クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 1６回

例会案内

前回例 会 と一 週間しかありませ ん。 注 意

2015 年 7 月１５日(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～7:45
服 装：自由
会長挨拶 L.苗加 康孝

その中でバイキンマンをやる園児がいたが、母親はバイキ
ンマンをやらせるなら発表会には欠席させます、本当に欠
席しました。一人の園児に付きそうのは父母、祖父母、母
～会 食～
方の祖父母で６名が参観します。お父さんはビデオ、お母
メンバースピーチ
L.藤沢 強
L.福井康介
さんはデジカメです。今の時代は物があふれています。教
L.久田隆司
材を売るのに頭を悩ませているのが現況です。小さな子ど
もと接していると、こっちの気持ちも若々しくなります。
帰朝報告
第 98 回国際大会（ハワイ・ホノルル）
L.苗加康孝
高校の同級生と会うと今も成長しているのではないかと言
■協議並びに幹事報告
L.山本
始
われます。ライオンズクラブでもっと成長したいと考えて
います。
T.T 時間
ドネーション・ファイン 出席率報告
L.島崎 充史
就任挨拶

ライ
オン

福井康介
造園の仕事をやっています。
３年になりました。最近造園の
仕事で多いのは親から譲り受け
た土地の相談を受けます。相続
には家、自動車等があり、当然
駐車場が必要です。庭を潰して
駐車場にするケースが多く見ら
れる。私は土木の資格もあり、
土間などの作業もできます。息子の代になると庭の管理に
大変らしく、相談をよく受けます。庭を半分にすれば管理
費も少なくなり何本かを伐採します。現在は職人が減り、
庭師になる人が少なくなりました。高齢の職人は高い所に
は上れない。新人は剪定ができず、３人で半日で雑な仕事
しかできない。昨日利賀村に行ってキャンプ場の消毒をし
てきました。遠い所、滑川でも何処へでも出向きます。料
金は決して高くありません。是非利用ください。
趣味：L. 苗加康孝に進められて高岡市が越中万葉夢幻譚
に応募したところ第 13 代家持を務めました。しかし財政
難で翌年から廃止となり、私が最後の家持です。瑞龍寺前
自己紹介：こう見えても 50 年生まれ。中学・高校学生
時代からバトミントをやっています。富山県の東部では上
市町が熱心で、西部では高岡市が盛んです。高岡はトナミ
運輸さんがプロと契約をして、バトミントに力を入れてい
ます。必ず決勝トーナメントは高岡市体育館で行われてい
ました。ここ６年間は優勝はせていませんでしたが、その
前は何連勝もしていました。現在バトミント協会の会長は
綿貫さんが努めています。
私の高校のときは打倒高岡工芸、
高岡第一と言っていました。高岡市のバトミントンは多く
の指導者を輩出していて、その裾の広さが強さに繋がって
います。私は富山の桜木町でよく飲みますが、富山市のラ
イオンズクラブは多くあります、当然人口比率で多いので
しょう。飲み方にも振る舞いに疑問を感じたこともありま
した。バトミントンをやってよかったことは。ルールを守
りながらプレーをする。大人になって時に応用が利く、自
分自身が社会に出て負けん気がついた→努力（人によって
度合いが違う）→実社会ヤンマージーゼル入社、そこんで
学んだ事。関西商人の教え：売ってなんぼ、儲けてなんぼ、
朝駆け、夜駆けは当たり前。お客様は神様です。頻繁に聞
かされる言葉です。
上司にこの価格で如何ですかと聞くと、

のおもしろ市で棕櫚の葉っぱで昆虫を作っています。夏休
※例会場の後片付けはみんなの力で！
みの課題で子ども達に教えています。
こう見えてもお茶をやっています。九州のある大学で茶道
＜出欠返信欄＞ 7 月 14 日（月）必着 ☑
部に所属していました。高岡に帰ってから茶道青年部に入
□ 出席
り、高岡市と姉妹都市ホートウエン市でお茶会が開かれそ
□ 欠席 又は食事不要 名前 L.
れに参加しました。今、青年部に入れば旅費がでると理由
で参加いたしました。副部長までやり、現在博労小学校で
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
お茶を教えています。祖母も母もお茶をやっていたので自
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
然と入ることができたと思います。又新会
（男だけの茶会）
で頑張っています。最近の困り事は茶会のイベントをする
場所がない、畳の部屋がない、100 人程の規模の茶会が
できない。松は防災林として、砂地に強く、風に強く、全
国の海岸に植樹されています。今はマツクイムシ等の被害
が見られます。
街路地には多くの種類の樹木が植えられているが。どれも
一長一短があります。台風等で倒れる大きな木は根がしっ
かりついていない事が原因。

メンバースピーチ ライ
オン久田隆司
やはり売ってなんぼ・・・この生
活の一部がカルチャーショックで
した。石川県に移動→富山県に移
動しました。富山県でも高岡商人
は厳しかった。見積もり書提出→
発注→集金（端数を切るのがあた
りまえ）高岡は厳しさを教えてく
れた、高岡は自分を育ててくれた
場所。
富山県は全体的に保守的なところですが、いざ懐に入ると
可愛がってくれる。関東は価格だけ。独立して 11 ケ月
になります。仕事はギフト中心でお中元、お歳暮、贈答品、
香典返し等を取り扱っています。ライ
オン板野吉秀の会社に出入
りしています。
得意先も大事ですが仕入先も大変大事です。
仲間として一緒に努力をしています。決して上目線にはな
らない、買わせてもらっている。高岡アラートに入会した
きっかけは NPO、奉仕団体、ロータリーがありますがや
はりライオンズクラブに惹かれました。ひとつでも協力で
きることがないか、世界中のためにならかいか考えていま
す。高岡で一番のクラブになるようにしたい。
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 1７回

例会案内

2015 年８月５日(水)

場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～活動室
例 会：PM6:30～7:45
服 装：ジャケット着用・バッチ

ライ
オン

ライ
燕昇司正夫 ライ
オン島崎充史
オン今川強
ライ
ゾーン・チェアパーソンオン藤田整司

ライ
オン

苗加康孝

会長挨拶 L.苗加 康孝

クラブ訪問
ゲスト紹介

L.中條雅子

訪問して緊張しています。昨年度

演題「今年度のガバナー方針等」
演題「YCE の現状」

懇談会

自由討論形式で会員と地区役員

はカンボジア事業で素晴らしいア
クティビティに頭が下がるおもい
司会

■協議並びに幹事報告
クラブ訪問
ゲスト 新井敏明 様

T.T 時間

8 月 4 日（月）必着

□ 出席

L.山本 始

です。

L 山本 始

このゾーンは 284 名の会員がお

今日の訪問は特別に何かが

り、家族会員を含めると 411 名

あって訪問した訳ではありませ

です。７クラブが力を合わせ We Serve をモットーに頑

ん。個人的なお願いに近いもの

張りたいと思います。

です。高岡アラートライオンズ

ガバナー方針について主なもの

ドネーション・ファイン 出席率報告

※例会場の後片付けはみんなの力で！

ライ
中條八一朗ライ
オン 水持隆繁オン 竹

美味しいうなぎ

ゲストスピーチ
L.藤田 整司
L.山﨑 正治

食～

藤田整司

村与志治ライ
オン燕昇司信夫のクラブに

L.中條八一朗

～会

ライ
オン

ライ
オン

L.吉村圭子 L.港清年

誕生月のお祝い

＜出欠返信欄＞

ゾーン・チェアパーソン

ライオンズクラブ国際協会 3334-D 地区 2R1Z
L.山本 始
ゾーン・チェアパーソン L.藤田 整司（高岡中央 LC 所属）
地区 YCE 委員 L.山﨑 正治（高岡中央 LC 所属）

L.島崎 充史

☑
クラブとは結成の時に、たまた

・LCIF の献金

まホテルニューオータニ高岡で

・国際大会の参加

警護の関係で知り、アラートと
□ 欠席 又は食事不要
名前 L.
いう文字に素早く反応いたしま

・ガバナー公式訪問 99% の参加
・FWT の参加要請

した。その後、チャーターナイトに出席させて頂き御縁が

・献眼全員登録のお願い

できたわけです。話の本題は：富山大学ボランティア活動

高岡アラートは既に全員登録済ですが高岡中央 LC は３

をしている学生が協力を求めているのに個人的にですが力

0% 余りです。
・薬害乱用防止教室もお願いします。

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

になりたいと考えています。シリア出身で IS の影響を受
け、多くの難民がトルコにいます。生きているのが精一杯
です。若い人達が間違った方向に行かないように人として
支援をしたいのです。彼らが一番欲しいものは車椅子そし

クラブ訪問 YCE 地区委員

て医療用ベッド（パイプベッド）等です。

ライ
オン

山﨑正治

今日のジャケットは YCE の征

輸送の準備も出来ているようです。是非皆様のご支援をお

服です。YCE 留学生の送迎時

願いします。

に目立つ色にしてあります。こ

今日の鰻はせせらぎのお店だとか、以前に福岡町に勤務し

の色は自分の趣味でないことを

ていたときよく利用いたしました。

言っておきます。

提供出来る物があればご連絡ください。

地区で派遣は 7 名受入 4 名で
す。派遣では 6 月に送迎会があ
り 9 月には帰国報告会が催されます。受入は 7 月 17 日
～始まりキャンプが懇親を深め、その後ホストファミーに
10 日程スティいたします。7 月 31 日に昼食会がありま
した。
課題があります。
富山県の派遣が大変少ない。石川県、福井県は弁論大会の
1,2 位が派遣され富山県はそのシステムがありません。
是非、ご家族の子弟やお孫さん、お知り合いの方で派遣希
望者があればお願いします。

LCIF30 回目には本格的な獅子舞が来ます。 ライ
オン苗加康孝 30 回を目指して
ライ
ライ
獅子頭ライ
島崎充史
尻尾
燕昇司正夫
目録読
オン
オン
オン今川強
ライ
獅子舞が登場： オン苗加康孝の献金に獅子が 12 回ローアで応えた
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 18 回

例会案内

2015 年８月 20 日(木)
場所：ホテルニューオータニ高岡
例会：B１錦州 公式訪問 4F 鳳凰の間
理事会：11:00～
例 会：11:30～12:20
服 装：ジャケット着用・バッチ
会長挨拶 L.苗加 康孝

例会

11:30～12:20
ホテルニューオータニ高岡
幹事報告 L.山本始
テール・ツイスターの時間
食事

B1 錦州（雲龍）
L.島崎充史

移動（４F 鳳凰の間）

公式訪問
ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区ガバナーL.田中俊夫

12:30

13:30～

4F 桐の間
三役懇談会（L.苗加康孝 L.山本始

☑

＜出欠返信欄＞ 8 月 18 日（火）必着

□

出席

□

欠席

L.伊勢鉄弥）

又は食事不要

名前

L.

記念品を受け取る７クラブ

■ガバナー入場

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

会長ライ
オン苗加康孝

ローア

■開会ゴング
国旗・ライオン旗に敬礼
国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
来賓・地区役員・参加クラブ紹介
参加クラブ 高岡 LC54 名 高岡古城 LC42 名
高岡志貴野 LC45 名 高岡南 LC31 名
高岡中央 LC31 名１ 高岡フラワー LC47 名
高岡アラート LC32 名
ガバナー歓迎の言葉

ライ
オン

小松千秋

ゾーン・チェアパーソン挨拶

ライ
オン

藤田整司

ガバナー挨拶 要点
「北陸三県は一つでなければなならい。感動できる奉仕
活動に協力して取り組もう」と呼びかけた。

記念品の交換ガバナーライ
オン田中俊夫

ライ
オン

苗加康孝

①ハワイ国際大会でエレクトのリボンを外された事に
感動。
②山田国際会長が誕生したことに感動。
③ LCIF 献金についてのお願い
④会員増強についてのお願い
⑤今年のホームページは良くできています。是非見てく
ださい。
ヘッダーの山は立山・白山を表しています。
雷鳥は富山県の鳥、龍は私の干支でもあります。
来賓挨拶 市長に代わり副市長あいさつ

ガバナーライ
オン田中俊夫挨拶

ＬＣＩＦ感謝状贈呈

記念品の贈呈 クラブバナー贈呈
クラブの質問に対する回答
三役懇談会で述べるライ
オン廣田勉
ライオンズローア
閉会ゴング

ライ
オン

工藤光也

ライ
オン

小松千秋

また会う日まで 全員で斉唱
ガバナー退場

第 18 回例会 場所：錦州 B1 雲龍の間
セレモニー

ライ
オン

山本始 LCIF 楯の伝達

LCIF ピン 20 ドル献金
ＬＣＩＦ楯

ライ
オン

山本始

ローアで雄叫び

ライ
オン

苗加康孝
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クラブ「みんなの力で We Serve」

第 19 回

例会案内 2015 年 9 月 2 日(水)
場 所：松太枝浜海水浴場
理事会無し
例 会：AM6:00～7:00
服 装：自由

会長挨拶

L.苗加康孝

幹事報告
TT の時間

L.山本 始
L.島崎充史

松太枝浜海岸清掃

注 意
通常の例会時間と場所が違います。2 日午前 6 時～（水曜日）です。
清掃場所は松太枝浜海水浴場です。
ご家族の方の参加大歓迎。当日のゴミ袋と軍手は用意いたします。
※尚、雨天の場合清掃活動は中止とします。（例会はいたします）
※地図添付（例会場所）

変なものが沢山

シリア人マゼンも協力

ライ
オン

幹事ライ
オン山本始

会長ライ
オン苗加康孝

ライ
オン

※例会場の後片付けはみんなの力で！

ここ数日天候が不安定で、昨日の夕方から強い風と大雨で
＜出欠返信欄＞ 8 月 31 日必着 ☑
心配の空模様でした。清掃活動をする時には少し青空が覗

□ 出席
きました。今回の清掃活動は
TMC（富山大学留学生 ) と

共同作業となりました。
□ 欠席 又は食事不要 名前 L.
クラブ会員 23 名 TMC 関係者 4 名 TMC メンバーがもっ
と参加する予定が、手違いで場所を間違えたそうです。

燕昇司正夫

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

例会挨拶

2015 年 9 月 4 日北日本新聞掲載記事
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ライ
オン

苗加康孝

マゼンさん挨拶

板野裕子さんの姿も

ローアで雄叫び

新井さん挨拶

ライ
オン

燕昇司正夫

青年は�この海は綺麗ですよ�湘南の方がゴミが多いで

多少シ��クを受けた�

を深めたい�警察や自治体関係と良好な関係を維持した
支援の内容は�難民のためにベ�ト�車椅子�医療品

富山の海�湘南の海�日本の海が環境汚染している事実

燕昇司正夫

井上靖の詩集�海�の一節�海は一枚の大きな紺の布

等の支援です�ＩＳに住処を追われた人びとの難民生活

に�環境保全 プログ ラム�の重要性を確信したのです�

続・大伴家持が見た海

だと歌�た詩人もある�さしずめ波打ち際は�それを縁

康孝は�高岡アラ�トＬＣの目的と合致すると判断�間

を支援するためです�相談を受けた当クラブ会長Ｌ苗加

す�

どる白 いレ� スということになる�
�私 は こ の 一 文が 好

不断の波が次の波に続くように�清掃に清掃を続けなけ

いと�また活動計画の中に�清掃活動�
が書かれています�

きです�

髪入れず速やかに折りたたみベ�ド�車椅子を集める奉

ればならない�清掃奉仕の回数を重ねるたびに新しい協

ライ
オン

島国の日本は�昔から万葉集に数多くの海が詠まれてい

仕活動を開始�その結果多くの支援物資を集めました�

と思います�多様な会員を得ることで�クラブは新しい

日本の代表的な海�湘南は美しい海と思�ていた私は

ます�大伴家持に思いを馳せるとき�往時の越の海�雨

ＴＭＣは高岡アラ�トＬＣの支援に感謝�奉仕は奉仕

今回の清掃参加者は２７名�その中にＴＭＣ�富山ム

視点を持ち�エネルギ�を再活性するのです�この文面

�どちらから来たのですか�と尋ねた�

力者が一人でも増えることを冀うのです�

晴海岸�松太枝浜�の風景が蘇ります�それゆえに私に

に参加頂いたのです�留学生の砂浜清掃は嬉しいかぎり

の心で�信頼は信頼の心で�私たちの清掃活動の参加に

です�この日� 共同で奉仕活動が でき� 信頼が 深まり�

と�て�大伴家持が見た海�の清掃アクテ�ビテ��に
清掃アクテ�ビテ��は�９月２日�早朝６時�７時

私は満足感�充実感で満たされました�ライオン誌９月

至�たのです�それに加え仲介役の警察の方も清掃奉仕

秋雨前線が居座り不安定な空模様ながら�松太枝浜海

号獅子吼�大伴家持が見た海�の掲載の支えもあり�会

は興奮を覚えます�

水浴場にメンバ�が集合�晴れた日には遠くに立山連峰

員にウイ・サ�ブ意識が以前より高まり�意欲的に清掃
に取り組めたのです�確実に高岡アラ�トＬＣが一歩一

は見えない�
私は砂浜に立ち�大きく潮の香を深呼吸�
夏�
海水浴場で賑わ�た海は�秋の風が吹き�浜辺にはキ�

歩前進している有りよう�ＬＣメンバ�外の人たちの参

を眺望できます�残念ながら曇り空が広がるだけで稜線

ンプフ�イアの灰燼�手花火の残滓物などが散乱�海辺

加は�私の心に熱いものがこみあげました�
本年度国際会長Ｌ山田實紘の言葉
�ライオン誌９月号�

は慟哭している�
�ああ海よ悲しまないで� 砂浜よ怒ら
ないでくれ 私たちが海辺を清掃するから�
と私はウイ・

スリムセンタ�の略語�富山大学のイスラム留学生が中

に倣い�アクテ�ビテ��の協力者は各階層で多様化を

を引用すると�会員の各階層で多様化を推進してほしい

心に活動している組 織�留学 生が参 加してく れたこと�

するのです�と考えています�

推進するのです�そして新しい視点を持ち活力を再活性

サ�ブの心を奮い立たせた�

また�夜勤明けの警察の方が２名参加していただいたこ

清掃を終えた私は�清掃活動を見ていた観光中の青年

とは僥倖でした�外国人の参加について経緯を簡単に記
述しなければなりません�
してほしい趣旨を述べられ高岡アラ�トＬＣに要望され

青年は�横浜からです きれいな海ですね�と答えた�

と言葉を交した�

たのです�ＴＭＣのパンフレ�トによると�イスラム留

�いいえ�まだゴミがたくさんありますよ�

８月５日�第１７回例会日�警察の方がＴＭＣを支援

学生に対する偏見を払拭するために地元の方々との交流

汚れた海、拾えども
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 20 回

例会案内 2015 年 9 月 16 日(水)

ゲスト：サリム マゼン 様
ゲスト：新井敏明 様
私の関わりで高岡アラートライオンズクラブに TMC を助

場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～7:45
服 装：自由

けていただきありがとうございます。高岡も都市なみに事
件がおこっています。これからタイヤの盗難などがありの

会長挨拶 L.苗加 康孝

新会員

田中陽一さん

で注意してください。またいろいろな事件があるので防犯

入会式

をよろしく。

誕生月のお祝い

L.松谷吉弘 L.蓑健太郎 L.高橋明大
L.久田知佳子 L.扇子幸子

ゲストスピーチ
演題

TMC 代表理事 サリム マゼン
「シリア避難民の現状と支援活動」

環境保全委員会

松太枝浜海岸清掃活動

L.伊勢 鉄弥

青少年健全育成
委員会

富山県カンボジア王国親善協会
カンボジア受入報告

L.山田 正樹

～会

食～

L.山本 始
■協議並びに幹事報告
アンケー ト用紙 持 参 の 事

L.燕昇司信夫

ドネーション・ファイン 出席率報告

L.島崎 充史

評価アンケートについて
T.T 時間

新会員ライ
オン田中陽一
会長バッジ佩用

ライ
オン

山道樹里

花束贈呈

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞

９月 14 日（月）必着

☑

TMC が一番に考えているのはボランティア活動です。シ

回避の TMC が作られた。

□ 出席
リアの難民に何かをしたい。私達は地域の住民とコミニュ

②ボランティア活動

□ 欠席 又は食事不要 名前 L.
ケーションをとることに努力しています。新井敏明さんか

③地域との融和

ら高岡アラートライオンズクラブをご紹介してもらった。

④英語講座開設

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765

シリア情勢を
NHK で放映していただいた結果、北海道か
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp
http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

⑤地域の清掃活動

ら支援物資を沢山いただきました。高岡アラートライオン

なぜトルコか？

ズクラブからのものは大変良い物です。私の気持ちは大変

頂いた物資はトルコに運ばれる。難民はトルコに避難して

ありがとう。コンテナは 18 日～ 19 日港にきます。富

いる。トルコは親日であり、日の丸をみると物資を大切に

山大学にイスラムの留学生が来た時に私達は彼らを支援す

してくれる。

るために地域に交わるように指導しています。地域の人と

支援していただいた物資については報告書を書きます。

のパイプ役、コミュニケーションをとっています。
人間として、
子どもの為にに支援をよろしくお願いします。

会長ライ
オン苗加康孝より支援物資の現状を説明

質問 : ライ
オン板野吉秀

引渡しを 17 日 13:30 ～

TMC とは何ですか？

コンテナに積み込み作業 18 日 7:00 ～ここ数日天候が

①富山大学にイスラム教のモスクがありました。校内から

不安定で、昨日の夕方から強い風と大雨で心配の空模様で

校外に移設し新しい場所が必要であり、地域とのトラブル

した。

カンボジア留学生お土産
ライ
オン山田正樹
誕生月のお祝い
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ライ
オン

扇子幸子

ライ
オン

山田陽子

ライ
オン

高橋明大

ライ
オン

蓑健太郎

ライ
オン

松谷吉弘

ガバナー・メッセージ新会員ライ
オン田中陽一

クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 21 回

例会案内

2015 年 10 月 7 日(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～7:45
服 装：自由
会長挨拶 L.苗加 康孝

新会員

波岡章 さん

入 会式

誕生月のお祝い

L.久田隆司

L.山道康恵 L.燕昇司裕子

事業報告

常総市水害支援活動報告 Alert 委員会

L.山道樹里

事業報告

シリア難民支援報告

L.山本始

～会

食～

■協議並びに幹事報告
小杉 LC50 周年ゴルフ
７クラブ親善ゴルフ
YCE セミナー報告

L.山本始

評価アンケート集計報告

L.燕昇司信夫

T.T 時間

L.島崎 充史

ドネーション・ファイン 出席率報告

激励の言葉 会長ライ
オン苗加康孝

新会員ライ
オン波岡章

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞

10 月 5 日（月）必着

☑

□ 出席
□ 欠席 又は食事不要

名前

L.

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

会長バッジ佩用 新会員ライ
花束贈呈
オン波岡章

ライ
オン

蓑健太郎

での分担も素晴らしかったと思います。長時間の運転をこ
ライ
なした会長ライ
オン苗加康孝をはじめ、その補佐をしたオン島崎

充史、高速道路の料金を免除する段取りをとったり記録写
常総市台風 18 号水害炊き出し報告
ライ
ライ
オン山田正樹
オン山道樹里

真を撮ってくださったライ
オン燕昇司信夫、料金所ごと料金免
除の交渉をした幹事ライ
オン山本始、熱い鍋のそばで盛り付け

いまこそがその時だ！ ” と思いすぐに参加を決めました。

を続けたライ
オン山道樹里。私も微力ではありましたが拡声器

全国のアラートライオンズが複数チーム集結し、それぞれ

を手に一日呼び込みを行いました。実際に現地に入って、

が分担した役割を全うした素晴らしい活動だったと思いま

被災地が大変な被害を受けていることが解りました。全国

す。鍋と材料を持ってきた青森のライオンズ、鍋に使用す

から何千人というボランティアが集まってきていました。

る水を持ってきた千葉のライオンズ、炊き出したお米をお

現地のライオンズは被災地域の泥の掻き出しに奔走してい

にぎりにするために参加した多くの女性ライオンズ。
我々、

ました。
一日ではありましたが、
そんなボランティアの方々

高岡アラートライオンズには炊き出ししていることの周

に喜んでいただけたかと思うと間接的ではありますが、少

知、呼び込みということで大変重要な任務が与えられまし

しは被災地の役に立てたのではないかと思います。これか

た。日頃から適時の情報発信、広報活動を得意としている

らもできることから活動していこうと思います。

わがクラブにうってつけの任務ではありませんか！拡声器
での呼びかけ、段ボールを使った手書きの呼び込み看板、
メンバー以外にも若い女性たちに協力をお願いしての声掛
けなど、実際はアナログな活動ではありますが今回参加し
た 6 名のメンバーが、すべてのボランティア参加者にお
知らせしようと取り組んだ結果、多くの方々に鍋とおにぎ
りを召し上がっていただけたと思います。鍋を作っていた
青森のライオンズの方が “ 思ったより配布することがで
きた、予想していたよりも残っていない ” とおっしゃっ
てくださったことに、やれることは出来たのかなと手ごた
えを感じています。ライオンズチームごとの仕事の分担も
さることながら、高岡アラートライオンズのメンバーの中

誕生月お祝い

ライ
オン

燕昇司裕子

ライ
オン

久田隆司

ライ
オン

山道樹里
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 22 回

例会案内

2015 年 10 月 21 日(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～7:45
服 装：自由
会長挨拶 L.苗加 康孝

10 年

モナーク・シェブロン賞
L.竹村与志治 40 年 L.中條八一朗

～会

食～

メンバースピーチ

演題「自己紹介

メンバースピーチ

演題「秒息 30 万㌔メートの誘い」L.今川

」L.今井功高
強

メンバー・スピーチ ライ
オン今井功高
アラートライオンズクラブの感想： ライ
オン今井功高（いまいの
■協議並びに幹事報告

L.山本 始

メンバー・スピーチ ライ
オン今川強
今川強です、私の仕事は 30 年間大同生命に勤務していま

かたかごふれあい祭りについて
L.伊勢 鉄弥
りたか）
です。一回でなかなか読まれません。難しいです。

す。多分男性で同一地区で 30 年間勤務している人は全

福岡高校から大学に進み公務員をなるつもりでしたが現在

国で 2 ～ 3 人でしょう。富山県では私一人だと思います。

税理士をやっています。学生時代はそれほど一生懸命では

最初は自転車で高岡市内を営業していました。

ありませんでした。社会人になって頑張っています。現在

演題は「秒速 30 万㌔の誘い」です。この演題の意味が

T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

L.島崎 充史

は私と女性スタッフ５名でやっています。高岡アラートラ
※例会場の後片付けはみんなの力で！

分かる人はおられますか？これは私の趣味の世界のお話で

イオンズクラブ以前の在籍クラブではスリープしていまし
＜出欠返信欄＞ 10 月 19 日（月）必着 ☑

す。光は一秒間に地球を７回半廻ります。月からは 1.2 秒、

た。私にとっては昼の例会はハードルが高く、世代間の違
□ 出席

太陽からは 8 分程で届きます。

和感がありだんだんサボリ行かなくなりました。現在のア

光の親戚は電波です。その電波を利用しているのが携帯電

ラートライオンズクラブは明るい雰囲気で私のライフスタ

話です。アラート的にこの電波をご説明いたします。

イルになっています。リフレッシュの感覚で例会に出席し
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765

皆さんご存知の「タイタニック」の映画で船が沈もうとし

e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

ています。他のクラブの方から羨ましいと言われます。→

ている時、スミス船長が通信室に出向き急いで打電してく

これはすごいことです。皆さんも最初はなかなか溶け込め

れ。come quickly danger

ないと思いますが、アクティビティをすることで連帯感が

CQD ？ Sir と聞き返した無線士に船長は "Yes, CQD a

生まれます。ライオンズクラブを真剣にやっている訳では

distress call と答えた ”

ございませんが楽しんでいます。

CQD をモールス符号で表すと「－・－・、－－・－、－・
・」
，

今話題のマイナンバーについてお話します。

打電内容は「海難緊急信号」ですが大変伝わりにくかった。

マイナンバーは配布される最中です。このマイナンバーの

緊急 Save Our Ship です。

目的は税金、社会保障で利用されるものです。通知カード

SOS は「・・・、－－－、
・・・」となります。

が届けば引換券（写真等を貼る）

さてご存知のイスラム（IS）に殺害された後藤けんじさん

年末には従業員のカードを預かります。
法律的に支払調書。

についてのお話。

預かるのはリスクが高いので現実的な方法としてコピーを

アマチュアの間では後藤さんはまばたきで信号を発信して

して金庫に保管する方法が良いと思います。このマイカー

いたとの噂がありました。

ドは国が利用するものだと思います。

まばだきで「私をたすけないでください。
」映像を何回も

最後になりますが、皆さんと仲良くして活動したいと思い

みてまばだきから信号を読み取ることはできませんでし

ます。何か質問があれあ

た。日本語の発声文字を長点・短点のその間に空間があり

ライ
オン

表現することは難しい。この話はデマということとなりま

答え：全部把握されています。

した。

□ 欠席 又は食事不要

名前

L.

苗加康孝：沢山通帳がある場合どうすればよいか？

山に登られる人がいると思います、携帯電話が通じない場
合の連絡方法として光で信号を送ることができます。
（ス
マートホンで実演 音と光）なかなか良い方法と会員は感
心した。右写真参照
モールス信号はアマチュアだけの世界になっています。
質問：手旗信号との違い
答え：手旗信号とモールス信号とは別のものです。

新会員ライ
花束贈呈
オン名免良秀仁
竹村与志治
モナーク・シェブロン賞 10 年
ライ
オン
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 23 回

例会案内 2015 年 1１月 4 日(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～7:45
服 装：自由
会長挨拶 L.苗加 康孝
入会式
新会員入会式

誕生月のお祝い L.中山剛志

L.扇子忠之

L.五箇晃子

L.吉田耕己 L.川渕佑子

LCIF 献金感謝の楯贈呈 L.蓑健太郎

～会

食～

ゲストスピーチ
高岡市総務部総務課危機管理室 室長 久郷 聡 様
演題「 東日本大震災から４年半。今、何をすべきか？」

■協議並びに幹事報告

L.山本 始

クリスマス家族例会＆結成例会について

T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

L.島崎 充史

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞

11 月 2 日（月）必着

☑

新会員ライ
会長バッジ佩用
オン五箇晃子

□ 出席
□ 欠席 又は食事不要

名前

L.

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

花束贈呈

ライ
オン

蓑健太郎

誓いの言葉

ライ
オン

五箇晃子

ライ
オン

新会員あいさつ 五箇晃子
ライ
オン

伊勢鉄弥と同じ年に青年会議所に入りました。いろいろと議

誕生月お祝い

ライ
オン

吉田耕己

ライ
オン

扇子忠之

ライ
オン

中山剛志

論をしたことを思い出します。青年会議所を卒業して８年も過
ぎて皆さんがこのようなボランティア活動をしておられ感心し
ています。これからはボランティアに協力いたします。

クラブ会長殿

す。

時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

世界に貢献している象徴として誇りを持って、メルビン・ジョ

さて、同封致しましたのは、クラブ旗に付けるメルビン・ジョ

ンズ・フェロー・バナーパッチをクラブ旗に付けてください。

ンズ・フェロー・バナーバッチが 1989-90 年度に承認され

共に奉仕を、

て以来、貴ライオンズクラブは、この度初めてフェローを出し

LCIF 理事長 ジョー・プレストン

てこのアワードを獲得なさいました。各会員の皆様にそのお祝
いを申し上げます。この重要な目標達成に努力して下さった会
員一人ひとりの功績を称えて、バナーバッチ及びシェブロンを
クラブ旗に付けてください。
LCIF 援助交付金により支えられている人道主義的奉仕事業及
びプログラムの資金の大部分は、フェロー寄付から来ています。
主にこのような寄付金の故に LCIF 理事会は、国際援助交付金
プログラム及び四大交付金プログラムを設立することができま
した。メルビン・ジョンズ・フェロー・プログラムのお陰で、
私たちは今まで以上に人道主義的奉仕に臨むことができるので

Alert -35-

ゲスト・スピーチ

久郷聡様

あいさつの前にテーブルに置かれたシリア難民のこどもの
写真が心を痛めたとの言葉ありました。
1. 被災地支援でかんじたこと
高岡市の支援
支援内容 支援地 備考
緊急消防援助隊 名取市 3/11 ～ 4/13
給水活動・漏水調査 龍ケ崎市 3/25 ～ 4/21
避難所運営 多賀城市 3/29 ～ 4/16
保健師 気仙沼市 3/20 ～ 7/8
医師・看護師・薬剤師 釜石市 3/29 ～ 4/27
生活支援窓口業務 多賀城市 4/17 ～ 7/31
災害復旧・復興常務 多賀城市 実施中
被災者受入・各種支援 大滝宿舎等 実施中
各種ボランティア 各被災地・ボラセン 実施中
義援金 募金箱 実施中
支援物資 各被災地へ 終了
消防：高岡市の活動が海外の新聞掲載された。
給水活動：
避難所支援：男女ともトイレが大変である。
多賀城小学校の写真：こどもとあそぶ事もボランティア
保健師活動：
ボランティア：炊き出し
ボランティア：物資仕分け
物資提供：富山日伯交流友の会
ファイト新聞：小山里子編集
2. 震災後の取組
①津波対策②避難対策③広域的連携の強化④防災教育と地
域防災力の向上
津波防災訓練：訓練は課題を見つける為に必要。市内 27
小学校
高齢者訓練
津波避難訓練 避難所運営訓練の実施 要支援者訓練、福
祉避難所運営訓練
出前講座（小中学校：命を守る行動）
子供たちは自分自身で考えるようになる 地域ぐるみで防
災を考える
出前講座（外国人：お互いの理解 )
出前講座（高校：ボランティア、職業）
インフラは復旧しているが家族を亡くした方はまだ心の復
旧をしていいない
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3. 今、何をすべきか？
10 月 19 日 高岡南高校の取組
①こども達に震災を伝承すること
②取組を継続し前進すること
③人間を救うのは、人間であること
質問：常総市に支援に行きましたがボランティアの登録で
何時間もかかるが高岡市の対策は？
答え：高岡市の本部はここ（高岡市ふれあい福祉セン
ターー）
高岡市は県とマニュアルを作っている。受付の訓令は成美
小学校で実施
毎年訓練：実体験が必要 社協の方々が受付の訓練を行っ
ています。
関わり方はそれぞれでも、苦しんでいる人を助けたいとい
う目的は同じ

獅子舞

ライ
オン

今川強

ライ
オン

燕昇司正夫

ＬＣＩＦ基金を祝し獅子舞

ライ
オン

中山剛志

楯を掲げるライ
オン蓑健太郎

クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 24 回

例会案内

2015 年 1１月 18 日(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター2F 集会室
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～7:45
服 装：自由
会長挨拶 L.苗加 康孝

入会式

新会員入会式 L.土合建雄
新会員入会式 L.関
勝

～会

食～

メンバースピーチ
L.伊勢鉄弥
L.板野吉秀

演題「高岡アラートライオンズクラブとともに」
演題「私の歩んだ趣味の道
」

委員会報告

アクティビティ報告
献血（イオンモール高岡）
かたかごふれあい祭り
鍋支援
ライ

メンバー・スピーチ

オン

■協議並びに幹事報告

L.伊勢 鉄也

伊勢鐵弥
父親がライオンズクラブ
L.山本 始

新会員

左写真： ライ
オン関勝

右写真： ライ
オン土合建雄

ブルーインパルスのお話：

に入っていて、小中学校

空への憧れです。しかしブルーインパルスは戦争の道具で

の時、何をしているのだ

す。F1 のレースカーは約 8 億円ブルーインパレスは一機

ろうかと思っていまし

30 億～ 40 億円です。ブルーの閃光が素晴らしい。中学

た。高岡アラートとはど

一年の時、浜松でのショーで 1 ～ 6 機が下降して花開く

んなクラブで、アラート

のを見ました。4 機目だけが外に出て墜落。ジャーナリス

名前
L.
とはどんな意味かと思っ

ト竹田はこれについて思想統一について述べている。一瞬

ておりました。父親は私が小さい時はサラリーマンをして

の 0.9 秒で判断しなければなならない。この判断が正し

T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞

11 月 16 日（月）必着

☑

□ 出席
□ 欠席 又は食事不要

L.島崎 充史

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

いました。小学校３年の時鶏の仕事をいたしました。会社

いか否か。事故検査官は実際に飛行機に搭乗。政治的な事

を立ち上げ 40 年間会社を継続することは大変な事です。

もあったかもしれません。自分に命令を受けた時、どう判

ダイエーの様なおおきな会社もいいのですが、良い物を提

断するか大変重要です。

供する健康な卵を生産する事としました。良い玉子を作ろ

逸話：野球で２アウトランナーなしでバンドのサインがで

う。健康な鶏が良い玉子を生むのです。

た。彼は忠実に履行。

長野県の教育長の言葉：食べ物を変えれば心が変わる。マ

思想統一はトラブルが生み易い。皆で考えるのが一番いい

クロナルドもいいでしょう、タバコやコーラ等もいいで

ものが出来上がる。ライオンズクラブをもっとよくするた

しょう。しかし好ききらなしに美味しい水や昔からの食べ

めに、自分の意見を通す人もいるが、いろいろな人がいる

物は心が綺麗になります。食べ物に気を付けている人はき

のでいろんな意見を聞くことよいクラブになると思う。

れいな人になります。ビューティフルは水、味噌など伝統

是非、来年の国際大会福岡大会に行きましょう。ブルーイ

的な食べ物で生活することが必要です。

ンパルスが飛びます。

また、焼き肉恵比寿は安くて旨い。でも肉は焼かなければ
ダメ。ユッケは生の食べ物。肉は火を通すレアーはなるべ
く避けることです。肉は闘争本能がでます。肉はあまり食
べない方がよいと思います。バランスの良い食事が大切で
す。
食べ物や音楽や花がある生活は豊かな生活ができます。豊
かな心になれます。食べ物によって変えてゆく。店のテー
ブルにお花を生ける。お花があれば豊かになれます。当ク
ラブの L. 五箇晃子さんがいるだけでクラブが明るくなり
ます。しかし、
自分の会社には美しい人は採用しません
（自
分の心に影響がある、気がそれる）ある時、スーパーの社
長と神社でお参りしました。彼は祈りで国家安泰、世界平
和などでした。
ライオンズクラブに入会して損得より善悪。
道徳心をもって経済活動をしなければならない事を感じま
した。

国際平和ポスター 藤田悠利君の作品を説明
キャビネットにクラブで推薦

ライ
オン

竹村与志治
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 2５回

例会案内

2015 年 1２月 1０日(木)

場所：フェルヴェール

高岡市福岡町下老子 775-2
電話 0766-64-8805
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装：自由
昨年の 12 月 10 日ニューオータニ高岡で結成式から 1
年を迎えました。記念すべき日、一年を振り返り、杯を
酌み交わしたいと考えています。多くの会員参加をお願
いします。※場所及び時間に注意

会長挨拶
MJF 伝達式 プログレス MJF ピン 9720 13 回-9724 17 回目献金
記念講演 「結成から一年を迎えて」
スライドによる一年の活動報告
■協議並びに幹事報告

L.苗加 康孝
L.
L.水持 隆繁
L.山本
始
L.山本
始

T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

L.島崎 充史

■懇親会

司会：大会・計画委員会担当

開宴の言葉
ウィ・サーブ

L.苗加 康孝
スポンサークラブ会長 L.荒井
一

ローアの発声
閉会の言葉

L.竹村与志治
L.板野 吉秀

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞ 12 月 8 日（火）必着 ☑
日 時 ・ 場所に 注意 当日 お酒 が で ま す 。 飲 酒 運 転 は 絶 対 ダ メ 。
登録料：3,000 円当日集金いたします。

□ 出席

ライ
ライ
高岡古城ＬＣ 名誉顧問ライ
オン伊勢豊彦 会長オン荒井一 幹事オン金刺幸司
写真白黒は画像色彩が！

基調講演「結成より１年を迎えて」 ライ
オン水持隆繁
昨年 12 月 10 日にニューオータニ高岡で結成式をしま
した。高岡古城ライオンズクラブと L. 伊勢豊彦ガイディン
グライオンの前で高岡アラートライオンズクラブの自慢をし
たいと思います。
一年間を評価すると 150% だと思います。
本当にいいクラブができたと思います。

ライ
オン

ライ
燕昇司信夫
□ 欠席 又は食事不要
名前 L.
オン水持隆繁
ライ
スライドで一年の活動報告 オン燕昇司信夫
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
高岡アラートライオンズクラブの一年
高岡アラートバナー中央の赤は日の丸を表現黄色はイメージ
カラー鳳凰と文字及び梅鉢紋は高岡の地域を表現
日本順位：3799 番目 複合順位：477 番目地区順位：
110 番目
2014 年 11 月 26 日 於：富山県高岡文化ホール会議室
出席者：ガバナー他地区役員 4 名 スポンサークラブ会長・
幹事 結成出席者：19 名
2014 年 12 月 10 日
場所：ホテルニューオ－タ二高岡
出席者：ガバナー他 13 名 会員：23 名
申請書にサイン ライ
オン板野吉秀
スポンサークラブ会長 ライ
オン吉岡隆一郎
ライ
初代会長 オン竹村与志治
2014 年 12 月 20 日 第 3 回例会
クリスマス家族例会会長ライ
あいさつ
オン竹村与志治
家族とまた会う日まで
2015 年 1 月 21 日 第 5 回例会
チャーターメンバー署名 ライ
オン島崎充史
2015 年 3 月 4 日 第 7 回例会 誕生月のお祝い
2015 年 3 月 8 日 チャーターナイト
2015 年 3 月 26 日 CN 記念事業 カンボジアに文房具
を贈る
2015 年 4 月 1 日 新会員入会 ライ
オン吉村鉄也
2015 年 4 月 15 日 消防署 AED 研修会
2015 年 4 月 25 日 長野県白馬村大地震視察
2015 年 5 月 7 日 早朝例会 松太枝浜海水浴場清掃活動
2015 年 5 月 14 日 高岡古城 LC
チャーターナイト記念ゴルフ
2015 年 6 月 8 日高岡アラート LC 第 1 回ゴルフコンペ
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2015 年 6 月 13 日
埼玉レスキューライオンズクラブチャーターナイト
2015 年 6 月 17 日 年次例会
2015 年 6 月 21 日 LFH 下草刈作業
ライ
2015 年 7 月 8 日 ライ
入会式
オン高橋明大
オン島谷洋
2015 年 7 月 25 日 明石魚住ライオンズクラブ
大鍋贈呈クラブ訪問
2015 年 8 月 6 日 ライ
LCIF12 回目獅子舞
オン苗加康孝
2015 年 8 月 20 日 ガバナー公式訪問
2015 年 8 月 29 日 LFH 秋の下草刈
2015 年 9 月 2 日 早朝例会 松太枝浜海水浴場清掃活動
24 名参加 TMC・高岡警察署 2 名
2015 年 9 月 3 日 カンボジア留学生ホームセティー
2015 年 9 月 11 日 シリア難民支援物資点検
2015 年 9 月 16 日 ライ
オン田中陽一入会式
2015 年 9 月 21 日 常総市水害支援ボランティア活動
2015 年 9 月 30 日
高岡地区７クラブゴルフコンペ世話役
2015 年 10 月 7 日 ライ
オン波岡章入会式
2015 年 10 月 8 日 世界ライオンズデー清掃活動
2015 年 10 月 18 日
有志で松太枝浜海岸清掃 マイクロプラスチック
ライ
ライ
ライ
ライ
オン苗加康孝
オン山本始
オン燕昇司正夫
オン燕昇司信夫
ライ
2015 年 10 月 21 日 オン名免良秀仁入会式
2015 年 11 月 8 日 献血活動
2015 年 11 月 14 日 かたかご苑ふれあい祭り
ライ
2015 年 11 月 18 日 ライ
オン関勝
オン土合建雄入会式
2015 年 12 月 5 日 シリア難民支援第 2 弾
最後 国際平和ポスター 334-D 地区 677 枚の最高位
優秀賞獲得 地区代表に選ばれる 戸出西部小学校 6 年生

ＬＣＩＦ雄叫び

ライ
オン

苗加康孝

名誉顧問ライ
オン伊勢豊彦バッチ佩用 前会長挨拶

ローア発声

ライ
オン

竹村与志治

高岡古城ＬＣ会長挨拶

ライ
オン

荒井一

ライ
オン

竹村与志治 発言の主なもの

長島茂雄は巨人軍は永遠に不滅です。と言いましたが高岡アラートライオンズ
クラブの永遠です。次年度の副ゾーン・チェアパーソンライ
オン苗加康孝をみんなで
支え、会員を 50 名に増員しましょう。今日ののネクタイはチャーターナイト
で着用したものです。

＄20 献金バッチ贈呈
ライ
ライ
オン名免良秀仁
オン田中陽一

ライ
オン

五箇晃子

ギター演奏 ライ
オン今川強
禁じられた遊び 時代背景を丁寧に説明

ライ
オン

関勝

1940 年 6 月、ドイツ軍から逃げるため街道を進む群衆

すると、そこに神父が現れ、

の中に、幼い少女ポーレットがいる。そこに戦闘機によ

十字架を盗んだのはミシェル

る機銃掃射があり、ポーレットは一緒にいた両親と愛犬を

であろうと明かす。ミシェル

失ってしまう。ポーレットは愛犬の死体を抱きながら川沿

はその場から逃げ出し、家出

いの道を彷徨い、そこで牛追いをしていた農家の少年ミ

をする。水車小屋に隠れたミ

シェルと出会う。
ミシェルの家庭は貧しかったが、
ポーレッ

シェルは、盗んだ大小さまざ

トが両親を亡くしていることを知り、彼女を温かく迎え入

まな十字架で美しく装飾した

れる。ミシェルはポーレットに親近感を持ち、無垢なポー

自分たちの墓地を、満足げに

レットもミシェルを頼るようになる。ポーレットは死とい

見つめていた。その夜、ミシェルはこっそりと家に戻り、

うものがまだよく分からず、神への信仰や祈り方も知らな

自分たちの墓地がとても素敵になったとポーレットに伝え

かった。ポーレットはミシェルから「死んだものはお墓を

る。しかし翌朝、ミシェルがポーレットに墓地を見せよう

作るんだよ」と教えられ、愛犬の死体を人の来ない水車小

とした矢先に、警官がミシェルの家を訪ねてくる。父は、

屋に埋葬し、祈りをささげる。愛犬がひとりぼっちでかわ

警官が来たのはミシェルが十字架を盗んだからだと思い込

いそうだと思ったポーレットは、もっとたくさんのお墓を

み、ミシェルを見つけ出して十字架を隠した場所を聞き出

作ってやりたいと言い出す。ミシェルはその願いに応えて

そうとする。ところが、警官がやってきた本当の理由は、

やりたくなり、モグラやヒヨコなど、様々な動物の死体を

戦災孤児として申告していたポーレットを孤児院に入れる

集めて、次々に墓を作っていく。二人の墓を作る遊びはエ

為だった。
それまで口を割らなかったミシェルは慌てだし、

スカレートし、ついには、十字架を盗んで自分たちの墓に

十字架の場所を言うからポーレットを家に置いてくれと父

使おうと思い立つ。そのころ、馬に蹴られて寝込んでいた

に頼んで、十字架のありかを白状する。しかし、父は約束

ミシェルの兄が亡くなり、ミシェルは父が用意した霊柩車

を破り、
ポーレットの身請けの書類にサインをしてしまう。

から飾りの十字架を盗む。十字架が消えていることに父が

怒ったミシェルは家を飛び出して水車小屋へ走り、腹いせ

気づいてミシェルを問い詰めると、ミシェルは隣人がやっ

に十字架を次々に引き抜いて川に投げ捨てる。すべてを捨

たのだと言い逃れをする。葬儀に参列したポーレットが教

てたあと、ミシェルは車のエンジン音を耳にする。それは

会にある美しい十字架を気に入ったので、ミシェルはその

ポーレットが連れて行かれる車の音だった。ポーレットは

十字架も盗もうと教会を訪れるが、失敗して神父に追い

多くの人であふれる駅に連れてこられる。修道女によって

返される。すると、それを聞いたポーレットは、ミシェル

首から名札を下げられたポーレットは、この場所から動か

の兄が埋葬されている墓場にも十字架は沢山あると言い出

ずに待っているように言われて、その場に残される。ポー

す。ミシェルとポーレットは、爆撃で光る夜空の下、墓場

レットが一人きりになると、
人ごみの中から「ミシェル！」

から多くの十字架を盗みだして自分たちの墓地へと運ぶ。

と呼ぶ声が聞こえてくる。その声にハッとしたポーレット

ところが、墓参りに行った家族が、墓場が荒らされている

は涙して、ミシェルの名を叫びながら探しに行く。しかし

ことに気づいてしまう。ミシェルの父は、息子の十字架ま

人違いで、ミシェルはいない。ポーレットはママとミシェ

で引き抜かれているのを目にして激昂し、それを隣人のせ

ルの名を泣き叫びながら走り出し、雑踏の中へと姿を消し

いだと思い込んで、隣人と取っ組み合いの喧嘩を始める。

ていく。
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誕生祝いライ
オン板野裕子

伝法谷誠子さん

子供を泣かすサンタさん 爺ちゃん嬉しそう

手元をよく見てください演奏ライ
オン苗加康孝

子供の笑顔

シリア支援よろしくお願いライ
葉っぱで昆虫作成ライ
オン燕昇司信夫
オン福井康介 津幡あやめちゃん

高橋ご家族

向浩美さん

ライ
オン

水持隆繁

ライ
オン

中條八一朗ライ
オン山田正樹

ライ
オン

関勝

ライ
オン

板野吉秀

ライ
オン

五個晃子

ライ
オン

今井功高

世界中に食料も満足に得られない時、私達は暖かい所でパーティを致しました。この恵まれた経済的環境か
ら寄付金を捻出し支援することで高岡アラートライオンズクラブはパーテーでオークションを実施いたしまし 津幡智子さん
た。会員の多くに商品を提供してもらい、会員が高額で買っていただきました。オークションの全額と寄付金
すべて支援金 といたします。総額 181,000 円
高岡アラートライオンズクラブ会員・家族の思いに感謝いたします。オークション商品＆オークション風景
カッターシャツ 130 着 紳士服６着 スターバックスコーヒー 紅ズワイガニ 3 匹 空気清浄器ユニバー
サル・スタジオ・ジャパンパスポート 2 枚 シホンケーキ 2 個 牛肉 400 グラム５個 シャンペン タブレッ
ト 玩具（ブロック ) 体重計（タニタ ノンオイル（油を使わない ) お菓子（マロンとチョコレート）苺 2 ケー
ス 猿木目込み人形 高級鍋３セット お菓子 キーホルダー 香料 ゴルフプレー券） 習字セット タオ
ビンゴ担当ライ
オン高橋明大
ルセット 昆布セット 朱肉 お酒２ 陶器 50 個 写真：集合写真来年も又会いましょう。
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 27 回

例会案内 2016 年 1 月 6 日(水)
場所：なごみ庵 高岡市末広町 7-25
電話 0766-23-3750
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装：自由
※ 場 所 及 び 時間 に 注意

会長挨拶

L.苗加 康孝

年男のお祝い L.水持隆繁

年男

ライ
オン

関勝

年男

ライ
オン

水持隆繁

コメント 水持隆繁
なごみ庵は今日で 3 回目です。以前は青年会議所で使いま
した。さて、会長のあいさつで謙虚にという言葉もよいの
ですが、自慢してください。駅伝で優勝した青山学院大学の
監督原さんは自慢して学生を褒めることが大切の言っていま
す。当クラブも 200% の実績を是非自慢してください。ラ
イオン誌 4 ページに国際会長のメーセージは当クラブと同
じです。自慢してください。会長 L. 苗加康孝は副ゾーン・チェ
アパーソンそしてゾーン・チェアパーソンとなります。クラ
ブ員全員で支えましょう。ゾーン・チェアパーソンとは何か
を学んでください。ウィ・サーブの発声は L. 関勝にお願い
します。
ライ
オン

L.関勝

誕生月のお祝い L.福井康介 L.山本始
波岡福子 島崎亨子 竹村泰子 関和子

■協議並びに幹事報告
T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

■懇親会

司会：大会・計画委員会担当

L.島崎 充史

開宴の言葉
ウィ・サーブ

L.苗加 康孝
年男 L.水持 隆繁

ローアの発声
閉会の言葉

L.竹村与志治
L.板野 吉秀

※例会場の後片付けはみんなの力で！
ライ
年男お祝い
年男
オン関勝

ライ
オン

水持隆繁

＜出欠返信欄＞ 1 月 4 日（月）必着 ☑
日 時・ 場所 に 注 意 当 日 お 酒 が で ま す 。 飲 酒 運 転 は 絶 対 ダ メ 。
登録料：3,000 円当日集金いたします。

□ 出席
□ 欠席 又は食事不要

名前

L.

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

福袋２番くじ当たり

ライ
オン

有沢竜尚
LCIF バッチバッジ佩用ライ
オン山本始

会員増強賞伝達ライ
オン松谷吉弘

ＬＣＩＦ基金伝達ライ
オン蓑健太郎

会員より赤ちゃん誕生ライ
オン中山剛志

おめでとう福袋当たり

ライ
誕生月のお祝い ライ
オン関和子
オン島崎享子
ライ
ライ
ライ
オン山本始
オン波岡福子
オン福井康介

ライ
オン

竹村泰子
福袋１等賞おめでとうライ
オン五箇晃子 薬物乱用教育指導員受講
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 2８回

例会案内 2016 年 1 月 20(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装：自由

会長挨拶

L.苗加 康孝
～会

メンバースピーチ

食～

L 板野吉秀 演題「私の歩んだ趣味の道」
L.蓑健太郎 演題「
」

■協議並びに幹事報告
第三弾シリア支援について
T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

L.島崎 充史

メンバー・スピーチライ
オン蓑健太郎

自己紹介
※例会場の後片付けはみんなの力で！
私は砺波市で弁護士事務所をしています。産まれたのは母
＜出欠返信欄＞ 1 月 18 日（月）必着 ☑
親の実家近くの中彦産婦人科です。母親の実家は仏壇屋で
某ピアノ教室の先生をしていました。小学 4 ～ 5 生ころ
小馬出町で過ごしていました。
□ 出席
高岡に馴染みがあります。
□ 欠席 又は食事不要 名前 L.
ライオンズクラブに入会のきっかけは L. 伊勢鉄弥の勧め
で入会しました。現在はとなみＪＣ会員です。ライオンズ
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
クラブやロータリークラブは固定していたので入会のタイ
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
ミングは今しかないと思い入会いたしました。またライ
オン板野
吉秀から昼食に誘われ、熱くライオンズクラブの事を語ら
れ、引き込まれました。歴史や伝統にこだわらない理想の
クラブです。
仕事の話
最近多いのは相続の問題です。相談者は 80 代相続人は
60 代～ 50 代の方で兄弟が５～ 6 人もいて、その数名
は東京方面 ( 都市 ) の方で、年に 1 回位しか帰省しませ
ん。長男そしてお嫁さんがご両親の世話面倒をみているの
です。両親の財産は当然、長男に相続させたのですが兄弟
がクレームをつけることが多いのです。
財産相続には遺留分があります。一定額は都会の人が相続
します。その結果、地方の金融機関、信用金庫の資金が都
市銀行に移動します。すごいスピードで資金が流出してい
ます。何世代かで都市に移動する事が大きな問題です。ま
た残された資産は売れない土地、畑、山等だけが地方に残
ります。
財産でも名義が何代前のものがあり、戸籍をたどりながら
相続人を探す作業があります。その場合相続人が 30 人位
になる場合があります。相続人は海外在住、返事のない人
などの住所を見つけ手続きをとりたいのですが、日本領事
館で邦人の所在確認など大使館でサインの証明書などいろ
いろな理由でやっかいな問題があります。
言葉の問題
例えば友達・親戚にお金を貸したりする相談。
教訓として貸すべきではない人が多くなる。身内の助けが
なくなり、行政で面倒をみてほしいという考え方がでてく
る。身寄りのない人の関係の問題。
借金を整理したいとの相談。その後が大変気になる。
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刑事事件
この事案は弁護した後がどのようになったか心配です。
起訴された人は過去に問題があったり、生い立ちなど、両
親が離婚、境遇が恵まれていない場合が多くあります。新
聞報道で一回弁護して→もう一回犯罪が新聞に載るといた
たまれない気持ちになります。なぜ再犯したのか？結局自
分にできることに限りがある。
とりとめもない話
弁護士会で中学・高校に出向いて授業をいたします。い
じめ問題、労働問題を学習教育でみんなに考えてもらう。
18 才で選挙権について高校の方から依頼がたくさんく
る。下地ができたからと言ってアメリカの様に主体的に考
えるようになるか疑問です。これから大人になる人は大変
です。
もう一人メンバースピーチの予定でしたが困った ___
質問タイム
ライ
仕事以外のお話しを伺いたい
オン山田正樹
ライ
オン蓑健太郎
母親の影響で楽器をやっていた。トランペット、マーチン
グドラム、サックスを吹いた。
大学時代レコード巡り。今は ipod の時代です。
体を動かすことが好きです。ハンドボール。弁護士会で野
球をやっています（突き指しました）故障者リストに入っ
ています。
弁護士で大変だったことの質問にたいして
勉強、試験
司法試験は東京の弟のマンションで泊まり、受験しました
が、前日弟がテレビを見ていて睡眠不足で受験しました。
弁護は人の人生がかかっているので大変。
全てに事案が全部違う（人の意向が関わってくるから）
その他離婚の事案が多く（人間模様が・・・・割愛します）
具体的な話をされたが、文章にはいたしません

クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 29 回

例会案内

2016 年 2 月 3(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター

理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装 ： ジ ャケ ッ ト着 用 ・ バ ッ チ佩 用 ・ 名 札
高 岡 市 長 ゲ ス トス ピ ー チ
会長挨拶

L.苗加 康孝
新会員 入会式 中川敏裕さん
節分豆まき
～会

ゲストスピーチ

クラブ三役
食～

演題「自治体と“危機”管理」
高岡市長 高橋正樹様
ライ
オン

山本始

鬼 ( ライ
オン燕昇司正夫 ) 市長高橋正樹様

ライ
オン

苗加康孝

福 ( ライ
オン名免良秀仁 )

■協議並びに幹事報告
第三弾シリア難民支援報告
国際平和ポスター・コンテスト報告
T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

L.島崎 充史

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞

□

2 月 1 日（月）必着

☑

出席

□ 欠席 又は食事不要
L.
ゲスト・スピーチ
高岡市長名前高橋正樹様

激励の言葉ライ
新会員ライ
オン苗加康孝
オン中川敏裕

スピーチの概要
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
実は演説があまり得意な方ではありません。市長になってから
喉を傷めてしましました。
お酒はあまり飲みません。
仕事で少々
の飲む程度です。しかしお酒の席は好きであります。
趣味は積読、文房具収集です、後程詳しくお話しいたします。
さて、20 年位の間に大きな地震が３回起こりました。阪神淡
路大震災、中越大地震、東日本大震災
です。
（中越大地震の写真集を見せて説明）ＳＯＳの写真。当
時新潟市に在籍していて被災地の現場にいた人間です。食べ物 新会員ライ
バッジ佩用
オン中川敏裕
はすぐに支援を考えれるが、オムツや生理用品等はなかかか思
いつきません。阪神淡路大震災の時は自衛隊の出動が遅かった
のは、基本的には地元で頑張ることが原則でした。自衛隊は国
を守る組織であるということです。
その後、中越地震では阪神淡路大震災の反省の下、現場にすぐ
救援隊がきました。写真：自衛隊の救援トラックの写真説明。
おかげで自衛隊の活動で助かりました。
趣味の文房具について
恵方巻 市長・会長・幹事
文房具を集めるのが趣味です。最初に高価なモンブランの話。 クラブの繁栄を願って！
万年筆はブルーブラックが主流。水性ボールペンも好きです。
ボールペンでも多色のもの、筆ペン、最近は消せるボールペン
などの筆記具を説明頂いた。話題性のある筆記用具などの興味
深い文房具の話で笑いと私生活が見ることができる。また、積
読の話も面白くお話しされた。
文房具収集の原点：なんでもノートを取っていました。時計な
どの収集は大変高価でお金がかかるが、文房具は 1 万円もあ
れば相当買えるのが理由です。文房具は実用品で物理的に満足
しています。
会長ライ
オン苗加康孝より記念品

花束贈呈

ライ
オン

五箇晃子

高岡アラートに福来たれ
ライ
オン名免良秀仁

鬼さんご苦労様
ライ
オン燕昇司正夫
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第３０回

例会案内 2016 年 2 月 17(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装：自由

会長挨拶

L.苗加 康孝
新会員 入会式 稲垣正太さん

L.板野吉秀 L.波岡章 L.藤沢由美子

誕生月のお祝い
L.水持洋子 L.松谷陽子
～会

メンバースピーチ

L.板野吉秀
L.中山剛志

L.土合広美

食～

演題「私の歩んだ趣味の道」
演題「
」

メンバー・スピーチライ
「自己紹介」
オン中山剛志
■協議並びに幹事報告
L.山本 始
中山剛志です。31 才。伏木小・中学校・
地元の高校卒業後 20 才から 8 年間防
T.T 時間
ドネーション・ファイン 出席率報告
L.島崎 充史
水会社で修行。㈱マルシンを設立して独
アイバンク受講証
授与
立しました。パソコン一台置いてのス
タートでした。がむしゃらに働いてきま
した。４年前に土地を買って現在自分を
※例会場の後片付けはみんなの力で！
含めて４名で頑張っています。謙虚な心、
＜出欠返信欄＞

2 月 15 日（月）必着

☑

新会員ライ
バッジ佩用
オン稲垣正太

新会員ライ
花束贈呈
オン稲垣正太

ハングリー精神で、大きな会社にしたい。L. 松谷吉弘よりラ
イオンズクラブに誘われました。大変いい組織団体だとおもつ
ています。
誇りに思い会員として頑張っていきたいと思います。
会員より質問：仕事の内容について 防水シート等すべてに対
応との事。会社名の由来：親がマルシン建材でした。その名前
を盛り上げたい。趣味：山登り、前回は槍ヶ岳に上りました。
悪天候。

ライ
オン

メンバー・スピーチ 板野吉秀
□ 出席
自己紹介からします。セ・プレいたの代
表。機械をいじるのが好きです。昔のテ
□ 欠席 又は食事不要
名前 L.
レビやラジオを叩くと治る。今の時代は
叩くと壊れます。小中高校時代から中を
事務局 高岡アラートライオンズクラブ
☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
見てみたいという好奇心が旺盛でした。
アマチュア無線に興味を持ちその時代か
らやっていました。
葬儀屋は昔デリバリーの時代。寺へ運ぶ、
トラックに積み込むと一つや二つ忘れます。今のように携帯は
なく、公衆電話をつかっていた。無線でなんとかならないか。
トラック同士でやりとりでした。無線が仕事に役立ちました。
電波管理局は規制があり苦労しました。無線通信技師の資格が
必要不可欠でありました。今は携帯電話があり大変便利な時代
となりました。
今の葬儀屋はホールの時代：機械は日進月歩でコンピューター・
インターネットの時代。その時代時代の流れに乗れるか？車社
会→ホール（建物）に変わった。
前回のメンバースピーチに今川ライオンが、和文モールスに関
する話をされましたが、モールス信号は、和文と英文がありま
す。私も、中学生のときも、勉強嫌いの子供でした、英語の先
生から教室に呼び出され、放課後お説教されましたが、何に興
味があるのか聞かれアマチュア無線と言った記憶があります、
先生は良かったら、うちに遊びにおいで、うちの息子もハムを
やっているんだといわれました。私は、早々に歩いて先生の家
に行った覚えがあります。私の家は横田町ですが、先生の家は
下伏間江でした。中学生の私には、駅を超えて南側には行った
ことがありません。歩いても歩いても、なかなか先生の家に、
たどり着きません。本当にこの道で良いのか疑心暗鬼が繰り返
し、途中何度か、家に帰ろうかと考えたことが、思い出されま
す。やっとのことで、先生の家にたどり着き、先生にお会いし
て息子さんを紹介いただきました。息子さんは、早速私を、自
分の部屋に案内して無線機器を見せていただけました。今みた
いに、
携帯電話が発達しているわけでもなく、
コミニューケショ
ンツールとしての無線の価値、そして、何より手作りの無線機、
今みたいに、市販品を購入して無線されるのではなく、自分で
作った無線機で通話をしておられました。それに感動した、私

は、
アマチュア無線をやりたいと思いました。たぶん、
アマチュ
ア無線もかじり始め、高校ではアマチュア無線クラブに在籍し
ましたが高校 1 年生ぐらいになると、親父は、携帯電話を購
入し利用しだしました。今ほど小さな携帯ではなく、その当初
は、弁当箱ぐらいの大きさで、大変重たいものでした。しかし、
資格も要らず、誰でも使えいずれは、携帯電話時代が来るだろ
うと、思いました。高校 2 年ぐらいになると、アマチュア無
線クラブの先輩たちは手作りの 1 ビットマイコンに走り始め、
その影響でコンピューターに興味を持ち始めましたが、その当
初はコンピューター同士のデータのやり取りは、あまり考えら
れず、昔はテープレコーダーに録音しデータを残し、やり取り
したものです。その後の、進化のスピードははげしく、8 イ
ンチフロッピディスク、5 インチ、3.5 インチと媒体は変わ
りましが離れた友人同士のデータやり取りが出来ないのかと、
Basic でプログラムを作りネットを立ち上げましたが、グルー
プが大きくなるにしたがって、通信費の問題が浮上してきまし
た。ネットとネットを結べないかの構想が出たのもこの、地点
で、NTT さんをふくめ、富山県ホスト連絡協議会を立ち上げ
ていました。その後、
JC の時に入り日本 JC に出向したときに、
日本 JC で通信費の発言したことが、
きっかけで、
インターネッ
トに発展したものと考えています。

誕生月お祝い

ライ
オン

今川強
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ライ
オン

ライ
オン

松谷陽子

ライ
オン

板野吉秀

ライ
オン

波岡章

ライ
オン

水持洋子

ライ
オン

藤沢由美子

ライ
伊勢鐵弥 ＬＣＩＦピン贈呈ライ
オン蓑健太郎 ＬＣＩＦ楯オン関勝

クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第３1 回

例会案内 2016 年 3 月 2(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装：自由

チャー ター・ナイ ト 1 周 年 記 念 例 会
会長挨拶

L.苗加 康孝

LCIF 感謝の盾贈呈 L.山道樹里
誕生月のお祝い

L.藤沢強

L.水持隆繁 L.山道樹里
～会

ゲストスピーチ

演題「未

チャーター・ナイト記念茶会

L.竹村与志治

食～

定 」

お茶の作法について指導

何十年間眠っていたおひな様

L.福井

ライ
オン

山本始所蔵

康介

■協議並びに幹事報告

L.山本 始

T.T 時間

ドネーション・ファイン 出席率報告

L.島崎 充史

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞

3 月 1 日（月）必着

☑

□ 出席
山道樹里

正客ライ
オン水持隆繁

ライ
オン

□ 欠席 又は食事不要

名前

お花も活けました

掛け軸も用意

福井様のご協力

茶席のお菓子

柳緑花紅

L.

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

澤田真弓様ライ
オン苗加康孝

ライ
オン

竹村与志治

ライ
オン

吉田耕己

■お茶の作法

ライ
オン

中川敏裕

ライ
オン

扇子忠之

ライ
オン

土合建雄

福井康介

ライ
オン

茶碗を傷つけないように貴金属は外す（指輪など）
。茶会で始めにでる茶菓子について 今回は裏千家の作法で行います。
茶菓子の食べ方、黒文字で一回は切って食べる。お茶は時計回りで２回まわす。
最近は足の都合が悪い人が増えて立礼の茶会が増えました。茶会での作法の数々を伝授された

誕生月お祝い

ライ
オン

藤沢強

ライ
オン

水持隆繁

ライ
オン

竹村与志治

ライ
オン

山道樹里

ＬＣＩＦ楯

ライ
オン

山道樹里

茶道教室ライ
オン福井康介
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ゲスト・スピーチ

大仏茶屋

澤田真弓様

高岡アラートライオンズクラ
ブの皆様、こんばんは。
チャーター・ない音１周年、
おめでとうございます。私は、
高岡大仏様のお膝元、定塚町
で、ご縁がありまして水持産
業様の店舗をお借りし「大仏
茶屋」というお休み処をやっ
ております、澤田真弓です。
このような場でお話しさせて
いただくことは、初めてに等
しく、先ほどから変な汗をかいております。本日は、サラリーマ
ンとして会社務めをしていた時から大仏茶屋をオープンするまで
の経緯と思い、そしてこれからやっていきたいことをお話しさせ
ていただきます。
実は、大仏茶屋のオープンは、学生の頃からの夢だった旅行業に
携わること、添乗員になることへの挑戦からすべての物語が始ま
りました。
①まずは簡単に身の上話から・・・２１才で結婚し、２３才で子
供を授かりました。出産までは会社務めをしていましたが、子供
が生まれてから専業主婦で子育てをしました。子供が幼稚園に通
いだしたのをきっかけにパートで働きに出ました。その後、バブ
ル崩壊とともに旦那も崩壊し、今から２０年前に離婚しました。
（皆さん大笑い）離婚後は、生活していくためにただただ必死で
働いていました。
子供が高校を卒業して大阪の学校に行き、自分だけの時間が増え
た時にふと「会社を無事停年退職になったら、その後はどうしよ
う」ということを考えるようになりました。
②「なにか、
ずっと続けられることをやりたい」そんなことを思い、
若い時からの興味があった旅行業に携わることができないかと考
えました。平成２０年でした。独学で資格を取り、問屋センター
にあります高岡トラベルサービスの社長様に電話をし、添乗の仕
事をしたいことを話ました。忘れもしません。その電話で、最後
に年齢を聞かれ「よ、４７歳？３７じゃなくて？」と驚きと「結
構歳をくってるな」という感触が声から伝わってきました。
「やっ
ぱり無理か～」いい返事を諦めていた頃「契約添乗員としてなら
やってみませんか」との嬉しいお話しをいただきました。
旅行の添乗員の仕事を経験させていただき、おもてなしの心の表
現方法、スキルを身につけることができました。その場、その場
であらゆる点から考えなければいけないＴ / Ｃの大変さとやりが
いもわかりました。
③添乗員として、各地にお客様をご案内している中で、着地型旅
行への興味が出てきました。着地型旅行というのは、自分の地元、
住んでいる地域にお客様、観光客を呼び込むためのツアーです。
お客様呼び込み、案内するには地元の情報を知り、観光案内がで
きないとダメだと思いました。特に町歩きのツアーの必要性を感
じるようになりました。なぜかというと？・・・じっくり町を歩
いてもらい、滞在時間がのびることでお金を消費していってもら
くことができます。その町の人に出会うことでより楽しい旅の思
い出ができ、リピーターになってまた来てもらうことができます。
④３年前、北陸新幹線開業に向けて、おもてなしの力の向上に取
り組む富山県が主体となっている「とやま観光未来創造塾」を受
講し、観光ガイドの勉強を始めました。
塾では心をつかむガイドのスキルを学びました。
塾での課題で、町歩きツアー「福つかみあちなか散歩」というオ
リジナルツアーをつくりました。ガイドとしての初めてのあいさ
つ・・・皆さん、こんにちは！今日はようこそ私の住む町、高岡
へお越しいただきました。私、生まれも育ちも富山県、富山のお
いしい水・・・・・
（ガイドの声で高岡を紹介）
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実際に町を歩いて、たくさんの人に話を聴き、ツアーに参加され
たお客様に楽しんでいただくための仕掛けづくりに協力をお願い
していく中で、地元の人との人脈をつくることができました。そ
して何より、観光客の方にご案内すると、地元の人たちに喜んで
もらえるおとがわかりました。ガイドをしていく中で、観光の拠
点が必要と感じるようになり好きな地域、
高岡大仏周辺に拠点「大
仏茶屋」をつくろう！長年勤めていた会社を退職し、拠点つくり
に挑戦したのが５１最。
⑤大仏茶屋は・・・
・観光客のお土産購入や飲食を提供する、茶屋としての拠点・休
息拠点
・地元の人同士、地元の人と観光客の交流拠点
・町歩きツアーなどの発着拠点
・観光手配の拠点
など、多目的、複合的サービスの要素を持つ拠点にしたいと思っ
ています。ガイドや添乗員の経験を活かし、人を集めることで地
域の賑わいづくりをし、高岡市内４つの観光エリアとそのエリア
を繋ぐ２つの道の１つの拠点となりたいと思います。そして高岡
への訪問客、交流人口を増やしたいです。日常の中で、しっかり
と大仏様の存在が根付いている、
大仏周辺の地域の方と一緒に「ご
利益賑わいエリア」をつくることで、観光客と地元の人との交流
ができ、そのご縁から高岡へのリピーターになっていただくこと
ができると思っています。
⑥現在、オープンして半年になりました。
大仏様参拝にたくさんの観光客が来ています。中でも大型バスで
来るツアーは、滞在時間が短く、店の前を通る時は、まっすぐ前
を見てまるで兵隊の行進のように歩いて行くかれるんです。今、
その人達に少しでもお金を落としていってもうらう仕掛けを考え
ています。逆に個人観光客の方は時間に余裕があり、店で休憩し
ていかえる際「他にどこかいいところありますか？」と聞かれま
す。高岡大仏や古城公園以外にも、市内に２つも美しい重伝建地
区があるにもかかわらず、観光情報が無いために観光客の方には
わからずにそのまま高岡を離れてしまい、回遊性がないことの現
状があったので、そんなときには張り切って案内させていただい
ています。地元のお客様が「どこから来られた？」と、観光客の
方に話かけられて、お客様同士が盛り上がっておられもします。
そんな光景は私が思い描いていたものだったので、本当に嬉しく
なります。
初めての冬、観光のオフシーズンを経験し、地元のお客様の大切
さも実感しました。店では、ご近所様向けの地域企画として、日
本各地の旬のうまいものを食べる会を定期的にやっています。第
１回は、山形の郷土料理「芋煮なべ」
。山形からお嫁にこられた
方に作っていただきました。第２回は、Ｂ－１グルメグランプリ
金賞にもなった青森八戸名物「せんべい汁」
。青森出身の学生さ
んにレシピをいただいてつくりました。
このように「大仏茶屋でコトをつくり、場を提供し、人と人のご
縁をつくり商売をさせていただく」そうゆう思いでこれからも少
しづつ「無理ぜず、無茶せず、自分の身の丈で」前に進んでいき
たいと思います。皆様、お近くにお越しの際はぜひ大仏茶屋でひ
と休みしていってください。退職金も無くなりましたので、この
場をお借りして広くスポンサー様を募集しますのでよろしくお願
いいたします。最後に皆様のますますのご繁栄とご多幸を祈念い
たしております。ご清聴、ありがとうございました。
質問：L. 苗加康孝 外国人の観光客について
答え：２割ほどの比率で増えています。
質問：L. 竹村与志治 高岡の食べ物などの名物について
答え：富山県のブラックラーメンに代わりグリーンラーメンです
が、何処にあるか
以前は商工ビルでしたが、今はやっていないとのこと

クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第３2 回

例会案内 2016 年 3 月 16(水)
場所：高岡市ふれあい福祉センター
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装：自由

会長挨拶

L.苗加 康孝

ＬＣＩＦアワードワッペン

地区選挙委員委嘱ライ
オン燕昇司信夫

メンバースピーチ L.波岡章

演題「私の仕事」

メンバー・スピーチ
「私の仕事」ライ
オン波岡章

メンバースピーチ

演題「自己紹介」

損害保険の仕事をしていま

～会食～

L.名免良秀仁

す。損害保険とは（自動車

メンバ・ースピーチ
「自己紹介」 名免良秀仁

各種大会 参 加 希 望 受 付
第 62 回地区年次大会記念チャリティーゴルフコンペ 5 月 13 日(金)呉羽カントリークラブ
ライ
オン
第 62 回地区年次大会式典・晩餐会 5 月 21 日(土)富山市総合体育館
代議員登録は執行部で決定
ライ
第 62 回 334 複合地区年次大会 6 月 5 日(日) 於：静岡県袋井市
オン
第 99 回福岡国際大会 参加者決定済み

■協議並びに幹事報告

T.T 時間

昨年の秋、 松谷吉弘の紹介

で予測のできない、分から

で入会いたしました。自分の

ないもののかける保険の事

生い立ちからお話しします。

をいいます。今日は傷害保

名前を言うと沖縄の方です
L.島崎 充史

険の話はいたしません。予測の出来ないことに保険をかけ

か？と聞かれる。鳥取県の出

るもの世の中に沢山あります。何にでも保険はかけること

身のようです。生れは石川県

ができます。天候（デリバティブ取引）寒冷の場合は海

L.山本 始

ドネーション・ファイン 出席率報告

※例会場の後片付けはみんなの力で！
＜出欠返信欄＞

保険・火災保険・傷害保険）

3 月 14 日（月）必着

☑

松任市２年間いた後、結婚す

水浴場でお客が全滅の場合、冬場にかける保険等がありま

□ 出席
るまで高岡市清水町に在中。変わったインパクトのある名

す。保険は博打のようなもので勝つか負けるかの様なもの

前なので幼少の頃はいじめの対象で大変いやでした。全国
□ 欠席 又は食事不要 名前 L.

でしょう。今日は二つの保険について述べます。

で 7 けんしかありません。全て親戚。祖父は警察官をし

一つは取引信用保険

ていて、年配の警察官は名免良を知っています。
（メリッ
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765

取引とは商売で倒産等にかける保険：商売をしていると不

e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

トがありました、割愛）

渡り等が発生した場合に保険で穴埋めする。会社の主要取

今年で 40 才になります。40 才でこの頭です。親戚はす

引先が倒産すると連鎖倒産や売掛金が回収できなくなる。

べて禿ています。親は早いうちに禿げているから結婚を早

しかし、信用保険に適する業種は卸売り業が最も適してい

くしろとアドバイス。
髪はないよりあったほうがいいです。

る。小売業はスポットの売り上げで業種はむかない。得意

私は小学校のころ勉強が大変苦手でした。勉強の方法が分

先の信用情報で調べるには多額の費用がかかる。保険に入

からなかったのだと思います。先日小学校 5 年生と３年

ると与信判断をしてくれる。もしも取引先１００社があれ

生の子供が（テスト）で百点をとってきました。パパは何

ば百社全部に保険をかけるのではなく、上位１０社迄保険

点だった。？？？？？ 勉強よりもスポーツが得意

をかけるのがベスト。保証してほしいところに保険をかけ

特にミニバスケットを真剣に学び、周りの方の支援で全国

る。売掛金がそのまま回収できます。銀行に行って借入し

大会３位の成績を収めた。中学校に入ったら美しい先生に

ても借りたものは返さなければならない。保険はその必要

惹かれてハンドボールを打ち込んだ。美しい先生と思った

性がない。そうゆう面でお役に立てる。

ら勘違いでした。大変体格のいい先生で体罰はあり、それ

もうひとつは使用者賠償責任保険

は日常茶飯事のこと。ハンドボールはマイナーなスポーツ

賠償責任保険、労災保険、政府・民間の保険等があります。

で氷見市はハンドボールが盛んな市です。全国でもトップ

平成 24 年 8 月 4 日の事例

レベル。その学校は全国三連覇の強豪でしたが、高岡市が

運送会社のドライバーが居眠り運転で事故を起こし片足切

初めて勝ちました。高岡市はいつもボロ負け。朝６時～朝

断となり労災保険の適用を受けた。平成 25 年 8 月損害

練午後は３時３０分～練習の日々。厳しい３年間の鍛錬を

弁償の訴状となった。何で訴えられたのか（長時間労働に

おくった。負けた学校の事は・・・・割愛。その後、高岡

よる過失）安全の配慮違反。

商業高校（商業実務コース）高岡商業高校の学生生活につ

裁判所の和解で 1 億 400 万円が支払われた。運転手が

いて割愛。→青森県の大学に進学。青森県は日本海側（雪

60% の責任と思っていたが、100% 会社の責任 0% ド

国）
、太平洋側の特殊は地域。最後まで言葉の壁があり津

ライバー。つまり従業員の責任は会社の責任。億という保

軽弁は理解できず。青森県人は暖かい心の人が多いと感じ

証金を払わなければとはどんでもない話。この使用者賠償

た。東日本大震災発生の時は、連絡を取り合った。就職は

責任保険に入っていなければ会社は倒産。従業員賠償保険

オートバックス→７年間勤務。そのご塗装会社に就職→会

（特約）の設定は高額保険料の 10 倍になる。保険の中味

社の整理。これを機会に独立いたしました。最後に塗装と

がよくわからない。役員でも契約可能。この機会に改めて

は：良い建物を維持することだとおもいます。

設定されればよいのではないでしょうか。
最後に裁判（保証）は心の傷のケアです。
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高岡アラート LC 会員 各位

第３３回

合同例会案内

2016 年 4 月 5(火)

注意：場所：高岡古城公園内 射水神社
登録料：10,000 円 当日集金
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装 ： ジ ャ ケ ッ ト着 用 （ バ ッ チ・ 名 札 ）

高 岡 古 城ＬＣ合同例会
L.金刺孝司
1.開会宣言ならびに開会ゴング 高岡古城ＬＣ会長
2.国旗ならびにライオンズ旗に対し礼
3.国歌「君が代」引き続き「ライオンズクラブの歌」斉唱
4.会長挨拶
5.委員会報告（高岡古城ＬＣ）（高岡アラートＬＣ）
6.幹事報告 （高岡古城ＬＣ）（高岡アラートＬＣ）各種アワード表彰
7.出席率の報告（高岡古城ＬＣ）（高岡アラートＬＣ）
8.閉会宣言ならびに閉会ゴング 高岡アラートＬＣ会長

L.荒井 一
全員
全員
L.荒井 一

前会長竹村与志治

エクステンション・アワード伝達ライ
オン吉岡隆一郎

高岡アラートＬＣ

会長ライ
オン苗加康孝

L.山本 始
L.島崎 充史
L.苗加 康孝

～
懇 親 会 午後７時
～
L.田組ひと美
開宴の挨拶 L.苗加康孝
アトラクション
きっときとシルバーＺ （前半 30 分）
メンバー構成：男 5 名 女性 1 名
主な演奏曲：ブルーシャトー・思い出の渚・小さなスナック 等
グループサウンズの曲：恋のバカンス・天使の誘惑 等
オールディズ：ダイアナ・バァケーション・ビコーズ・カラーに口紅 等
誕生月のお祝い
（高岡古城ＬＣ）
（高岡アラートＬＣ）L.有沢竜尚 L.燕昇司正夫 L.今川強 L.川渕為之
L.五箇晃子 L.燕昇司信夫 L.関勝 L.奥村隆
アトラクション
きっときとシルバーＺ （後半 30 分）
テール・ツイスターの時間 （高岡古城ＬＣ）（高岡アラートＬＣ）L.島崎充史
ライオンズ・ローア
また会う日まで

高岡古城ＬＣ会長ライ
オン荒井一

＜出欠返信欄＞ 4 月 1 日（金）必着 ☑
懇親会にお酒がでます：飲酒運転はダメ、絶対ダメ

□ 出席
□ 欠席 又は食事不要

名前

L.

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

高岡古城ＬＣ 会長ライ
オン荒井一

バナー交換

誕生月お祝い

ライ

苗加康孝

オン
高岡古城ライオンズクラブ ライ
オン荒井一
桜の下、合同例会が行われありがとうございました。こ
の射水神社で 44 年前結婚式をあげました。
何で射水神社で結婚式を挙げたか、
「駅に近くて」嫁は大
阪出身です。現在９人の家族となりました。あらたかな神
様からご利益を受け、松本宮司に感謝申し上げます。
さて、ライオンズの事は十分理解していないので、ライオ
ンズの入門書を紐解き勉強をいたしました。
日本ライオンズが 1952 年東京ライオンズクラブが第 1
号です。
石川欣一さんが結成の中心人物です。
インターネッ
ライ
トと調べました。石川欣一さんは毎日新聞社のジャーナリ 誕生祝いオン高浪和子
スト（経歴等を紹介）
高岡アラートライオンズクラブは大変活発なクラブで事業
はカンボジア支援、シリア難民支援等をこの一年間に素晴
らしい活動をしておられます。
高岡古城ライオンズクラブは 50 年を迎えてチャーターナ
イトの時のメンバーの気持ちを思い考えて一歩進みたいと
思います。
高岡アラートライオンズクラブと高岡古城ライオンズクラ
ブは切磋琢磨していきたいと思います。
簡単ですが挨拶と致します。
また会う日まで

会長挨拶

ライ
オン

関勝

ライ
オン

燕昇司信夫・正夫

熱唱

ライ
オン

金森一郎

ライ
オン

有沢竜尚

ライ
オン

板野吉秀

①君に会いたい
②真冬の帰り道
③ダイアナ
④バケーション
⑤恋の季節
⑥恋のバカンス
⑦ブルーシャトー
L. 苗加康孝 L. 荒井一
⑧思い出の渚
L. 板野吉秀 L. 金森一郎
⑨恋のフーガ
⑩天使の誘惑

こんばんは今年度会長ライ
オン 苗加康孝です。昨年３月 8 日
ニューオータニ高岡でチャーターナイトの式典を行いまし
た。１年前に出来たばかりのクラブです。高岡古城ＬＣク
【きっときとシルバーＺ】紹介
ラブの出席者が多数ですが、当クラブは 21 名ですが、若
メンバー構成：男５名女２名
いメンバーと是非名刺交換をしてやってください。高岡ア
ギター ドラム ベース
ラートライオンズクラブ結成時は 29 名でしたが現在 40
キーボード ボーカル
名で、次回の例会で一人入会して 41 名となります。入会
まもない会員が多く高岡古城ライオンズクラブの方はぜひ
声をかけてやってください。楽しい一日にしたいと思いま
閉会宣言・ゴング 会長ライ
オン苗加康孝
す。
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高岡アラート LC 会員 各位

第 34 回例会案内

2016 年 4 月 20(水)

場 所 ： 高 岡 市ふ れ あい 福 祉 セ ン タ ー
理事会：PM 6:00～
例 会：PM6:30～
服 装：自由

新会員 入会式
会長挨拶
新会員承認

L.苗加 康孝
入会式

秋山 景順さん
スポンサー

L.久田 隆司

花束贈呈

L.

歓迎の言葉 L.苗加 康孝
ゲスト・スピーチ
誓いの言葉 L.秋元 景順
社会保険労務士
バッチ佩用 宮間章嘉様
L.苗加 康孝

現在高岡市川原本町に事務所が
事
～
あります。会長ライ
オン苗加康孝から
ゲストスピーチ 演題「社会保険労務士の仕事」
社会保険労務士
宮間様
ライ
ライオンズ入会の誘いを受けま 入会歓迎の言葉会長オン苗加康孝
した。現在 39 才でＪＣに所属
しております。いろいろな団地
次年度(2016.7～2017.6)役員・理事 運営及び事業委員会構成の承認
L.板野 吉秀
第 33 回例会 高岡古城ＬＣ合同例会決算報告や組織があるのですが、ラスト
L.山本 始
イアー後に考えさせていただき
※地区年次大会式典・晩餐会の登録料は 13,000 円のところ 8,000 円は補助
ます。仕事をして３年目になります。
第 62 回地区年次大会出席者登録料 5,000 円集金いたします。
◆社会保険労務士のしごと
幹事報告
第 62 回年次大会について
社会労務士の仕事は昭和 40 年ころからありますが、一体
どの様な仕事をしているのか聞かれます？
＜出欠返信欄＞ 4 月 18 日（月）必着 ☑
主な仕事は
□ 出席
花束贈呈ライ
オン秋山景順
バッジ佩用ライ
オン秋山景順
①健康保険 新入社員及び退社の手続き、労災の手続き
□
欠席
又は食事不要
名前
L.
②就業規則等の作成
人材流失の防止
③人事、企業内の教育及びコンサルティング
採用よりも定着が重要。
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
企業経営は人、もの、金で成り立っています。社会保険労
引き止め策：企業は人、もの、金の順番で大切。会社の基
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
務士は（人）にかかわる仕事です。従業員と社長との関係
本方針。優秀な人はそれなりの報酬を与える。報酬には限
で働き易い環境にする事。社内で起きるあらゆる問題（人
界がある。また非金銭的なものでスキルの向上が期待でき
に関する）は社会保険労務士の得意分野。
る。
企業は一人でも雇用すれば人と人との関係ができる。その
1. 経営トップは社員への感謝の気持ちが大切。
為、不満が発生→トラブル→賃金未払い等を未然に防ぐの
2. 生活と仕事の調和
が社会保険労務士お仕事です。
（在宅勤務、モバイル、勤務地限定、時差出勤、短期的正
◆なぜ、いま人材流出引き止め策が必要なのか
社員の優遇策）正社員と同等の待遇。
仕事の中で求人してもなかなか、ハローワークで求人して
上記のことを就業規則に明記することが必要。
も人は集まらない。
週 50 時間採用→社会保険の適用。
1 ～ 2 年後に退職されると→１から教える→コストがか
弾力的に働いてもらう制度が必要。いろいろな制度は貴重
かる。
な人材を失うことのないようにする為の提供。
企業としての目的が達しない。
キャリアパス→道が拓ける→ロードマップの提案。目標達
人口減少は労働力の減少。高齢化社会の中で介護問題、働
成により報酬をあげる。
き盛りの方、男 55 ～ 59 才。女 40 才～ 49 才は介護
又、社内にカウンセラ（国家資格）ーの設置。新社員はベ
ののために離職する人が多い世代。育児、こどもが生まれ
テランの相談を受ける。
るより突発的に発生することが多く先が見えない。貴重な
女性、高齢者などを積極的に採用。
人材が退職してしまう。
◆社員定着に役立つ助成金の紹介
◆人材流出引き止め策（リテンション・マネジメント）
○人材教育の助成
以前から若者の離職が叫ばれているが３年目が一番多い。
○短時間勤務を前提に復帰できるシステムの助成金
2000 年ご３割が離職。離職による良くない事。
○キャリア形成 １／３ ２／３の資金が戻る。又、無期
まずは離職者があると採用しなければならない→コスト高
雇用の助成金一人 50 万円
→求人広告→本来の業務に支障。
最後に
生産性の低下。手塩にかけて育てた人材が退職するとモチ
労働基準が厳しい時代になっているので対策を考えてくだ
ベーションの低下。特に営業職だとお客様の減少や企業秘
さい。
密の流失がある。それが連鎖的になる。働き盛りは介護問
労働問題は企業の存続に関わる問題。
題、育児問題が同時に発生。
人を最優先に考えると従業員のモチベーションがあがる。
現在７割の会社が労働基準に違反しているようです。
～

食
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 35 回例会案内

2016 年５月１１(水)
場 所 ： 松 太 枝浜 海 水浴 場
清掃活動:AM6:00～6:45
例
会:AM6:45～7:00
服装:ライオン帽など

※ 場 所 及び時間に注意く ださい
四献・環境保全委員長 L.伊勢鉄彌の指導のもと清掃活動を行ってください。
午前 6:00～6:45

松枝浜海水浴場清掃

午前 6:45～7:00
会長挨拶
幹事報告
第 62 回年次大会報告事項
解散（朝食）

第 35 回例会

＜出欠返信欄＞

全員

L.苗加 康孝
L.山本 始
※登録料未納の方宜しくお願いします

5 月 10 日（火）必着

松太枝浜キャンプ場施設で例会

☑

□ 出席
ライ
オン

水持隆繁より炊き出し慰労の肉をいただきました
□ 欠席 又は食事不要 名前 L.

御船ＬＣより記念のバッチをいただきました全員でローア発声

事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

臨時のテール・ツイスターライ
オン福井康介 500 円玉のお陰で晴れ

ライ
オン

清掃前に委員長挨拶

松太枝浜海外が清掃されました

アクティビティ修了の挨拶

藤沢強
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ライ
オン

誕生祝い

島谷洋

ライ
オン

伊勢鐵弥

ライ
オン

伊勢鐵弥

ライ
オン

ライ
オン

名免良秀仁

中川敏裕

小さなゴミまで探す

ライ
オン

有沢竜尚

ライ
オン

ライ
オン

蓑健太郎

板野吉秀

2016 年 5 月 22 日北日本新聞掲載記事

募金活動

ガバナー特別大賞など多くのアワード楯

ライ
オン

第 62 回年次大会終了後壇上で役員と記念撮影

壇上で国際会長賞授与

国際平和ポスター作品ライ
オン田中俊夫がバナーより紹介

輝かしい国際会長賞メダル

壇上に一番で呼ばれ整列左

ライ
オン

山本始

苗加康孝のローア

国際平和ポスター表彰状授与式

藤田悠利君

第 62 回年次大会登録者 L. 苗加康孝 L. 山本始 L. 有沢竜尚 L. 中條八一朗 L. 土肥由美子 L. 燕昇司正夫 L. 燕昇司信夫 L. 藤沢強 L. 福井康介
L. 五箇晃子 L. 久田隆司 L. 今井功高 L. 今川勉 L. 板野吉秀 L. 稲垣正太 L. 松谷吉弘 L. 蓑健太郎 L. 水持 隆繁 L. 中山剛志 L. 波岡章
L. 名免良秀仁 上記参加者全員 L. 秋山景順 L. 田中陽一 L. 伊勢鐵弥 富山大学留学生 シリア
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クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 37 回例会案内

2016 年 6 月１(水)

場 所 ： 高 岡 市ふ れ あい 福 祉 セ ン ター
理事会:AM6:00～6:30
例 会:AM6:30～8:10
服 装 :自由

会長あいさつ

L.苗加康孝

誕生月のお祝い

L.伊勢鉄也 L.河合謙二 L.高橋ジェラルディン L.苗加康孝
L.燕昇司外志子 L.山田正樹 L.田中陽一 L.港真澄

第 62 回年次大会について

アワード等報告 L.山本始
LCIF アワードピン伝達

L.苗加康孝

熊本地震・シリア支援募金活動

L.久田隆司
～会

7:00～7:50
次年度事業委員会別会議

食～

青少年育成委員会
四献・環境保全委員会
LCIF・ALERT 委員会
社会福祉委員会

募金贈呈

会長ライ
オン苗加康孝

右：シリア人

マゼンさん

L.中山剛志
L.吉村鉄也
L.今川 強
L.関
勝

各委員会で協議・審議したアクティビテイを会議後、委員長は 5 分内で事業案を発表
委員会で議事録作成の事

テール・ツイスターの時間

＜出欠返信欄＞

5 月 31 日（火）必着

L.島崎充史

☑

□ 出席
□ 欠席 又は食事不要 名前 L.
青少年育成委員会
次年度委員長

ライ
ＬＣＩＦより楯の贈呈 会長ライ
オン苗加康孝
オン竹村与志治
ＬＣＩＦ 1 人 1 口 ($1,000）×メンバー数× 35% 以
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
上の MJF を献金したクラブ。例えばクラブに 32 名メ
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
ンバーがいるとした場合、32 名×＄1,000 が 100%
となります。その 35% 以上の献金額を達成したクラ
ブ が 対 象 と な り ま す。32 名 × $1,000=$32,000
$32,000100% $32,000 × 35%=$11,200
$11,200 が 35% にあたります。従ってクラブとして
$11,200 以上の献金された場合が表彰の対象となりま
す。高岡アラートライオンズクラブの献金額は 19,760
次年度委員長 ライ
ＬＣＩＦ・ＡＬＥＲＴ委員会
オン今川強
ドルです
ライ
オン

中山剛志

ライ
ライ
誕生祝い ライ
オン伊勢鐵弥
オン苗加康孝
オン高橋ジェルディン
ライ
ライ
ライ
オン燕昇司外志子
オン山田正樹
オン田中陽一

四献・環境保全委員会

社会福祉委員会

定塚小学校へ届ける横断幕披露
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次年度委員長

ライ
オン

次年度委員長

吉村鉄也

ライ
オン

関勝

ＬＣＩＦ名入りピン伝達

アワードで一言

ライ
オン

ライ
オン

水持隆繁

関勝

ライ
オン

山本始

ライ
オン

苗加康孝

アワードの説明

ライ
オン

山本始

クラブ「みんなの力で We Serve」

高岡アラート LC 会員 各位

第 3８回年次例会案内 2016 年 6 月１７(金)
場 所 ： 民 宿 げん ろ く
例 会:PM6:30～7:30
懇親会:PM7:30～
服 装 :自由

※ 場所・日時に注意

多数の参加お願い

例会
会長挨拶及び退任挨拶
幹事退任挨拶
会計退任挨拶
各種(LCIF 等)表彰

会長 L.苗加康孝
幹事 L.山本 始
会計 L.伊勢鐵彌

皆出席者

L.有沢 竜尚 L.燕昇司信夫 L.燕昇司正夫
L.水持 隆繁 L.苗加 康孝 L.山道 樹里
L.蓑 健太郎 L.竹村与志治 L.扇子 忠之
※ 最終回欠席すると該当しません。

出席優秀者

L.松谷
L.山本
L.今川

テール・ツイスターの時間
退任挨拶

吉弘
始
強

L.島崎充史

～懇親会～ .7:30～９:３0
お風呂もあります。くつろいだ後二次会も用意してあります。最後です出席お願いします。

元湯げんろく 氷見市阿尾 ☎：0766-72-5688
※交通手段：高岡駅前より午後 5:30 分出発
※登録料：宿泊も懇親会だけでも同額 5,000 円 当日集金

＜出欠返信欄＞

６月１５日（水）必着

☑

□
□

例会及び懇親会・宿泊 出席
例会及び懇親会出席(日帰り)

□

欠席

交通手段：何れかに〇をして下さい

幹事退任挨拶

自家用車

会長退任挨拶

ライ
オン

苗加康孝

丁度一年前にエルパセオので達磨に目を入れて一年が経ち
とても充実した一年だと思います。ライ
オン竹村与志治の後の二
年目の会長として 29 名から 41 名の会員となりました。
①の目標は会員増強②ＬＣＩＦ推進③アラート活動でし
た。 それは、結成例会のご縁でシリア支援、国際平和ポ
スター等のアクティビティがて成就できたのは皆さんのお
陰です。来期は副ゾーン・チェアパーソンとしての任務を
頑張りたいと思いますまた、次年度ライ
オン板野吉秀を盛り上げ
て欲しい。皆さんありがとうございました。

バス

又は食事不要
ライ
オン

山本始

名前

L.

みなさんありがとうございました。事業そしてアラート活
事務局 高岡アラートライオンズクラブ ☎0766-22-1755 Fax0766-22-1765
動は皆さんの結束によるものでありがとうございました。
e-mail t-alert@p2.tcnet.ne.jp http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/

会長プレゼントのネクタイ・スカーフ着用

会計退任挨拶
ライ
オン

ライ
オン

五箇晃子

会長

ライ
オン

伊勢鐵弥

ライ
オン

苗加康孝
山本始の指導のお陰で、大変勉強させて
いただきました。
年次大会で沢山のアワードをいただき、
多くの人との出会いに感謝しています。

テール・ツイスター 退任挨拶

ライ
オン

島崎充史

一年間テール・ツイスターの任務ありがとうございました。
まさか、
こんなに沢山のドネーション、
予想を超えるドネー
ションが集まりました。年度始は人前でうまく話せないと
就任挨拶をいたしました。一年を終えてうまく話せるかと
思いましたが何ら変わりませんでした。変わったのは体型
が変わり肥えすぎたところです。
会長ライ
ネクタイ
オン苗加康孝プレゼント

特別のネクタイ
ライ
オン竹村与志治

アラート賞ライ
オン山本始より副賞
ライ
オン山道樹里

ＬＣＩＦ名入りピン伝達
ライ
オン蓑健太郎

100 周年会員増強賞伝達
ライ
オン有沢竜尚
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ライ
準会員ライ
オンくまモンと会長オン苗加康孝

昨年片眼を入れ、今年は全ての事業目標達両目となりました

クラブ三役ライ
オン関勝

ライ
オン

水持隆繁

ライ
オン

五子晃子

ライ
オン

竹村与志治

今日も美味しいお酒が飲めたのはライ
オン苗加康孝

また会う日まで

また会う日まで
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ライ
オン

燕昇司信夫

ライ
オン

山本始

出席優秀者
ライ
オン山道樹里

ライ
オン

伊勢鐵弥

次年度抱負

ライ
オン

関勝

ライ
オン

島崎充史のお陰です

ライ
オン

名免良秀仁

ライ
オン

高橋明大

次年度会長ライ
オン板野吉秀

ライ
オン

藤沢強

眼入れ

ライ
オン
ライ
オン

ライ
ライ
ライ
ライ
有沢竜尚 ライ
オン燕昇司信夫
オン燕昇司正夫
オン松谷吉弘
オン水持隆繁
オン苗加康孝
ライ
ライ
ライ
ライ
ライ
山本始 オン蓑健太郎 オン竹村与志治 オン扇子忠之 オン今川強 オン稲垣正太

閉会の挨拶ライ
オン吉田耕己

ローア

ライ
オン

蓑健太郎

最後のお願い

Ｔ・Ｔライ
オン島崎充史

ライオンズの 2 年間を振り返り

テール・ツイスター
ライ
オ ン 島崎 充史

今から 1 年前、テール・ツイスターをやっ
て欲しいとラオ イン 会長苗加康孝から電話があり、
自分にできるかとても不安でした。とい
うのは、私は前に所属していたライオン
ズクラブのテール・ツイスターの方々を見
ており、各社新聞の紙面や広報誌、クラ
ブメンバーにまつわるおめでたい話など、
常にアンテナを張っていたのを知ってい
るからです。
そして、ユーモアに富んだ話しをして、
上手にドネーションを集めていたのを覚
えています。話しベタな自分には到底無
理だと思いましたが、周りを見渡すと自
分より年下または初めてのクラブという
会員が半数以上で、自分はもう中堅なん
だと思い、
「自分のできる範囲でやってみ
よう」と心に決め承諾しました。

クラブの和やかな雰囲気にも助けられ、
のびのびとテール・ツイスターをさせてい
ただきました。
そして 1 年間のテール・ツイスターを終
え、ドネーションの合計金額は、なんと
1,556,280 円でした。自分の予想をは
るかに超えた金額が集まり、とても感動
しました。
一番印象にあるのは、家族例会での
ライ
オ ン 燕昇司信夫の見事なオークションの司
会です。
「ああやって場を盛上げるんだな」
と、とても勉強になりました。（次回やれ
と言われたらムリですが・・・）
最後に、皆さんに協力していただき 1
年間を終えた事に大変感謝しています。
つたないテール・ツイスター でしたが、1
年間どうもありがとうございました。

あいさつさせて頂きます。
今年度は、大きな災害があり大変な状
況になりました。最近ではご存知の通り
熊 本 地 震 に よ る 災 害、 振 り 返 れ ば 台 風
18 号による常総市、鬼怒川堤防決壊に
よる災害。そうった状況の中、高岡アラ
トートとしては被害地に出向き、炊き出
しを出来たことに喜びを感じクラブ名（ア
ラート）災害を意識し日々活動する仲間
（ライオンズマン）を尊敬しています。
LCIF・ALERT 委員長
ライ
オン

久田 隆司

１年を振る返って

青少年育成委員長
ライ
オン

山田 正樹

唯一、クラブで一枚の参加作品が地区
代表を超えて複合地区代表作品になり、
国際大会で審査を受けるまで評価され
た。何ともドラマティックな展開に本人
もクラブ会員もわくわくさせられた国際
平和ポスターコンテスト。“ 行動を起こ
すことが可能性を広げていく ” というこ
御船ライオンズクラブ準会員推薦
とを作者である戸出西部小学校 藤田悠
高岡アラートライオンズクラブ
利君に我々、大人の方が教えられたよう 準会員くまモン承認 2016 年 6 月 17 日
な感動的なアクティビティーとなりまし
た。是非今後も続けていきたいアクティ
ビティーです。

編集後記： ライ
オン燕昇司信夫
会報誌 VOL.2 の発刊でアクティビティの写真を一枚一枚紐解いてみると、この一年に考えられない程の事業を
手がけた。特に新会員入会式とＬＣＩＦアワード関係が非常に多く感じた。ライオンズクラブの基本方針が写真
の数にも現れている。編者が一番印象に残った写真は御船小学校で横断幕を持った生徒が涙を堪えた笑顔の一枚
である。
会報誌編集：ＰＲ情報委員会
委員長： ライ
副委員長ライ
委員： ライ
オン水持隆繁
オン藤沢強
オン伊勢鐵弥
ライ
ライ
ライ
ライ
ライ
オン扇子忠之 オン島崎充史 オン島谷洋 オン竹村与志治
オン横山登

ライ
オン

中山剛志
吉村鉄也

ライ
オン

奥村隆

ライ
オン
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事務局〒 933-0804 高岡市問屋町 25 番地 ℡ 0766-22-1765 Fax0766-22-1765
t-alert@p2.tcnet.ne.jp ホームページ http://www7b.biglobe.ne.jp/~alert/
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