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　高岡アラートライオンズクラブの皆様、一年間お付き合い下さいましてありが

とうございました。会長職の大変さは、身をもって体験させて頂きました。年度

前半は、私なりに合格点をあげることが出来たと思いますが、後半は仕事上の事

もあり反省すべき点が多く、幹事ラ イ
オ ン吉田耕己に全て任せ切りの半年となりました。

メンバー各位にはご迷惑をかけたこと深くお詫び申し上げます。思えば 7 月に富

山アラートライオンズクラブをエクステンションし、8 月はガバナー公式訪問、

くまモン来県など、思い出はたくさんあり、メンバーのお陰と思っております。

次年度は周年行事もあり、益々クラブが栄えることを願って、ご挨拶とさせて頂

きます。

　冒頭より、在任中国内においてとりわけ甚大な災害

が発生しなかったことにたいしてまずは天に感謝しま

す。

　この 1 年間私なりにいろいろありましたが、『喉元

過ぎれば熱さを忘れる』とのことわざの如く、間もな

く任期の満了にあたり一種の安堵感と開放感が交錯し

ているというのが率直な心境であります。加えて、役

柄上またとない貴重な経験も出来た 1 年でもありま

した。

　不慣れで不器用な幹事役でありましたが、当クラブ

のメンバー各位のご協力により何かと一定の任務を全

う出来ますことに改めて感謝すると同時に次年度執行

部へのエールを送りつつ、簡単至極ではありますが、

拙い総括のご挨拶とします。　

会　長ラ イ
オ ン 山本始　くまモン

幹　事ラ イ
オ ン 吉田耕己

　テール・ツイスターの任命を受け、早速、ライオンズ必

携の用語解説を読みました。「テール・ツイスター（Tail 

Twister はクラブ役員の一人。例会やその他の会合で種々

のアイデアによって会合を盛り上げ、会員間の親睦を図る

のがその任務である。そのために会員にファインを課す権

限が与えられている」とありました。任務の重大さに身の

引き締まる思いをしました。普段は政治、経済、一般社会

の状況は、なんとなく聞いておりましたが、任務を受けた

後は、いつもよりは深く読みもし広い角度から捉えるよう

に務めました。どうしたら会合を盛り上げられるか悩みま

した。おかげ様で会員の皆様の暖かい御支援により無事任

務を終えることが出来ました。心より感謝申し上げます。

生涯に思い出に残る貴重な体験の機会を与えて下さったア

ラートライオンズ会員の皆様に重ねて感謝申し上げます。

有難うこざいました。

テール・ツイスターラ イ
オ ン 関　勝

1 年を振り返り

四献・環境保全委員長ラ イ
オ ン 今川強

　環境保全としての活動は二上山の清掃活動並びに桜
の植樹早朝例会それから初めて参加しました立山町の
ライオンズの森の下草刈り、美しいまちづくりの新高
岡駅周辺の清掃活動がありました。思い出深いのは、
ライオンズの森の立山町の清掃活動へ向かう道中生ま
れて初めて熊が車の前を横切り驚いたこと。それから、
専用の長い鎌を用いての草刈り作業は結構要領が難し
く、斜面の長い草を刈る作業は汗だくになりました。
山の環境を維持するのはいかに大変な事か地元ライオ

ンズクラブの方に頭が下がる思いです。
イオンモール高岡においての献血推進活動は我々はた
だ呼びかけることしかできませんが大半が面前を通
り過ぎるわけですが、そんな中で快く、献血の意義を
理解されて協力してくれる方は素晴らしい事と思いま
す。いずれにしても、継続し続ける事は意義があるこ
とであると思いました。

　今年度の主な活動は、シリアへの物資の積み込み作
業と、シリア難民富山学校支援として 2 月 21 日の
例会前に高岡駅改札口前にて、募金勝度をしました。
募金活動では帰宅中の学生や、会社員の方々に募金し
ていただきました。１人でも多くの方に理解をしてい

ただき、とても良いアクティビティになりました。今
年度は大きな災害もなく無事一年間を終える事が出来
ました。次年度以降も災害が起こらない事を願ってい
ます。

LCIF・Alert 委員長 ラ イ
オ ン 有沢竜尚

　アラートライオンズクラブにお誘いいただき今年で

３年目、メンバー皆様が一堂に活動し合う中、微力な

がら今年度は LQ・青少年健全育成委員のアクティビ

ティとして国際平和ポスターと薬物乱用防止教室を行

いました。

小学生、皆さんの真剣な姿勢に圧倒されつつ、この薬

物乱用という「自分の将来をダメにしてしまう」こと

を強く自覚していただけるよう努めました。クラブの

メンバーが出向て薬物防止教室を実施することは、地

域と学校のコミュニケーションを活発にさせることに

もつながります。この活動を成功させるために行政と

学校との緊密な連携が必要だと感じました。各クラブ

が「We Serve」の精神と基、リーダーシップを取っ

ていくことが、子供を薬物乱用から守る地域社会の形

成に大きな役割を果たすことに気づかされました。こ

れからも青少年健全育成をメンバー全員で今後とも推

進していきたいです。

L Ｑ・青少年健全育成委員長 ラ イ
オ ン 名免良秀仁
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第 1 回例会　結成式　式次第

結成会 アーバンプレイス 5F526 号会議室　12：30 ～ 14：00

司会 高岡アラートライオンズクラブ幹事ラ イ
オ ン 吉田 耕己

開会ゴング ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区ガバナーラ イ
オ ン 藤弥 一司

国旗及びライオンズ旗に礼 全　員

国歌斉唱 全　員

ライオンズクラブの歌合唱 全　員

出席者紹介 高岡アラートライオンズクラブ 幹事ラ イ
オ ン 吉田 耕己

ガバナー挨拶 ライオンズクラブ国際協会 334D- 地区ガバナーラ イ
オ ン 藤弥 一司

地区 GMT・GLT コーディネーター挨拶 ラ イ
オ ン 今門 正二

クラブ奉仕地域及び所属リジョーン・

ゾーンの確認。（地区ガバナー発表）

ライオンズクラブ国際協会 334D- 地区ガバナーラ イ
オ ン 藤弥 一司

ガバナーよりガイディングライオン任命

及び紹介

ライオンズクラブ国際協会 334D- 地区ガバナーラ イ
オ ン 藤弥 一司

スポンサークラブよりお祝い金贈呈 高岡アラートライオンズクラブ会長ラ イ
オ ン 山本　 始

ライオン旗目録贈呈 高岡アラートライオンズクラブ会長ラ イ
オ ン 山本　 始

スポンサークラブ会長挨拶 高岡アラートライオンズクラブ会長ラ イ
オ ン 山本　 始

ガイディングライオン挨拶 2R1Z　ゾーン・チェアパーソンラ イ
オ ン 苗加 康孝

議事録作成人指名　 議事録署名人指名　

議長選出

協議事項 ⑴クラブ役員の選出。別紙参照

⑵クラブ名の確認　富山アラートライオンズクラブ

⑶スポンサークラブ　　高岡アラートライオンズクラブ

⑷チャーター申請書（TK38-A.JA）

記載事項など結成に関する諸事項の確認

⑸チャーター申請書にガバナー署名及び

スポンサークラブ会長・幹事署名

⑹チャータメンバー報告書確認

⑺例会日時・場所、例会費の決定。別紙参照

⑻新クラブ会長予定者によるチャーターナイト委員長の任命

（委員は、委員長の助言を得て会長が選任する）

⑼クラブ入会金、クラブ会費額の決定。別紙参照

⑽事務局所在地。〒 930-0016　富山市柳町 3-7-20

（有限会社広田仏壇仏具店内）

⑾クラブ会則の採択

国際理事会が制定している

「ライオンズクラブ会則及び付則標準版」を採択

⑿クラブスローガン。『未来につなげよう　We　Serve』

⒀認証式典日時の決定。2017 年 9 月 5 日

⒁質疑応答

新クラブ会長予定者挨拶 笊畑 孝生

ライオンズ・ローア キャビネット幹事ラ イ
オ ン 坂本 　登

閉会ゴング ライオンズクラブ国際協会 334D －地区ガバナーラ イ
オ ン 藤弥 一司

閉会挨拶　 高岡アラートライオンズクラブ会長ラ イ
オ ン 山本　 始

また会う日まで合唱 全　員
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７月 4 日国際大会で地区 L. 久野好輝よりエレクトリボンを取っていただきました。ライオンズクラブは地

域に求められる支援に対応する為に存在します。ニーズがある以上我々はそれに答えなければなりません。

シカゴで 9 日間の内 4 日間朝の 7 時 30 分～夕方の 5 時 30 分までエレクトセミナーの勉強を終了いたし

ました。国際協会は We Serve がモットーであり具体的には国際会長スローガンは「Power of Action 」 

「Power of we」「Power of service」であります。この3つが原点で新たにGMTにGST(グローバル　サー

ビス　チーム )) そして GLT が 3 本の柱です。今後 GAT が加わることになります。閉会式で国際会長は新

クラブ結成目標は 547 クラブをあげています。今日の結成式は国際会長の目標に沿ったものだと思います。

今日はおめでとうございます。わたくし自身も誇らしく思っています。今年度での結成式は日本で一番早い

結成式ではないでしょうか。いや世界で一番かもしれません。後で調べてみます。今後ご苦労があるかと思

います。ライオンズクラブは　We  Serve です。新しい奉仕 6 つ　視力、飢餓、環境、小児ガン、糖尿病、

地域奉仕です。富山アラートライオンズクラブは地域のニーズに応えたクラブになることを願っています。

おめでとうございました。

私の初仕事が結成式で喜んでいます。GMT コーディネーターは新しいクラブができることを希望していま

す。私の言いたいことは先程のガバナーの祝辞でいわれたので話すことはあまりありません。私は輪島ライ

オンズクラブに所属しています。これは本当にうれしきことです。チャーターナイトに向かって準備等忙し

い日々が待っています。活動を期待しています。

祝　辞

ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区

ガバナーラ イ
オ ン 藤弥一司

祝　辞

ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区

地区 GM・GLT コーディネーターラ イ
オ ン 今門正二
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　　　祝　辞

　　　スポンサークラブ会長ラ イ
オ ン 山本始　

富山アラートライオンズクラブが結成式を迎えられ心よりお祝い

申しあげます。さて、ライオンズクラブは 1917 年にメルビン・

ジョーンズの呼びかけによりアメリカ合衆国各地から集まり会合

を開いた年であります。それから丁度今年で 100 年目に当たり、

記念すべき 100 周年に富山アラートライオンズクラブをスポン

サーできることは大変光栄であります。長い歴史の中で刻々と変

化する社会情勢に照らしたアクティビティを志す会員に期待する

ものです。「3.11 を忘れない」を標榜するメンバー各位は地域防災対策に貢献できるクラブの誕生はライオ

ンズに新しい息吹を感じざるを得ません。高岡アラートライオンズクラブと同様にアラートに特化したクラ

ブが全国各地で誕生している現状は何を意味するか考えるときだと思います。常套句のように会員増強また

エクステンションが叫ばれる中での新クラブ結成は、まだまだライオンズクラブは社会から必要とされてい

る存在であります。今後、高岡アラートライオンズクラブと富山アラートライオンズクラブが手を取り合っ

て活動できることを期待して簡単ですがお祝いの言葉とします。

　　　挨　拶

　　　ガイディングライオン　ラ イ
オ ン 苗加康孝　

富山アラートライオンズクラブの結成式が本日の佳き日に執り行

われますことを、心よりお慶び申し上けます。本年度はライオン

ズクラブ国際協会創立 100 周年に当たる年です。富山アラート

ライオンズクラフブは、記念すべき 100 周年記念事業の一環と

して結成され、今ここに 200 周年の新しい時代に向けての輝か

しいスタートを切られたわけです。ガイディングライオンとして、

皆様の入会を大いに歓迎致しますとともに、未来に目を向けた新

鮮な感覚でのクラブ運営を大いに期待するところでございます。さて、ライオンズのバッジには L の字の両

側に 2 匹のライオンの顔があります。左を向くライオンは、私達の今までの 100 年間の歴史を見つめてき

たライオン、右を向くライオンは今後 100 年先の未来を見つめるライオンです。日本には “ 温故知新 ”

という諺があります。故きを温ねて新しきを知る。この言葉の意味するところは、まさにライオンズの紋章

が象徴するものと同じなのです。最近、国内外問わず人と人とのつながりが希薄になり、殺伐とした世の中

になっているように感じます。今こそ、現代社会が抱える課題を見つめ、過去のアクティビティの良いとこ

ろを残しつつ、多難な時代に即したアクティビティを行い、心の触れ合う人道的奉仕を多くの人々に届けて

いかなければならない時だと考えます。ライオンズクラブ国際協会は、We Serve のライオンズスピリット

を礎に、身近な人々は勿論のこと、国境を越えた世界の人々の声にも耳を傾け、必要とされる奉仕を、時期

を逸することなく提供しております。真の奉仕を提供する協会だからこそ、世界中から 140 万人の同志が

ライオンになりたいと集まり、人々から愛され尊敬の念を抱かれるまでに発展したのです。 皆様には、ライ

オンズクラブの一員となられたことを誇りに思い、新しい力で我々の活動を力強く推進して頂きたいと願っ

ております。富山アラートライオンズクラブのご発展と、皆様の今後のご活躍を衷心より祈念致します。
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本日は、国際協会 334-D 地区ガバナー藤弥一司様はじめ、ご来賓の皆様におかれましては大変お忙しい中、

結成会に御臨席を賜り心より御礼申し上げます。又、結成会に際しスポンサークラブ高岡アラートライオン

ズクラブ様にご指導頂きながら、本日をむかえることが出来ました。心より感謝申し上げます。設立準備委

員会の準備不足のため至らぬ点がありますが、友愛と相互理解の精神でご容赦頂きたくお願い致します。今

後も皆様方のご指導を仰ぎながら奉仕活動に尽力して行く所存です。クラブ目標として、夢と希望に満ち、

賞讃は惜しみなく批判は謙虚に会費を極力安く多くの方々に奉仕活動に参加しやすいクラブを目指して活動

して行きたく思っており、災害対策、特に地域の幼児に対するライフジャケット寄贈事業を重点に活動して

行き又、災害支援に於いてはスポンサークラブである高岡アラートライオンズクラブ様をお手本にし他の奉

仕活動のおいては出来ることから出来る範囲でクラブとして地域社会に少しでもお役に立ちたい思いです。

最後になりますがキャビネット様、高岡アラートライオンズクラブ様より多大なる御芳志を頂きました事会

員を代表して御礼申し上げます。以上挨拶とさせて頂きます。本日はありがとうございました。

挨　拶

新クラブ会長予定者　笊畑孝生　

チャーターメンバー　林巌 チャーターメンバー　石割雅弘 チャーターメンバー　井元毅

チャーターメンバー　荒明慶子 チャーターメンバー　廣田勉 チャーターメンバー　新村聡
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チャーター申請書に署名　ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区ガバナーライ
オン藤弥一司

ライオンズの歌斉唱　地区役員 ライオンズの誓い　会長予定者　笊畑孝生

ガバナーライ
オン藤弥一司　祝辞 地区ＧＭＴＧＬＴコーディネーターライ

オン今門正二　祝辞
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祝い金贈呈　ライ
オン山本始　→　笊畑孝生 祝い金贈呈　笊畑孝生会長予定者

祝辞　ライ
オン山本始　 ライオンズの誓い　笊畑孝生　チャーター会員

会長予定者　笊畑孝生　アクティビティの説明 ガイディングライオン祝辞　ライ
オン苗加康孝　

チャーター申請書署名　ライ
オン山本始 チャーター申請書署名　ライ

オン吉田耕己
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ドネーション贈呈　ライ
オン燕昇司信夫 ドネーション発表　ライ

オン燕昇司信夫

ライオン旗贈呈披露　ライ
オン山本始　高岡アラートライオンズクラブ→富山アラートライオンズクラブ　笊畑孝生会長予定者

ローアの発声　ライ
オン坂本登 ガバナーも声たからかに

ガバナーもライオンズの歌斉唱 高岡アラートライオンズクラブ役員キャビネット三役
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今年度のライオンズ国際平和ポスターコンテストに応募いただいた作品は 104 点を審査した結果、どの作品も甲

乙付けたがたいものでしたが、慎重審議の結果、地区キャビネットに７作品を推薦することに決定いたしました。尚、

キャビネットへは 334-D 地区から 522 点より 29 点を選出され高岡アラートライオンズクラブの推薦した作品

が二点ガバナー優秀賞となりました。高岡伏木小学校　中山愛心さん　定塚小学校　野崎大翔さん

審査日 2017 年 10 月 26 日  場所：高岡アラートライオンズクラブ事務局

審査員：幹事ライ
オン吉田耕己　青少年健全育成委員長ライ

オン名免良秀仁　ライ
オン燕昇司信夫

参加校：定塚小学校 6 年生 72 作品　　高岡伏木小学校 6 年生 32 作品　合計応募作品 104 作品

　ライオンズクラブ国際平和ポスターコンテスト　
ＰＥＡＣＥ　2017-2018　テーマ「平和の未来」

野崎大翔：コメント

強い者も弱い者もない動物も人間もみんな仲よくできる世

界がいいです。

中山愛心：コメント

未来を担うこどもたちが国際平和に関心をもち、平和の未

来を築くために活躍することを願っています。

野崎大翔さんの作品　定塚小学校　　中山愛心さんの作品　高岡伏木小学校

廣
田
創
さ
ん　

定
塚
小
学
校

努
力
賞

水
島
唯
花
さ
ん　

高
岡
伏
木
小
学
校

優
良
賞

堂
端
光
聖
さ
ん　

高
岡
伏
木
小
学
校

努
力
賞

努
力
賞

上
田
真
夢　

定
塚
小
学
校

努
力
賞

佐
々
木
心
暖
さ
ん　
　

定
塚
小
学
校
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審査　ライ
オン名免良秀仁　ライ

オン吉田耕己 　 審査推薦作品　ライ
オン吉田耕己 　ライ

オン名免良秀仁　　

学校へ感謝状　ライ
オン山本始　ライ

オン吉田耕己 　校長　牧てるよ
2017 年 11 月 9 日午後 4 時～

感謝状　ライ
オン名免良秀仁　校長 　柴田正弘　

2017 年 11 月 13 日午後 1 時～

表彰状　定塚小学校校長　牧てるよ　　　生徒 　 表彰状　高岡伏木小学校長　柴田正弘　生徒 　

表彰　定塚小学校生徒　副賞：図書券 　 表彰　高岡伏木小学校生徒　副賞：図書券 　
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日時：2017 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　28 時間　21 名参加

献血受付数：59 名、採血者数：48 名 　献血出来なかった人 11 名　

採血目標人数 60 名：午前中から採血者が少なく、午後からも伸びず。

午前中は世界ライオンズデーのアクティビティがありました。同日に引き続き献血啓蒙活動に協力ありがとうご

ざいました。赤十字婦人部の午前３名・午後３名のご協力をいただきました。午後からの婦人部の１人が若者を

勧誘して受付迄案内すると彼らは献血をいたしました。若者の献血離れが進む中、今回、10 代は 200 ㎜での

採血が可能となりました。若者を取り込むことが重点活動の一つとなりました。

役割担当協力者

1 時間： ライ
オン今井功高　ライ

オン有沢竜尚　ライ
オン山道樹里　ライ

オン水野富雄　ライ
オン扇子忠之

　　　　ライ
オン高橋明大　ライ

オン鷲北欣則　ライ
オン藤沢　強　ライ

オン蓑健太郎　ライ
オン田中陽一　

　　　　ライ
オン中村清志　ライ

オン島谷　洋　ライ
オン稲垣正太　ライ

オン山本　始　ライ
オン専徒一郎

2 時間： ライ
オン山本　始

3 時間： ライ
オン吉田耕己　ライ

オン今川　勉　

4 時間： ライ
オン燕昇司信夫　会員採血出来なかった人：　ライ

オン稲垣正太 ( 歯の治療の為 )

会員採血者： ライ
オン有沢竜尚　ライ

オン鷲北欣則　ライ
オン今川勉　　ライ

オン吉田耕己　ライ
オン水野富雄　ライ

オン中村清志　ライ
オン名免良秀仁

事業資金：粗品　セイアグリー卵 80 パック　

ライ
オン扇子忠之　ライ

オン今川勉　　ライ
オン島谷洋　　

ライ
オン吉田耕己　ライ

オン稲垣正太

採血ライ
オン名免良秀仁　献血ありがとうセイアグリーの卵粗品　

ライ
オン山道樹里　ライ

オン鷲北欣則

採血　ライ
オン稲垣正太

血液不足の為　若者は 200 ㎜ OK

ライ
オン田中陽一　ライ

オン高橋明大　夫妻　
ライ
オン有沢竜尚　ライ

オン燕昇司正夫

ライ
オン水野富雄　ライ

オン専徒一郎

献血 10 回表彰　会長ライ
オン板野吉秀　

採血ライ
オン鷲北欣則　献血感謝ライ

オン鷲北欣則　ライ
オン今川勉

ライ
オン今井功高　ライ

オン山本始　ライ
オン今川勉

ライ
オン山道樹里
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【日時】平成 29 年 11 月 18 日（土） 9:30 ～ 12:30

【場所】かたかご苑

【趣旨及び目的】

社会福祉法人たかおか万葉福祉会が運営する施設（かたかご苑・すてっぷかたかごサポートかたかご）の利用者の支援

に日頃からご協力いただいている地域の方々等をお招きし、感謝の気持ちを伝えるため「ふれあいの集い」を開催する

もの。利用者が地域の皆様方との交流を図ることで、社会の一員としての自覚を持つとともに、「ふれあいの集い」を

楽しみ、心身のリフレッシュを図る。

受益者人数 80 名　地域住民 200 名

労力奉仕活動時間 : 延時間　51 時間　18 名参加

【参加者】
ライ
オン五箇晃子　　ライ

オン田中陽一　　ライ
オン山田正樹　　ライ

オン中村清志　　ライ
オン今井功高　　ライ

オン専徒一郎
ライ
オン藤沢　強　　ライ

オン山本　始　　ライ
オン島谷　洋　　ライ

オン蓑健太郎　　ライ
オン水野富雄　　ライ

オン今川　強　
ライ
オン高橋明大　　ライ

オン嶋田真一郎　ライ
オン燕昇司正夫　ライ

オン燕昇司信夫　ライ
オン竹村与志治　ライ

オン扇子忠之 

お手伝い　日本生命より　2 名

昆布の処理　ライ
オン扇子忠之
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日時：2018 年 1 月 26 日午後 1 時 45 分～ 2 時 30 分

場所：国吉小学校

対象学年：6 年生 34 名 インフルエンザで 9 名欠席

関原秀明校長先生の挨拶

薬物は恐ろしいものです、こわいものです、今日は高岡ア

ラートライオンズクラブの方から詳しくお話があります。

皆さんの幸せのため、これからの生活の為にしっかりと学

習してください。今日は高岡アラートライオンズクラブは

「ダメ。ゼッタイ。」をテーマに教室を開きます。

高岡アラートライオンズクラブ参加者

講師： ライ
オン名免良秀仁　パソコン操作： ライ

オン燕昇司信夫

写真撮影： ライ
オン燕昇司信夫　

司会：幹事ライ
オン吉田耕己

14:00　DVD 上映

14:20　４グループに分かれて協議して質問の時間

質問：薬物の葉っぱはどのように違いますか

質問：薬物はどんなところから入手できますか

質問：大麻はどうして作るのですか

質問：一番使われている薬物は何ですか

講師ライ
オン名免良秀仁は全ての質問に解りやすく回答しました。

最後に「ダメ。ゼッタイ。」を 3 回大きな声で誓いました。

14:30　終了　今年は大雪で何回も延期になりました。多くの質問をグループで協議

「ダメ。ゼッタイ。」ＤＶＤ放映

グループ代表で質問講師： ライ
オン名免良秀仁

ＤＶＤ放映を真剣に見る生徒

国吉小学校長　関原秀明
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【概要】

富山学校建設にともない建設費を贈呈したところ 200 名収容の富山学校が完成いたしました。テレビ新聞報道でご存じ

とおもいますが、学校運営費用が一人あたり 12,000 円必要との事。テレビで入学できない子どもの泣き顔が映ってい

たとおもいますが、現在は 200 名しか入学できていません。1 人でも学べる環境を整える為、ライオンズクラブ会員は

高岡駅改札口前で募金活動を行いました。NHK もこの活動取材し、会長ライ
オン山本始がインタービューをうけました。学校

帰りの高校生、会社帰りの一般人が理解を頂き募金に協力してくれました。本当にありがとうございました。会員は横断

幕を掲げ「募金お願いします声を張り上げていました。」また、シリア（イスラムに関するチラシ）を配りました。

日　　時：2018 年 2 月 21 日　午後 5 時～６時 30 分　場　　所：高岡駅改札口前   参加者：
ライ
オン有沢竜尚　ライ

オン竹村与志治　ライ
オン山本　始　ライ

オン吉田耕己　　ライ
オン苗加康孝　　ライ

オン燕昇司信夫　ライ
オン波岡　章　

ライ
オン藤沢　強　ライ

オン今井功高　　ライ
オン今川　強　ライ

オン蓑　健太郎　ライ
オン水野富雄　　ライ

オン中山剛志　　ライ
オン扇子忠之　

ライ
オン関　　勝　ライ

オン髙橋明大　　ライ
オン山道樹里　ライ

オン中村清志　　ライ
オン島田真一郎　ライ

オン燕昇司正夫

一般市民の方も募金活動に参加

ＮＨＫインタビューライ
オン山本始

シリア富山学校入口

募金横断幕を掲げるメンバー ライ
オン波岡章　ライ

オン関勝　大変寒い日でした

ＮＨＫインタビューのシリア人マゼンさん 多くの若者から募金をいただきました

シリア富山学校生徒の描いた作品　日本のイメージ　富士山・忍者等　粗悪な紙に！

シリア富山学校で学ぶ子ども達 シリア富山学校教室で学ぶ子ども達
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ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区第 64 回年次大会
【開催日】2018 年 5 月 18 日 ( 金 )・19( 土 )

【開催場所】式典　金沢市　本多の森ホール・ホテル日航金沢

【参加者】

　ラ イ
オ ン 今井功高　ラ イ

オ ン 山道樹里　ラ イ
オ ン 蓑健太郎　ラ イ

オ ン 山本始　ラ イ
オ ン 吉田耕己　

　ラ イ
オ ン 苗加康孝　ラ イ

オ ン 今川　強　　 　

東葛飾ライオンズクラブチャーターナイト
【期日】　：2018 年 5 月 20 日 ( 日 )11 時～

【場所】　：ロイヤルガーデンパレス柏　日本閣

【出席者】： ライ
オン苗加康孝　ライ

オン今井功高　ライ
オン山道樹里

【クラブより祝電】

Niemand fullt jungen Wein in alte Schlauche

( だれも新しいぶどう酒を古い皮袋に入れはしない。)

New wine is put into fresh wineskins.

( 新しい酒は新しい皮袋に。)

ＬＦＨ ( 富山県ライオンズの森公園 ) 下草刈り作業
【日時】2017 年 9 月 9 日午前 10 時～ 12 時

【参加者】ライ
オン燕昇司信夫　 ライ

オン今川勉　ライ
オン波岡章　　ライ

オン苗加康孝　　

　

ライオンズクラブ国際協会 334 複合地区第 64 回年次大会
【開催日】2018 年 6 月 3 日 ( 日 )

【開催場所】三重県津市産業スポーツセンター　メッセウィング・みえ

【参加者】　

　ラ イ
オ ン 今井功高　ラ イ

オ ン 山道樹里　ラ イ
オ ン 蓑健太郎　ラ イ

オ ン 山本始　ラ イ
オ ン 吉田耕己

　ラ イ
オ ン 苗加康孝　ラ イ

オ ン 今川強　　

2R ゾーン・チェアパーソン就任記念ゴルフコンペ開催
【日時】　2017 年 9 月 3 日 ( 日 )  【場所】　高岡カントリークラブ　

【表彰式】やすらぎ庵　【クラブ対抗成績】高岡 LC　優勝 220.6　

砺波 LC　準優勝 225.2 　新湊 LC 　3 位 230.8　氷見 LC　4 位 231.6 小

杉 LC　5 位 231.8　高岡アラート LC　6 位 232.8　

高岡南 LC　7 位 233.6　となみセントラル LC　８位 237.0　

高岡古城 LC　9 位 239.6　大門 LC　10 位 253.0

■ゾーン対抗１ゾーン　294.6 　2 ゾーン　300.2 　3 ゾーン　301,8

チャリティ　富山県ライオンズクラブ奉仕銀行へ 110,188 円寄贈　

ライ
オン苗加康孝　AMBASSDOR 会員 　2018 年 4 月
The standard embraced in the principles of Lionisum...

attracts men and women of the finest caliber...

who have the will to do and the means with which to build 

Action.Leadershio.Innovation

ライオンズクラブ国際協会を未来へと導くライオンズリーダーとしての貢献

国際協会の第２世紀へ未来への投資家となります。

ライオンズクラブ国際協会ラスベガス国際大会
【開催日】2018 年 6 月 28 日 ( 木 ) ～ 7 月 3 日 ( 火 )

【開催場所】アメリカ　ラスベガス　　【参加者】　ラ イ
オ ン 苗加康孝　 　
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美しい　空き缶ゼロの日　清掃活動
【日時】　2017 年 9 月 24 日 ( 日 )  

【場所】　新高岡駅周辺　

【参加者】 ライ
オン山本　始　ライ

オン燕昇司正夫　ライ
オン燕昇司信夫　

　　　　 ライ
オン今井功高　ライ

オン今川   強　　ライ
オン稲垣正太

御船小学校校長　定塚小学校来校
【日　時】2017 年 12 月 15 日午後 2 時～ 3 時　  

【場　所】　高岡市立定塚小学校　講堂

【参加者】   御船小学校　校長　大脇為久先生　六年生担任　松出直子先生

高岡市立定塚小学校　校長　牧てるよ　教頭　大島先生
ライ
オン山本始   ライ

オン苗加康孝　ライ
オン燕昇司信夫　ライ

オン板野吉秀　 ライ
オン山道樹里　ライ

オン今井功高

◆大脇校長挨拶概要：校長室にて

当時の 6 年生が交流をしたい、全国の道徳校指定校として共通のものがあった。

校舎は建設が新しく万全でした。学校は復興しています。それよりも子供たちの

心のケアが今も必要であります。あたりまえの生活、ありがたい日常が大切であ

ります。

多くの方々の支えをいただきました。本当にありがたいことです。

現在仮設・みなし仮設で生活している方は一割程度おられます。

◆牧校長先生挨拶概要

牧先生より御船小学校大脇先生、松出直子先生、高岡アラートライオンズクラブ、

ＰＴＡ会長の紹介後御船小学校から遥々何故来校していただいかたの説明。昨年

の 6 年生が熊本大地震のニュースを見て自分たちで何か役に立ちたいとの思い

ができた。多くの児童に呼びかけ多額の義援金が集まり、その義援金を高岡アラー

トライオンズクラブに委託。御船小学校に届けていただいていただいた。後に心

の交流として高岡を紹介するパンフレットを作成、それに対して御船小学校より

ビデオレターが届いた。

その結果、御船小学校との交流も活発になり、熊本県からくまモンが来校、いろ

いろな町、県のよりところが見えてきた。そのようなことを取り入れていきたい。

今日は心のこもった集会としたい。

◆ 6 年生より御船小学校に今年度集めた義捐金の贈呈

熊本県から　くまモン　お礼　定塚小学校
【日時】　2017 年 9 月 28 日 ( 木 )

【参加者】 ライ
オン苗加康孝　ライ

オン竹村与志治　ライ
オン今井功高　ライ

オン山本始　ライ
オン燕昇司信夫　

パークゴルフ施設場長椅子贈呈アクティビティ
日時】2017 年 9 月 9 日 ( 土 )　

【場所】二上浄化センター　

【参加者】 ライ
オン吉田耕己　ライ

オン関勝　ライ
オン五箇晃子　ライ

オン山本始

二上浄化センターパークゴルフ施設内の環境整備の為、自治会の要望にたい

して設置された。高齢者の健康維持、地域住民の憩いの場として、また競技

の若年層に利用される事を目的にパークゴルフ競技外の付帯設備に木製チｪ

アの必要性から寄贈する。ライオンズクラブ 100 周年事業の一環である。

世界ライオンズデー　清掃活動
【日時】　2017 年 10 月 8 日 ( 木 )  

【場所】　おとぎの森　　

　　　　清掃場所は例年通り　記念植樹の森方面を担当

【参加者】　ライ
オン苗加康孝　ライ

オン島谷　洋　ライ
オン福井康介　ライ

オン有沢竜尚　

　　　　　ライ
オン山道樹里　ライ

オン扇子忠之　ライ
オン今井功高　ライ

オン水野富雄　

　　　　　ライ
オン高橋明大　ライ

オン蓑健太郎　ライ
オン吉田耕己　ライ

オン高橋ジェラルディン

　　　　　ライ
オン中村清志　ライ

オン名免良秀仁　ライ
オン燕昇司正夫　ライ

オン燕昇司信夫
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高岡アラート LC 会員 各位 

 
       第 63 回例会案内 2017 年 7 月 5(水) 

      場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会:PM6:00～6:30 

例 会:PM6:30～7:45 

服 装 :自由 

年度初めです、出席お願いします 
 

会長あいさつ          L.山本  始 

新会員入会式          

 

前年度三役パストバッチ贈呈 

 

委嘱状伝達 地区 ZC 

井田 光祐 さん 中村 清志 さん 
 

前会長 L.板野吉秀 前幹事 L.有沢竜尚 前会計 L.久田隆司 

. 

ゾーン・チェアパーソン委嘱 L 苗加康孝 

 

誕生月のお祝い 

 

 

L.今井功高 L.吉村鉄也 L.伊勢真理子 L.嶋田美香 

                                       

～会 食～ 

   

   

新三役就任挨拶 会長 L.山本始 幹事 L.吉田耕己 会計 L.蓑健太郎 

 2017 年度基本方針の発表 L.山本  始 

 2016～2017 年度決算報告  

2016～2017 年度監査報告 

L.久田 隆司 

L.中川  敏裕 

 2017～2018 年度予算(案) L.蓑 健太郎 

 2017 年度会費納入について L.蓑 健太郎 

■国際大会報告 

協議並びに幹事報告 

 

出席率の報告          

 

 

 

就任挨拶 

L.苗加 康孝 

L.吉田 耕己 

 

L.中山 剛志 

 

テール・ツイスターの時間 就任挨拶 

 

L.関   勝 

 

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 
 

＜出欠返信欄＞ 7 月 4 日（火）必着 ☑ 
 

    □ 出席 

 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

幹事　就任挨拶　ライ
オン吉田耕己

ライ
オン山本始に指名されたライ

オン吉田耕己です。不器用なので皆様

のご協力をいただき一年間頑張る所存です。よろしくお願

いします。

今日は 30 人メンバーが例会に出席いただきありがとうご

ざいました。今年度中に会員を 5 名増やしたいと思いま

す。会員増強で立派なクラブに成長させる所存です。是非

皆様の協力を得て増員したい。昨年度㈱ライフエナジーが

ニューオータニ高岡でパーティを致しました。何をしてい

る会社かと思われますがライオンズクラブ会員のご理解を

得て飯を頂いています。これからも奉仕活動に邁進いたし

ます。

■基本方針の発表　
クラブスローガン　クラブモットーの発表
①会員拡大

②ＬＣＩＦ基金推進

③例会出席率の向上などを重点的に発表

◆会計ライ
オン久田隆司　前年度決算発表

◆会計監査ライ
オン中川敏裕　前年度会計監査の報告　

　拍手をもって承認されました。

◆今年度予算案　ライ
オン蓑健太郎　承認の件　

　拍手を持って承認されました。

委嘱状の伝達　地区ゾーン・チェアパーソンライ
オン苗加康孝　

地区ＹＣＥ委員ライ
オン山田正樹

地区ＦＷＴ委員ライ
オン五箇晃子

地区ＬＱ・青少年育成委員ライ
オン山道樹里

誕生月のお祝い　
ライ
オン今井功高　ライオン

レディ 伊勢真理子　ライ
オン吉村鉄也　ライ

オン名免良秀仁
ライオン
レディ 嶋田美香　ライオン

レディ 河合有子　ライオン
レディ 中條雅子

会長ライ
オン山本始

会計　就任挨拶　ライ
オン蓑健太郎

今年度会計をするライ
オン蓑健太郎です。理事の経験も無いので

不安です。しかしライオンズクラブが少し見えてきた様に

思います。ライ
オン燕昇司信夫のお力を受け、皆様のご支援をお

願いします。

誕生プレゼント　ライ
オン今井功高　ライ

オン伊勢鐵弥　ライ
オン嶋田真一郎

委嘱状伝達　ライ
オン山道樹里　ライ

オン山田正樹　ライ
オン五箇晃子
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新会員紹介　ライ
オン山本始

射水市に在住、22 才で高岡市の瓦店に入社。30 才で独

立されました。職人気質の人です。昨年仕事中に危険な事

に遭遇しました。今後よろしくお願いします。

新会員紹介　ライ
オン水野富雄

同じ自治会所属。50 才になりました。株式会社 M 社を

退職され政治の世界に入られる予定です。50 才は若いか

否か分かりませんが 22 才から 27 年間同じ会社で勤務

されました。ボランティア活動にも積極的に参加されてい

ます。高岡アラートライオンズクラブのアクティビティに

参加してくれると思います。私ごとになりますが前日眼の

手術をいたしました。

テール・ツイスター就任ライ
オン関勝　宜しくお願いします

花束贈呈　新会員　ライ
オン中村清志 ライ

オン井田光佑

誓いの言葉　新会員　ライ
オン中村清志　ライ

オン井田光佑 会長ライ
オン山本始　ライオンピン佩用新会員　ライ

オン中村清志

出席委員長就任ライ
オン中山剛志　宜しくお願いします

前役員にピン贈呈一年間ご苦労様でした　ライ
オン有沢竜尚

会長ライ
オン山本始代読　ガバナーメッセージ
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ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区 

地区 GMT・GLT 委員 L.小竹茂樹 

 
       第 64 回例会案内 2017 年７月１９(水) 

      場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会:PM6:00～6:30 

例 会:PM6:30～7:45 

服 装 : 服装ジャケット 

役員訪問です。  
 

会長あいさつ          L.山本  始 

  

～会 食～ 

地区役員クラブ訪問   

２R 役員挨拶 ゾーン・チェアパーソン L.苗加 康孝 

 地区 100 周年記念事業委員 L.工藤 光也 

 地区 LCIF 委員 L.高松 和宏 

地区 GMT・GLT 委員 L.小竹 茂樹 

地区 YCE 委員 L.山田 正樹 

地区 LQ・青少年育成委員 L.山道 樹里 

地区 FWT 委員 L.五箇 晃子 

  

■国際大会報告  L.苗加 康孝 

 

   

   

   

協議並びに幹事報告 

 

出席率の報告          

 L.吉田 耕己 

 

L.中山 剛志 

 

テール・ツイスターの時間  L.関   勝 

 

 

※2017-2018 年度クラブ会費納入お願いします。 

 

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 
 

＜出欠返信欄＞ 7 月 18 日（火）必着 ☑ 
 

    □ 出席 

 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

100 周年記念事業委員
ライ
オン工藤光也　

ゾーン・チェアパーソン　
ライ
オン苗加康孝　

GMT・GLT 委員
ライ
オン小竹茂樹　

　皆様こんにちは　只今ご紹介いただきました高岡アラートライオンズクラブ所属の
ライ
オン苗加康孝です。本日は、大変貴重な例会にお招きいただきましてありがとうございます。

この度、２R １Z のゾーンチェアパーソンを引き受けることとなりました。身の引き締ま

る思いがいたします。ライオンズクラブでは諸先輩からのご指導のもと、何事にも真摯に

取り組み、ライオンズクラブに大切な「相互理解」の精神など多くのことを教わりました。

これからも学びながら成長して行きたいと思います。ライ
オン藤弥一司ガバナーの方針を、でき

るだけ忠実に正確にゾーン内の７クラブにお伝えし、理解・実行していただくのがゾーン

チェアパーソンとしての最も重要な責務であろうと自覚し、微力ではございますが精一杯

努めていく所存でございます。そして、「We Serve」の精神を基本に、より一層地域へ

の浸透を図りながら今後の１００年に繋いでいく活動が必要だと思っています。各クラブ

のご意見を充分にお聞きし、何事にも一生懸命に。友愛と寛容の精神で、楽しく和気あい

あいと融和を図りながら一年間全うしたいと思います。ライオンズクラブの国際理事会諮

問委員会等いろいろな話。

今まで以上の温かい御指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。国際大会に参加

して 1 日～ 6 日迄アメリカに滞在。アメリカは 20 年ぶりです。飛行機で時差ボケでした。

パレードには参加できず、国際本部を視察しました。朝、夕の地区や複合地区の懇親会な

どに出席して、最後の閉会式まで滞在していました。

今日は撮影の準備がしていなくて、いつの機会に詳しく報告いたします。   

　会長ライ
オン山本始ライ

オン吉田耕己ライ
オン関勝ライ

オン森田の 5 人が上二上在住となります。

私は入会して５年遅めの入会です。昨年度会長職になり、今年度は地区 GMT・GLT 委

員をやることになりました。入会して５人を増員いたしましたが、１名はライオンズクラ

ブに肌が合わず退会いたしました。

アクティビティの精神を身につけ、自己研鑽を積み、人を高めることが大切です。高岡７

クラブのチームワークができればとおもいます。七夕の短冊にも願いをかきましたが、あ

と一回ホールインワンをできたらと思います。

高岡アラートライオンズクラブ対抗コンペでライ
オン関勝が優勝され、高岡ライオンズクラブ

60周年記念コンペ70名余りが参加された中でライ
オン久田隆司が優勝されました。高岡アラー

トライオンズクラブは質が高いと感じました。ゴルフを始めれば夢中になり、皆さんと楽

しく連携を高めたいと思います。

ゾーン・チェアパーソンライ
オン苗加康孝と共にゾーンの運営を行いたいと思います。

　高岡フラワーライオンズクラブに所属しています。前年度はゾーン・チェアパーソンの

役職に就き、皆様に大変ご無理をおかけしました。ゾーン・チェアパーソンとして大変記

憶に残っている事は７クラブで二上山万葉に植樹をした事、そして高岡アラートライオン

ズクラブ 100 周年レガシープロジェクトで大伴家持看板設置除幕式が思い出に残ってい

ます。

ゾーン・チェアパーソンが終わってゆっくりと思っていたが、地区100周年記念事業委員、

LCIF 委員が無かったポストが増えました。四月になって受ける人がなくてライ
オン高松和宏と

私が犠牲になった。ライ
オン苗加康孝、他の地区委員は赤いネクタイと赤いネームプレート、名

刺を頂いているが、私らは継子扱いとなっています。加えて今年度 100 周年記念事業を

企画していただければと思います。100 周年記念事業は昨年度で終わった訳ではありま

せん。

ライオンズクラブ国際協会 2R 地区役員



- 22- Alert

ＬＣＩＦ委員
ライ
オン高松和宏　

　こんばんは、この度 FWT 委員をすることになりましたライ
オン五箇晃子です。

私は入会して２年目です。組織の事、地区の事など全然わからないまま委員を引受ました。

年に３回程でればとライ
オン苗加康孝より聞いていましたが・・・。今になって漸く分かってき

ました。先日キャビネット FWT 委員会に言っていろいろ聞いてきました。女性だからは

無いと思います。男女はライオンズ活動も同じです。３年を目標に考えておられる様です

が、出来ないのではと危惧しています。家族会員でアクティビティに参加などと計画され

ているようですがうまくいくのでしょうか？オークションなどをすればとの話ですが難し

い。富山県でフォーラムの話をされました、私自身どう動けばいいのか分かりません。皆

様の協力と支えで頑張りたい。１R のライ
オン岡崎誠は男性で FWT 委員をしておられます。家

族会員とは、模索中です。以上で終わります。

　この万葉の青色のジャケットは 334 複合地区の YCE 委員になった人しか着ることが

できない貴重なジャケットです。朝、出掛ける時にこの赤いネクタイにこのジャケットを

羽織っていたところその姿を見た家族が言うんです。お笑いにしか見えない！、やすし 

きよしか！妻にいたっては、その色づかいはドラえもんだよねー？！とみんなが笑ってく

れました。ライ
オン蓑健太郎も それはアメリカ横断ウルトラクイズのようですね！と褒めてく

れました。そんな風に着ているだけでみんなが笑顔になる素敵なジャケットです。 YCE

委員では 15 歳から 22 歳の青少年を海外のホームステイに派遣、また海外から受け入れ

をするお手伝いをしています。今まさに夏期の派遣と受入れの真っ最中です。今回は北陸

に 4 名を海外から受け入れて 7 名を海外へ派遣していますが、その 7 名の中にこの呉西

２R からの派遣生はいませんでした。 私からのお願いは是非この２R からこの冬期以降の

派遣にみなさんのご家族を参加させてライオンズメンバーの家族でしか体験できない貴重

な体験をさせてあげて欲しいということです。海外からの派遣生を受け入れるホストファ

ミリーも面白いですが是非海外への派遣生をこの 2R から輩出したいと思います。どうぞ

よろしくお願いします！

　ライ
オン工藤光也さんと同様に 2 ゾーンのゾーン・チェアパーソンに就いていました。その

節は大変お世話になりました。
ライ
オン鷲北欣則が高岡アラートライオンズクラブに入会されおめでとうございました。 ライ

オン工藤

光也言われたとおり地区 LCIF 委員はつい最近決まりました。ネクタイ・・・・ネーム・・・・

バッチ・・・もなし。キャビネット予備会議にも出席していません。

さて、今年の LCIF 目標は 50 万ドルです。500 口です。その内 300 口はキャビネット

役員等で調達し、200 口は 100 ドルを 10 年かけて積み立てます。短冊に願い事 500

円で今日は 10,000 円集まったとして LCIF に献金すれば 10 年経つと MJF が達成しま

す。ライ
オン鷲北欣則さんが 10 年後会長になられたら MJF が登録となります。正会員・家族

会員全部 100 ドルすればアワードの対象となります。世帯主だけでもアワードがもらえ

ます。

前会長が LCIF のコーディネーターになるクラブもあり、音頭を取ってほしい。集めた

LCIF、特に日本、台湾のお金がどうなっているのか疑問に感じている方がおられます。

どんどんLCIF資金を使ってほしい。第１副地区ガバナーライ
オン宇波真一郎が100年先のスター

トです。詳しくは 8 月 5 日のキャビネット会議を終え、第 1 回の諮問委員会で報告します。

　皆様こんにちは！本年度、地区ＬＱ・青少年健全育成委員会、２Ｒ地区委員を仰せつかっ

ています。高岡アラートライオンズクラブ所属のライ
オン山道樹里です。どうぞ宜しくお願いし

ます。当委員会ではまだ大きな動きがございません。本日は、ライ
オン藤弥ガバナーの「未来に

向けて　新たな奉仕と新たな改革」この地区スローガンを元に、ＬＱ・青少年健全育成委

員会としての本年度の方針をお伝えしたいと思っています。キャビネットとしては、ライ

オンズクラブ国際協会のプログラムである【ライオンズクエスト】及び【薬物乱用防止】

を柱に計画を立てています。キャビネットで、各クラブにアクティビティの参考になる様

に、ライオンズメンバーへの理解と啓蒙。一般市民も参加していただいての講演会や薬物

乱用防止劇などのアクティビティも計画しております。スローガンのなかにある新たな改

革にそうようにライオンズスピリットを発揮して、1 ００周年事業の最後を飾る充実した

一年になるように皆様と共に頑張りたいと思っていますので今後ともご協力程宜しくお願

い申し上げます。この場をお借りして２点お願いがございます。各クラブにご案内があっ

たかと思いますが…ライオンズクラブ国際協会１００周年記念事業

１、池間哲郎講演会のご案内（日本はなぜアジアの国から愛されるのか）

２、薬物乱用防止演劇教室のご案内（ダメ。ゼッタイ。）

ＦＷＴ委員　
ライ
オン五箇晃子　

ＹＣＥ委員　
ライ
オン山田正樹

ＬＱ・青少年育成委員　
ライ
オン山道樹里　
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新会員入会式　ライ
オン鷲北欣則　新会員紹介　スポンサーライ

オン山本始
ライ
オン鷲北欣則は 45 歳です。誕生日は昭和 46 年 9 月 14 日です。 ライ

オン鷲北欣則は個人創業で板金業を営んでおられます。

先月 6 月 1 日に㈱ワシキタに変更されました。法人会社になられたので、それを機会に高岡アラートライオンズク

ラブに招請したところ心よく承諾をいただきました。今後ともライ
オン鷲北欣則をよろしくお願いします。

祈り　浩子健康　あさと　あやめ健康　ライ
オン燕昇司正夫　今年も健康で幸せな生活が出来ますように　ライ

オン今井功高

100 周年記念事業が今年も活発であります様に　ライ
オン工藤光也

ウィ・サーブ高岡７クラブのチームワークを高めよう　ライ
オン小竹茂樹　もう一度ホールインワンを！ライ

オン小竹茂樹

一年間無事に会計の職務を全うできますように　ライ
オン蓑健太郎　

MJF3 口全クラブ達成　ライ
オン高松和宏　元気・楽しく・　ライ

オン稲垣正太　

家内安全　ライ
オン高橋明大　子どもがすくすく育つ様に　ライ

オン中山剛志

青少年委員長一年間頑張ります。ライ
オン名免良秀仁　健康第一　ライ

オン扇子忠之　

安全に仕事ができますように　ライ
オン井田光佑　楽しく過ごせますように　ライ

オン山道樹里　

楽しい毎日楽しい人生に感謝。これからも楽しく生きれますように　ライ
オン山田正樹　

世界平和　ライ
オン竹村与志治　クラブ活動がんばります　ライ

オン嶋田真一郎

星に願いを祈り　早期償還　ライ
オン吉田耕己　家内安全　ライ

オン板野吉秀　

元気に過ごせますように　ライ
オン五箇晃子　健康第一　ライ

オン藤沢強　

初孫健康で生まれますように　ライ
オン関勝　ライ

オン鷲北欣則　入会おめでとう　

名前なし　身体安全　名前なし　健康第一　名前なし

七夕短冊に願いを込めて

ガバナーメッセージライ
オン山本始 会長ライ

オン山本始　バッチ佩用

新会員ライ
オン鷲北欣則　

誓いの言葉新会員
ライ
オン鷲北欣則　

花束贈呈　ライ
　オン中山剛志

年 クラブ数 会員数 備考

1951 2 92 日本ライオンズ結成

1962 604 31,523 334 複合地区分割

1964 954 49,681 高岡　ガバナーライ
オン橘直治

1966 1215 64,607 334-D 準地区分割

1976 2170 122,985 高岡　ガバナーライ
オン佐伯佐七

1982 2562 145,335 高岡古城　ガバナーライ
オン井村東司

1987 2875 152,489 ライ
オン燕昇司信夫入会

1988 2907 155,653 高岡志貴野　ガバナーライ
オン島憲誠

1992 3081 167,960 会員数最大　この年以降減少

1994 3166 165,904 高岡中央　ガバナーライ
オン橘康太郎

2000 3338 142,167 高岡　ガバナーライ
オン村上明

2004 3427 122,110 クラブ数最大

2006 3385 114,727 高岡古城　ガバナーライ
オン伊勢豊彦

2012 3194 100,769 小杉　ガバナーライ
オン木村正明

2013 3151 113,601 家族会員導入

2014 3128 121,093 高岡アラートＬＣ結成

2017 3092 121,797 正会員 93,814 家族会員 27,983

エクステンションについて　ライ
オン燕昇司信夫

7 月 11 日富山アラートＬＣが結成されました。

左表は日本ライオンズ会員数及びクラブ数の推移

を表したものです。ＧＭＴ・ＧＬＴ委員がおられ

ますが実態は大変厳しいものがあり、会員増強及

びエクステンションが大変重要であることを説明。
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ガバナー公式訪問記念品贈呈

クラブバナー贈呈

今年度入会会員にバッチ佩用

今年度 MJF1,000 ドル献金にバッチの贈呈

質問に対する回答　キャビネット幹事ライ
オン坂本登

ライオンズローア　第一副地区ガバナーライ
オン宇波真一郎

閉会ゴング　高岡アラート LC 会長ライ
オン山本始

また会う日まで

ガバナー退場

高岡アラートライオンズクラブ会長ライ
オン山本始

只今ご紹介いただきました高岡アラートライオンズクラブ会

長のライオン山本でございます。本日、高岡市長高橋正樹様

のご臨席を賜り、ライオンズクラブ国際協会 334-D 地区ガ

バナー公式訪問ならびに 2R1Z 合同例会を開催するあたり

7 クラブの幹事クラブとしてガバナー歓迎のご挨拶を申しあ

げます。

334-D地区ガバナーライ
オン藤弥一司ライオンならびにキャビネッ

ト役員の方々にはようこそ高岡にお越しいただき心から歓迎

を申しあげます。

高岡市は今年大伴家持生誕 1300 年記念事業が 10 月 1 日

より開催されます。又、今年春には天皇、皇后両陛下が北陸

新幹線にて来県されユネスコ無形文化遺産の御車山会館を見

学されました。ものづくりの町として、多方面にわたり、新

しい物を発信しながら、御車山のような先祖から受け継いだ

古い物を守る心と、大伴家持の文化を守る心を大切に思う両

面を持った町です。

ぜひともライ
オン藤弥一司ガバナーには高岡の街なみを見て行って

いただきたいと思います。そして、今年度ライ
オン藤弥一司ガバナー

スローガン並びに記念事業が全て成功するよう心から願って

おります。

最後にライオンズクラブ国際協会 334-D 地区の益々の発展

とライ
オン藤弥一司ガバナー並びに高岡高橋市長様、キャビネット

役員の方々の今後のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げガバ

ナー歓迎の挨拶といたします。

地区ガバナー重点目標　スピーチの要点

①会員増強

各クラブ 3 ＋ 3 以上を目標とする。

GAT( グローバルアクションチーム ) はこれまでの GLT・

GMT に GST( グローバルサービスチーム )、そして日本は

FWT も加えた 4 本柱を GAT といいます。新しい奉仕活動

を創造し奉仕対象者を前期に比べて 10% アップする。その

奉仕活動を的確に行っていくためのリーダーを育成しより多

くの人に喜ばれる新しい仲間を増やし、極細かな奉仕活動を

必要とする時の為に家族会員・女性会員の仲間を増やし参加

してもらう。

LCIF

②各クラブ 3 口以上を目指し 300 口献金総額 50 万ドルを

目標とする。

各クラブに LCIF コーディネーターをおいて理事構成メン

バーとして各ゾーン、各クラブに LCIF の知識をしっかり伝

えていこうというものです。未だに LCIF は何に使われてい

るかわからない人が多いという現状を打破していきます。地

区、ゾーン・クラブの奉仕活動は地域奉仕、LCIF は世界奉

仕です。

③ LCI フォーワード

奉仕活動を 10% アップ、奉仕活動者も 10% アップしよう。

GAT もからむ事ですが、奉仕対象者を今までの 3 倍に増や

して 2 億人の人々に奉仕を受けてもらおうという戦略です。

そのために会員を 170 万人に増やし 50 万人の人々に研修

を受けてもらいリーダーを育成していこうという計画です。

④新奉仕フレームワーク

団結の力で糖尿病と戦いましょう。

奉仕活動の優先順位を世界のライオンズメンバー 50 万人に

アンケートを取った結果、①糖尿病②小児ガン③視力④食料

⑤環境ということに国際理事会で決定されました。特に今後

5 年間は糖尿病の予防、患者の支援に力を入れていこうとい

うもので大きなイベントを創造し LCIF の交付金を利用しな

がら団結の力で糖尿病と戦いましょう。

クラブ「みんなの力で We Serve」 

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 LC 会員 各位 

 
       第 6５回例会案内 2017 年 8 月１0(木) 

      場所：ホテルニューオータニ高岡 

準備・リハーサル等:PM4:00～5:30 

合同例会:PM6:30～7:00 

懇親会:PM7～8:45 

服 装 : 服装ジャケット着用 

※ がバナー公式訪問  
 

16：00 集合 リハーサル 準備等 総責任者 L.山本始 

         

  

17：00 三役懇談会 L.山本始 L.吉田耕己 L.蓑健太郎 

キャビネット役員 

L.苗加康孝 L.五箇晃子 L.山田正樹 L.山道樹里 

 

18：00 ガバナー公式訪問 

司会：L.吉田耕己 司会補助：L.名免良秀仁 

 

19：00   ～ 懇 親 会 ～ 

 

司会：L.吉田耕己 司会補助：L.山道樹里 

  

   

   

※高岡アラートライオンズクラブはホストクラブとして全員で公式訪問を成功させ

よう。出席についても特別の配慮をお願いしたい。当日の役割については幹事 L.吉田耕己

の指示に従う事。 

※懇親会登録料：10,000 円当日集金 担当者会計 L.蓑健太郎 

 

※2017-2018 年度クラブ会費納入お願いします。 

高岡信用金庫 問屋支店 (普)0745789 高岡アラートライオンズクラブ    

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 
 

＜出欠返信欄＞ 8 月 3 日（木）必着 ☑ 準備の都合により早めの連絡候 
 

公式訪問 □ 出席    □ 欠席    

 

懇親会  □ 出席    □ 欠席  

名前 L.          

地
区
ガ
バ
ナ
ー
ご
挨
拶

ラ
イ
オ
ン

藤
弥
一
司

歓迎の言葉ライ
オン山本始 司会： ライ

オン名免良秀仁ライ
オン吉田耕己
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ＬＣ IF 感謝状ライ
オン蓑健太郎 バナー交換ライ

オン山本始

７クラブ会長バナー交換ローア高らかに発声７クラブ会長＆ゾーン・チェアパーソン

ＺＣ挨拶
ライ
オン苗加康孝

キャビネット幹事ライ
オン坂本登

質問回答
第一副会長挨拶
ライ
オン宇波真一郎

高岡市長長挨拶
高橋正樹様

バッチ佩用ライ
オン鷲北欣則 バッチ佩用ライ

オン中村清志 三役懇談会
ガバナー挨拶ライ

オン藤弥一司
三役懇談会
ＺＣ挨拶ライ

オン苗加康孝

三役懇談会　334-D 地区 2R 役員 三役懇談会　高岡アラートライオンズクラブ三役
ライ
オン山本始　ライ

オン吉田耕己　ライ
オン蓑健太郎
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アトラクション：T-BIRD 小室良　 舞台で熱唱　キャビネット三役＆ゾーン・チェアパーソン

テーブル　金　 テーブル　禄　

テーブル　優 テーブル　寿　

テーブル　福　

テーブル　雪　

テーブル　藤　

テーブル　月　
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ゾーン・チェアパーソンライ
オン苗加康孝　高岡市長　高橋正樹様　 懇親会司会： ライ

オン山道樹里　ライ
オン中山剛志　

熱唱　高岡ライオンズクラブ所属　ライ
オン高田政公　 熱唱　キャビネット会計ライ

オン西田政信　ＺＣライ
オン苗加康孝　

テーブル　銀　 テーブル　梅　

テーブル　秀　 テーブル　花　

また会う日まで　 テーブル　竹　
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クラブ「みんなの力で We Serve」 

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 LC 会員 各位  

 

第 6６回 例会案内 2017 年 8 月 23 日(水) 
      場所：二上山 大伴家持像周辺 

理事会：清掃後  

午前 6:00～午前７時 20 分 

服 装：自由 

※場所・日時に注意  軍手・鎌 各自持参 
四献・環境保全委員長挨拶及び清掃活動指示  L.今川 強 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.平和の鐘 

2.仏舎利塔 

3.二上山郷土資料館 

4.万葉文化の広場 

5.大伴家持像 
6.二上山頂 

7.城山公園 

8.気多神社 

9.越中国分寺跡 

10.高岡市万葉歴史館 

11.城光寺の滝 

12.二上射水神社 

 

雨天の場合 

1.平和の鐘 
 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関   勝 

出席率報告  L.中山 剛志 

   

また会う日まで   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 

 

＜出欠返信欄＞ 8 月 22 日（火）必着 ☑ 
 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

日時：2017年8月23日(水曜日)午前6時00～7:00

場所：二上山大伴家持像前

前日迄は雨、作業中は曇り空、アクティビティ終了後、

激しい雨でした。庭師福井康介　助手関勝が木々の剪定

を行い鬱蒼とした場所も光りが差し込みました

参加者 26 名ご苦労さんでした。

草刈り後　第 66 回例会 第 66 回例会　Ｔ・Ｔ　ライ
オン関勝 第 66 回例会

清掃活動 ライ
オン竹村与志治　ライ

オン燕昇司正夫 効率良く近代兵器　ライ
オン波岡章

雑談しながら草刈り作業 草刈り袋集積場所 大伴家持像前駐車場

斜面も草刈り草と枝を分別作業ライ
オン山道樹里　ライ

オン井田光佑

剪定する人、草刈りする人。
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クラブ「みんなの力で We Serve」 

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 LC 会員 各位  

 

第 67 回 例会案内 2017 年 9 月 6 日(水) 
      場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：PM6：00～6：30 

例 会：PM6：30～7：45 

服 装：自由 

 
会長挨拶 L.山本  始 

  

誕生月お祝い L.鷲北欣則 L.蓑健太郎 L.高橋明大 L.専徒一郎 L.中川直美 

     L.名免良絵梨 L.久田知佳子 L.扇子幸子 L.山田洋子 

. 

 

 

 

 

メンバースピーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 会 食 ～ 

 

 

演題「自己紹介」L.中村清志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZC 就任ゴルフ報告 

 

■富山アラートライオンズクラブ認証式について 

日   時：2017 年 9 月 24 日 

登録受付   14:00～14:50 

認証伝達式  15:00～16:00 

祝      宴 16:20～18:20 

会   場  富山第一ホテル 3F 飛鳥の間 

 

ゾーン・チェアパーソン L.苗加康孝 

L.山本  始 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関   勝 

出席率報告  L.中山 剛志 

   

また会う日まで   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 

 

＜出欠返信欄＞ 9 月 5 日（火）必着 ☑ 
 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

スピーチ概略　演題「自己紹介」　ライ
オン中村清志

スピーチの機会を与えていただきありがとうございます。

会長 L. 山本始から自己ＰＲする様に助言がありました。

当クラブに入会の時は職業は農業と記載しました。農業組

合法人大滝ＪＡは常勤ではありません。高岡市議会選挙準

備の為、身を軽くして㈱宮重を退職しました。現在自治会

への挨拶廻りをしているところです。自己紹介：昭和 42

年 (1967 年 ) 生れで 50 才です。 ライ
オン伊勢鉄弥とは小学校・

中学校で同級生であり、誕生日は 2 日違いです。趣味・

趣向・女性の好み等は異なります。福岡町大滝を幼少時代

過ごしました。農業地域で辺鄙な村であります。田んぼは

２町ちかくで父は工務店に勤めながらの兼業農家でした。

田舎で慎ましい生活でありました。福岡小学校（昭和 42

年開校 )50 周年を 11 月に記念式典があります。娘３人

が通学していました。その関係でＰＴＡ役員として準備を

しています。学校は 600 人在籍して 1 学年 100 人規模

であります。５年前に耐震工事が終わりました。立野地区

等と統合計画もあります。小さな学校が統合されるのは高

岡市の財政上仕方がありません。10 年前に幼稚園も統合

され、その時は反対していましたが都会型は 10 人よりも

より多くの友達を得ることができます。

福岡町には小学校・中学校・高等学校が各 1 校です。福

岡高校も同じ統合対象校であります。先日も教育委員会主

催の統合説明があり参加しました。基本的には経済効果等

を求めてはいけないと考えています。小中高のＰＴＡの

連携を進め地元としての存続を期待しています。小学校 3

年生の時、自分の目標を２～３行文を書いた。その後職員

室に呼び出せれもっと高い目標を書く様に言われた。半端

な自分に喝を入れていただいた事に今は感謝しています。

高校時代に自転車・バスケケット・陸上部に籍を置いてい

ました。今のマラソンブームにのろうかと思いましたが膝

の痛みがありますが前に出たいと思っています。現在高岡

南高校の理事をしています。高岡南高校から金沢大学に入

り（アパート暮らし）多くの友達ができ、深い繋がりがで

きました。大学 4 年の春、就活で東京に本社がある（新

聞社に内定）をいただいたが父親が病気になり断念。そこ

から教授と気まずい関係になり退学いたしました。地元で

の生活を余儀なくされ㈱宮重とご縁があり 27 年間勤務い

たしました。地域行事に参加し、妻と巡り合い三人の娘が

できました。

㈱ミヤシゲは配管工事の資材等を取り扱っています。グ

ループ全体で 120 名の規模です。一般ユーザーには馴染

みがなく地味な仕事であります。名前が知られていません

が暮らしには欠かせない商品を扱っています。日々進化す

るパイプを取引先に丁寧に説明する事が必要です。与える

印象が違います。現在はインターネットの時代で質問が多

くあります。営業マンは人間味をだすこと。商品の販売だ

けなら運送屋さんにもできます、他社との差別化が必要で

しょう。

現在の公的役職等

①スポーツ推進委員・大滝地区体育振興会理事

②ソフトボール審判員

③青少年補導員

④大滝公民館運営委員

⑤小学校ＰＴＡ会長（３人の娘の関わりにより )

　ベルマーク等　貴重な体験をしました。

未熟ですが政治活動について

市町村合併から大きく変化しています。高岡市の財政問題

に微力ながら手を加えたいと考えています。営業で培った

ものを政治に反映したい。教育では全教室にエアコンを設

置すること。一人親家庭の自立支援

農業に関わる問題は私自身が直面しているので収穫の喜び

を味わう一方ＩＣＴ化推進。

新幹線新高岡駅かがやきについては多くの疑問点があると

思います。高岡市長は近辺６市との連携強化を考えている

ようです。高岡市が健全財政になるように頑張る所存です。

私は多くのボランティア

活動に参画しています。

勿論、高岡アラートＬＣで

ボランティア活動に頑張り

たいと思います。

クラブ員から幾つかの

質問あり。

会員増強パッチライ
オン山本始　 ＬＣＩＦ感謝状

誕生月のお祝い　ライ
オン鷲北欣則　ライ

オン蓑健太郎　
ライ
オン扇子忠之　ライ

オン名免良秀仁

ライ
オン中村清志
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　本日はお忙しい中、富山県知事　石井隆一様、富山市長　

森雅志様、ライオンズクラブ国際協会３３４－Ｄ地区　地区

ガバナー藤弥一司 ( ひとし ) ライオンをはじめ、地区名誉顧

問、キャビネット役員の皆様、遠方からは東京レスキューラ

イオンズクラブ、東京上野東ライオンズクラブ、四 ( よつ )

街道 ( かいどう ) 順天 ( じゅんてん ) ライオンズククラブの

皆様、富山県内からは、会長様はじめ多くのライオンズクラ

ブ役員の皆様、そして、スポンサークラブであります高岡ア

ラートライオンズクラブの皆様方をお迎えして、富山アラー

トライオンズクラブ認証状伝達式を挙行できますことは、私

どもにとりまして誠に光栄であり、この上ない慶びでありま

す。このように、沢山の皆様にご臨席を賜りましたことに、

クラブ会員一同、心より歓迎いたしますとともに、厚く御礼

申し上げます。シカゴの国際大会終了から間もない７月１１

日、ライ
オン藤弥地区ガバナーのご臨席を賜り、また、スポンサー

クラブの温かいご指導とご協力のもと、結成式を開催し、そ

ののち、７月２８日、日本順位３８３４番目、地区順位

１１２番目のクラブとして国際本部より認証されました。「奉

仕の輪を広げる新クラブの結成」これは、２０１３年６月号

のライオンズ誌の特集の見出しです。１５ページにわたって

エクステンションの成功例が記載され、その中には、３３４

―Ｄ地区６Ｒの新生４クラブが紹介されていました。エクス

テンションの話をすると、「ただでさえ会員が減っているの

にそれどころではない」という声が聞こえてきます。当時、

国際理事としてご活躍されていたライ
オン高田順一は、特集の中で、

『二つのクラブが同時に新結成できたらすごいこと』とエク

ステンションの必要性を述べられ、また当時の地区ガバナー
ライ
オン木村正明は『どのクラブも会員増強に苦労する今、エクス

テンションは周囲のクラブに、もろ手を挙げて歓迎されるも

のではありません。しかし、そういった中でライオンズの将

来を見据え、エクステンションの道を選択された英断に敬意

を表します。』と、両氏ともに、転籍メンバーを快く送り出

した所属クラブの皆さんを称えておられました。伝統や格式

を、大切にするあまりの重苦しさや、会費負担の重さなど、

また地域が望んでいるアクティビティができているのだろう

かという疑問。この特集を拝読して、もっとハードルを下げ

たクラブ運営はできないのだろうかという思いが徐々に強く

なってきました。思いを共有してきた仲間と、奉仕について

の考え方、クラブ運営の在り方など話し合っているとき、誰

もが参加しやすいスペシャリティクラブを創ろう、災害に特

化し、地域の子どもたちの命を守ろうとの強い思いで、富山

アラートライオンズクラブが誕生いたしました。私たちのク

ラブが誕生できましたのは、ライ
オン藤弥ガバナーはじめスポンサー

クラブの皆様の温かいサポートがあったからです。クラブの

基本理念にもありますように、我々会員一同は、より結束を

高め、一人一人が目的意識を持ち、自己を磨き、豊かな人間

として成長することを目指して参ります。これからも引き続

き、ガイディングライオン、ゾーン・チェアパーソンのお力

をいただき、スペシャリティクラブとして、肩の力を抜きな

がら奉仕活動に取り組んで参ります。本日は、至らぬ点、失

礼な点も多いかと思いますが、相互理解の精神にて、よろし

く、お願いいたします。本日、ご参会の皆様方には、あらた

めましてご指導とご協力をいただきますよう、心よりお願い

申し上げます。終わりになりますが、皆様方の益々のご健勝

とご多幸、そしてクラブの益々のご発展を心からお祈り申し

上げ、歓迎のご挨拶とさせていただきます。 

クラブ「みんなの力で We Serve」 

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 LC 会員 各位  

 

第 68 回 例会案内 2017 年 9 月 24 日(日) 
      場所：富山第一ホテル 

理事会： 

例 会： 

服 装：ジャケット・名札・ネクタイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※富山アラートライオンズクラブ認証式を第 68 回例会とします。 
日   時：2017 年 9 月 24 日(日) 

登録受付   14:00～14:50 

認証伝達式  15:00～16:00 

祝      宴 16:20～18:20 

会   場  富山第一ホテル 3F 飛鳥の間 
 

 

   

 

※出発時間： 

9 月 24 日(日)午後 2 時 セ・プレいたの 第 2 駐車場集合 

 
   

   

バス以外の会員は事前に報告ください。 

登録料：当日集金 10,000 円 

日時：2017 年 9 月 24 日 ( 日曜日 )

午後 3 時 00 ～ 6:20

場所：富山第一ホテル　飛鳥の間 3F

  1. 開会宣言及び開会ゴング

  2. 国旗に敬礼　国歌斉唱

  3. ライオンズクラブの歌斉唱

  4. 来賓並びにライオンズ関係役員　

　  ガイディング・ライオンの紹介

  5. 参加クラブ紹介

  6. スポンサークラブ紹介

  7. 歓迎の挨拶

  8. 認証状伝達

  9. 地区ガバナー挨拶

10. 新クラブ会員紹介並びに宣誓

11. スポンサークラブ会長挨拶

12. 新クラブ会長謝辞

13. ご来賓祝辞

14. 奉仕銀行感謝状拝受

15. 記念事業発表

16. 祝電披露

17. ライオンズローア

18. 閉会宣言及び閉会ゴング

挨　拶　大会委員長ライ
オン廣田勉

大会委員長　ライ
オン廣田勉 祝宴の舞
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　本日、富山県知事　石井隆一

様、富山市長　森雅志様、ライ

オンズクラブ国際協会 334-D

地区ライ
オン藤弥一司ガバナーはじめキャ

ビネット役員の方々、各ライオ

ンズクラブの皆様、首都圏より、

東京レスキューライオンズクラ

ブ、東京上野東ライオンズクラ

ブ、四街道順天ライオンズクラ

ブの皆様方のご臨席を賜り、富山アラートライオンズクラブ

がライオンズクラブ国際協会 334-D 地区 112 番目のクラ

ブとして認証状伝達式を挙行出来ますことは、この上ない喜

びとともに、身の引き締まる思いであります。

富山アラートラインズクラブは、「未来につなげようＷ e 

Serve」をスローガンに掲げ、夢と希望に満ち、賞賛は惜し

みなく批判は謙虚に、会費は極力抑え、多くの方々が参加し

やすいクラブ運営と奉仕を目標に活動して参ります。振り返

りますと、阪神淡路大震災、新潟県中越沖地震、そして「3.11

を忘れない」2011 年 3 月 11 日に未曾有の東日本大震災

があり、日本全体が悲しみに包まれました。また地区内で

は、10 年前能登半島地震があり、様々な災害が起きており、

近年では南海トラフ地震が想定されています。最近では、線

状降水帯による豪雨で多くの被害（土砂災害・水害）が起き

ており、天災は忘れた頃ではなくても突然やってきます。災

害が起きた後や身近な地域が被災したりすると、その時は関

心が高まりますが月日が経つと忘れがちになり、いざ災害が

起きた時に対応できないのが現状ではないでしょうか。備え

あれば憂いなしの思いから防災対策に力を注ぎ、特に地域の

子どもたちに対するライフジャケットの寄贈事業に重点を置

き、ＡＥＤの取り扱いや救命救急法などを身につけ、災害支

援時に於いては、スポンサークラブ高岡アラートライオンズ

クラブ様を手本とし、迅速な支援体制で臨みたいと思います。

他の奉仕活動に於いては、出来る事から出来る範囲で、地域

社会に少しでもお役に立てる富山アラートライオンズクラブ

としていきたいと考えています。

また、日頃からボランティアセンターの運営母体となる社会

福祉協議会との関係を構築しておく事が必要であるとの思い

から、通常例会も富山社会福祉センターで行っています。何

かの役に立ちたいと思うのは特別な感情ではなく、人として

ライオンズクラブ一員として自然な思い出しょう。その思い

を自然体で支援活動につなげることがライオンズの奉仕活動

の一つだと思います。

最後になりますが、地区ガバナー始め、スポンサークラブ高

岡アラートライオンズクラブ様、ガイディングライオンの皆

様には、認証に際し多大なるご協力に改めて感謝申し上げま

す。本日ご参加の皆様には、今後とも暖かいご支援ご鞭撻を

お願いして歓迎のご挨拶といたします。ありあとうございま

した。

　このたび富山アラートライオ

ンズクラブが高岡アラートライ

オンズクラブをスポンサーとし

て結成され、9 月 24 日に国際

協会からの認証状伝達式が挙行

されますことは、まことにおめ

でたく心からお祝い申しあげま

す。日本ライオンズでは新クラ

ブ結成、会員増強がなかなか難

しい状況が続いております。特

に新クラブ結成は地区ガバナー、ＧＭＴ関係者の悲願と言っ

ても言い過ぎではありません。国際協会 100 周年祭の期間

中に新クラブが結成されたことは私にとっても大変喜ばしい

ことです。ライ
オン藤弥一司ガバナー、笊畑会長はじめ関係各位の

ご尽力に対し深い敬意と感謝を申し上げます。日本列島に住

む私たちは災害とともに生きる宿命を背負っているかのよう

です。大地震、津波、火山活動、大雨、洪水、台風、大雪、

落雷など自然災害は 1 年を通して発生しています。私達の

北陸でも例外ではなく過去には大災害が起きています。「ニー

ズがあるところにライオンズがいる」は国際協会 100 周年

のテーマです。貴クラブは援助を必要とされている人たちに

対する活動ばかりでなく、日常から災害に備えた防災活動な

どに力を入れていかれるものと存じます。スポンサーである

高岡アラートライオンズクラブは全国のアラートクラブとの

連携、国際協会のネットワークが活動に貢献するものと存じ

ます。貴クラブがライオンズとして崇高な志をを貫かれ、地

域になくてはならないクラブとして発展されることをご期待

申し上げ祝辞といたします。

　334 Ｄ地区において高岡アラートライオンズクラブが誕

生してから４年が経ちました。ライオンズクラブ国際協会が

第 100 回の国際大会を終え、節目の年に富山アラートライ

オンズクラブが認証伝達式を迎えられ誠にお目出度くまた有

意義であり、心からお慶びを申し上げます。国際会長のテー

マ「we Serve」は新クラブが地域社会に奉仕する一翼をな

すものです。世界各地で、そして身近な地域で自然災害が頻

繁に発生しています。アラートに特化したクラブは全国各地

で産声をあげています。ライオンズとして互いとのつながり、

われわれが奉仕する地域社会のつながりを示すものです。先

人が築かれた 100 年の伝統を継承して、次世代に新しい奉

仕の形が求められています。刻々と変化する社会にまだまだ

恵まれない方々に一灯を与えライオンズクラブの原点「we 

Serve」他者への奉仕を実践し

てください。チャーターナイト

記念事業は子どもたちを水害

から守る為のライフジャケット

を普及する運動は誠に崇高は

志であります。最後に認証状に

その名を記されたチャーターメ

ンバーの皆様に特段の敬意を表

し、貴クラブが現代の情報を掴

み取りライオンズの同志と末永

く活動をされることに期待を申しあげお祝いの言葉としま

す。

祝　辞　ライオンズクラブ国際協会元国際理事　ライ
オン高田順一

挨　拶　スポンサークラブ　
　　　　高岡アラートライオンズクラブ会長　ライ

オン山本始

挨　拶　富山アラートライオンズクラブ会長ライ
オン笊畑孝生
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第 69 回 例会案内 2017 年１０月 4 日(水) 
      場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：PM6:00～ 

例 会：PM6:30～ 

服 装：自由 

 
会長挨拶 L.山本 始 

誕生月お祝い L.久田隆司 L.土合建雄 L.稲垣玲奈 L.燕昇司裕子 

L.稲垣正太 L.鷲北純子 L.山道康恵 

 

 
 ～ 会 食～  

ゲストスピーチ   

藤本了介様 演題「企業のリスクについて」  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 8 日世界ライオンズデーについて 

10 月 8 日献血啓蒙活動について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.吉田 耕己 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関   勝 

出席率報告  L.中山 剛志 

また会う日まで   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 

 

＜出欠返信欄＞ 10 月 3 日（火）必着 ☑ 

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

富山アラートライオンズクラブ会長 L. 笊畑孝生

認証伝達式に出席いただいた事、スポンサークラブをして

頂いた事、ガイディングライオンを引き受けて頂いた事の

感謝の言葉がありました。三役で出席頂きました。

演題「企業のリスクのリスクについて」

初めて日章旗の前で講演します。大変光栄なことです。

私は転勤族で全国の都道府県を経験いたして感じたことを

少しのべます。富山県には昨年４月に着任しました。今ま

での勤務場所は太平洋側で初めて日本海側の勤務となりま

す。今までの勤務地についての感想：

福島県の着任は大地震 2011 年 3 月 11 日の後で地震の

査定などを行い、20 年勤務して加入者から初めて涙を流

されるほど喜ばれました。保険が人の支えになっているこ

とを実感したしだいです。その場でこの災害をいくらの保

証かを即決定。

さて、富山県に勤務しての印象はお上手抜きで大変いいと

ころだとおもいます。

富山県は災害の少ない県だと必ず言われます。しかし他の

県でも災害が起きるまで災害がないと主張されます。富山

県は立山連峰が救ってくれるとか。

地震の保険加入率、富山県は全国で 44 位、長崎は最下位、

現在は宮城県が一位です。それまでは高知県が津波など大

地震の可能性から一番でした。

富山県は 300 年ごとに大地震が起きています。地球活動

から考えると大変短い期間であります。ただ大きな洪水は

みられません。小さな洪水は頻繁に起きています。

富山県の暮らし・教育に関しての特徴

◆東大合格数全国 5 位

　交通・産業に関すること

◆自動車普及率：3 位

健康に関することの特徴について

◆先進医療にあまり進んでいないこと

　店舗数について

◆オートバックス：1 位→自動車社会から考えると当然

　など富山県のランキングの特徴をの説明されました。

　レジメを使って「労務リスクと企業責任」の補足説明

　脳・心臓疾患と精神障害の請求件数と認定件数について

　平成 20 年に「労働契約法」の施行【安全配慮義務】に

　ついて詳しく凡例を述べながら説明。

　具体例：電通新入社員自殺　繰り返される悲劇長時間労

　働是正・道半ば

　ワタミ過労自殺　遺族と１億 3365 万円で和解

　いなげや社員に労災認定　長時間労働で過労死

　フォーカスシステムズ事件　東京地裁

◆パワハラ・セクハラについて

　「セクハラで自殺」サイゼイヤを提訴バイト女性の遺族

◆労災事故高額事例

　運送会社ドライバーが業務中、単独事故を起こし、後遺

　症発生

【契約者社長のコメント】業務災害補償プランには、扱代

理店に提案され加入したが、本当に加入していてよかった。

加入していなければ、間違いなく当社は潰れていた。まだ、

加入していない会社には、是非、提案してあげて欲しい。

◆弁護士の推移と取り扱い件数についての説明がありまし

　た。今後の弁護士の仕事は労務災害に関する仕事た増加

　するであろう。講演後の感想：大変貴重なお話で事業主

　は是非参考にされたし。

2017 年 7 月 11 日富山アラートライオンズクラブが結

成されました。スポンサークラブとしてサポートを行い 9

月 24  日チャーターナイトを当クラブの例会としました。

当クラブの例会にお礼としてゴングを寄贈して頂きまし

た。会長会長右手のは寄贈ゴング。左手のゴングは壊れた

今までの当クラブゴング。感謝。

ゲストスピーチ　勝本了介様　
三井住友海上　高岡支社長代理

　誕生月
　ライ

オン山道樹里　ライ
オン燕昇司信夫　

富山アラートアラートライオンズ
クラブﾞ　

初代会長ライ
オン笊畑孝生
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第 70 回 例会案内 2017 年１０月 18 日(水) 
      場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：PM6:00～ 

例 会：PM6:30～ 

服 装：自由 

 
会長挨拶 L.山本 始 

 ～ 会 食～  

 テーマ「ライオンズとは＆クイズ」 L.燕昇司信夫 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.吉田 耕己 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関   勝 

出席率報告  L.中山 剛志 

また会う日まで   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 

 

＜出欠返信欄＞ 10 月 17 日（火）必着 ☑ 

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

 

ＬＣＩＦ１人 100 ＄献金
達成アワード授賞

ライオンズクラブの原点

「ライオンズとは＆クイズ」

委員会の役割　学びの三角錐

リーダーに求められる６つの資質

現実対応に必要な６つの資質

リーダーになる人に知っておいてほしいこと

信頼してこそ人は尽くしてくれるものだ

①ライオンズの基本的な考え方

②日々変化する時代に対応しているライオンズクラブ

③ひとり一人がリーダーとして参加意識をもってほしい

ライオンズとはの話は大体つまらない眠くなる話なのでク

イズなどを交えて 30 分間楽しみました。とんち等のよう

な文字を解く問題ではほとんどＬ . 藤沢強が回答、大変柔

軟な頭脳ですね。

その他慶應幼稚舎入試問題をだしました。

小学校の入試といえども難しく回答者は数人でした。

慶応幼稚舎入試問題

(   ) の中に漢字を一文字いれてください　

親　人　中　（　）　小

(   ) の中にアルファベットを一字入れて下さい　

Ｓ　Ｍ　Ｗ　　（　）　Ｆ　Ｓ

(   ) の中に漢字を一字いれてください　北　本　（　）　九

(   ) の中に漢字を一字いれてください　小　中　（　）　大
とんち問題ＮＯ１～ＮＯ９　何と読むか？

講師ライ
オン燕昇司信夫 模範解答者ライ

オン藤沢強
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第 71 回 例会案内 2017 年１1 月 1 日(水) 
      場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：PM6:00～ 

例 会：PM6:30～8:30 

服 装：自由 

 
会長挨拶 L.山本 始 

   

   

ゲストスピーチ 高岡市高岡消防署  

 救急係長 消防司令補 越前信秀 様 他一名  

   

 演題「ＡＥＤについて」  

 取り扱い方等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月のお祝い 

 

 

幹事報告： 

 

ＡＥＤとは？ 
 
ＡＥＤは、自動体外式除細動器の略で 

コンピューターによって心臓のリズムを調べ、 

除細動（じょさいどう ※電気ショック）が必要かどう

かを判断する機械です。 

救急現場で一般の人でも、簡単に安心して 

除細動が行うことができるように設計されています。 

 

 

 

 
L.中山剛志 L.扇子忠之 L.川渕祐子 L.吉田耕己 
 

～ 会 食～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.吉田 耕己 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関   勝 

出席率報告  L.中山 剛志 

また会う日まで   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 

 

＜出欠返信欄＞ 10 月 31 日（火）必着 ☑ 

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

参考資料：防火安全対策について

ヒートショックってなに？※冬のほうが温度差が大きく、

ヒートショックになりやすい。

どんな症状なの？

皆さんヒートショックについて簡単に説明いたします。風

呂に入る場合血圧は下がります→風呂から上がり脱衣所で

は血圧は上がります。この激しい温度の高低が大変危険な

ものです。簡単にできる予防対策

注意事項：飲酒の入浴はさける、脱衣所はなるべく暖かく

する。

倒れていいる人をみたら応急手当・

ＡＥＤ：→電気ショック→心臓を止める機械、なぜ

心室細動の時（ふるえている時）にＡＥＤ

除細動器

119 番通報からどれくらいで現場に救急車が着くと思い

ますか。

平均で６分 1 秒です→それ以上だとほっておくと死亡し

ます。脳は一番にダメージを受ける臓器です 3 分～ 4 分

しかもちません。救急車が到着する前応急手当が必要です。

心肺蘇生について

①周囲の確認

②出血の確認

③意識の確認

④ 119 番通報のお願い

⑤ 10 秒の呼吸確認

⑥胸骨の圧迫 30 回　1 分間 100 回～ 120 回、圧力は

5 ㎝以上が必要。

ＡＥＤの取り扱い方

貼薬・ペースメーカー・汗等の確認をする。

処置が 1 分遅れることに 7% ～ 8％で社会復帰が遅れる。

質問事項：
ライ
オン燕昇司正夫　ＡＥＤの機械はいくらですか。

回答：現在約 30 万くらいですが、メンテナンス（電池・パッ

ト）が必要
ライ
オン今川強　ヒートショックですが、サウナで熱くなり、水

風呂にはいりますが？

回答：専門ではないのですが、個人差があり注意が必要。
ライ
オン高橋明大　ＡＥＤの場所

回答：公共施設・学校などには設置されています。
ライ
オン板野吉秀　アクセサリー、胸毛の確認が必要ですか

回答：現在は必要ありません。
ライ
オン竹村与志治　ＡＥＤの使用頻度はどれくらい？

回答：年に 1 回程度です。ほとんどが自宅で倒れる場合

がおおいので。
ライ
オン五箇晃子　ペースメーカーについて
ライ
オン苗加康孝　高岡アラートライオンズクラブは災害に特化

しています。必要な資格等を教えてください。

回答：一般の方に必要な資格は救命講師（3 時間で講習を

受ければ OK）

そのほか上級の資格が段階的にあります。

ゲストスピーチ　演題「ＡＥＤについて」
高岡市高岡消防署緊救急係長消防司令補　越前信秀様

ＡＥＤは自動体外式除細動器の略でコンピューターによっ
て心臓のリズムを調べ、( 除細動※電気ショック ) が必要
かどうかを判断する機械です。救急現場で一般の人でも簡
単に安心して除細動が行うことができるように設計されて
います。

ライ
オン中村清志　御礼の言葉

お陰様で無事当選することが

できました。地元だけではあ

れだけの票を得ることはでき

ません。皆様のご協力に感謝

申しあげます。これからはラ

イオンズの奉仕活動に頑張っ

ていきます。皆様のお役に立

ちたいと思います。ありがと

うございました。

誕生月のお祝い
ライ
オン扇子忠之
ライ
オン中山剛志
ライ
オン吉田耕己
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第 72 回 例会案内 2017 年１1 月 15 日(水) 
      場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：PM6:00～ 

例 会：PM6:30～7:45 

服 装：自由 

 
会長挨拶 L.山本 始 

   

 ～ 会 食 ～  

 

ゲストスピーチ 

 

六渡寺自治会長 

 

 境 信誓 様  

演題 「六渡寺海岸漂着物の対策」  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告： 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.吉田 耕己 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関   勝 

出席率報告  L.中山 剛志 

また会う日まで   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 

 

＜出欠返信欄＞ 11 月 14 日（火）必着 ☑ 

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

六渡寺自治会長　境信誓様　

上流域も含めた環境改善への意識改革

★小矢部かァ流域の現状

★六渡寺海岸の過去と現在

★石田浜 0,0 ㎡　海老江江海岸公園

　0.10 ㎡　六渡寺 2.50 ㎡

★石田浜の 125 倍、海老江の 25 倍

　のゴミがある

★海岸漂着ゴミの分別方法　

　・燃えるゴミ　・燃えないゴミ

★清掃ボランティアの広がり

★行政の協力

★ 2008 年活動スタート

★ソフト面からの提案

　「世界で最も美しい富山湾」

　ＦＭとやまクリーンキャンペーン　

　in 六渡寺海岸清掃

★ 2016 年 8 月 6 日　

　県主催環境バスツアー

★南砺市のゴミで海岸が泣いている

★海岸漂着ゴミ清掃ボランティア活動

の取り組みは、確実に広がりを見せ六

渡寺海岸から富山県全体、ひては日本

全体の環境改善へと広がることを私た

ちは強く願い、期待しています

【コメント】

●会員は意外な程、真剣にゴミ問題を

　考えました。
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第 73 回 結成記念例会案内 2017 年１2 月 6 日(水) 
      場所：NOWA 高岡市中川栄町 1017-4 

理事会：PM6:00～ 

例 会：PM6:30～8:45 

服 装：自由 

※場所に注意 地図別紙 
会長挨拶 L.山本 始 

ゲスト紹介 高岡古城ライオンズクラブ 

名誉顧問 L.伊勢豊彦 

スポンサークラブ会長   L.鷲北浩一 

スポンサークラブ幹事   L.関澤 浩 

 

   

メンバースピーチ 結成式＆ＣＮの思い出 

チャーターメンバーL.山道樹里 L.山田正樹 

 

   

 薬物乱用防止指導員研修を終えて  

 L.高橋明大  

   

～懇 親 会～ 

ウィ・サーブ 

アトラクション 

 

 

 

 

 

閉宴挨拶  

幹事報告： 

 

 

高岡古城ライオンズクラブ会長 L.鷲北浩一 

ＮＰＯ法人 富山ダルクリカバリークルーズ 

[岩瀬太鼓 海岸組]による和太鼓演奏 

薬物依存者の社会復帰を支援する民間グループ 

(GARC)として、平成 20 年 5 月に、北陸で初め

て富山市岩瀬に設立。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長  

L.今井 功高 
L.吉田 耕己 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関   勝 

出席率報告  L.中山 剛志 

また会う日まで   

   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ ※登録料 4,000 円 当日集金 

 

＜出欠返信欄＞ 12 月 4 日（月）必着 ☑ 

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

　ちょうど３年前、２０１４年１２月１０日、ホテルニュー

オータニ高岡にて初代会長ライ
オン竹村与志治のもとで、　第一

回結成例会が行われ、年が明けて１５年 1 月２１日に認

証状にチャーターメンバー一人ひとりが署名をして、そし

て 3 月１５日にチャーターナイトを迎えました。 今振り

返れば、あのチャーターナイトはライ
オン燕昇司信夫に形になる

まで何回も何回も予行演習を鬼のようにさせられた事を今

でも覚えています。正直、その印象が強くてその事しか覚

えていません。そのおかげでチャーターナイトがミスもな

く盛大に堂々と無事終える事が出来たのだろうと思いま

す。 2 年目は会長ライ
オン苗加康孝のもとで 1 年理事をさせて頂

き、その年の 9 月 10 日、台風 18 号の影響による記録

的な豪雨で鬼怒川の堤防決壊により甚大な被害を受けた茨

城県常総市へ「災害ボランティア支援活動」に行かせて頂

たり、また翌年の 2016 年 5 月 7 日には熊本地震発生に

より一番被害の大きかった熊本県益城町にも災害ボラン

ティアとして行かせて頂き、貴重な経験をさせて頂きまし

た。 3 年目は会長ライ
オン板野吉秀のもとで 2 年理事をさせて頂

き、そして現在 4 年目、山本会長のもとで副幹事をさせ

て頂きながら現在キャビネットの地区委員として出向させ

て頂いています。 これも諸先輩方のおかげで本当にありが

たいことです。なんでそう思えたかと言いますと、自分が

キャビネットに行って初めてライオンズクラブがどうゆう

ものなのか少しわかったからです。 キャビネットに行くこ

とに関して、なにも向上心があった訳でもなく、好奇心が

あった訳じゃなくて自分の中でただただ上から言われたか

ら断れないって言う強制でした。 そこで初めてキャビネッ

トに行った時に自分の周りを見れば会長、幹事、クラブの

要職経験者ばかりで、その時に「おい、ちょっと待てと」、

自分は３年間クラブ内で活動もしてきたし、災害ボラン

ティア活動（アラート）にも経験があって、なんとなくラ

イオンズクラブのことをわかっていたつもりでした。だけ

ど、一歩外に出てみればライオンズクラブの本質に関して

は全くのド素人で、わかっていた気がしていただけで実は

何も知らない自分なんだなってことを凄く痛感しました。 

クラブではわからないで通っていたものが、キャビネット

では全く通用しませんし最後は自分でやるしかなくて、で

もそんな環境の中で揉まれているうちにどういうものなの

かがわかりました。今は行かせて頂いたことに本当に感謝

していますし、なんとなく自分でもライオンズマンとして

少しは成長できたと実感しています。 そういう点からもこ

のクラブは現在４年目、来年には５年目の節目を迎えます

が、 そろそろ会員一人ひとりが真剣に考えないといけない

時期に来ているのだろうと思います。 自分に対する反省も

込めて。 発足して間もないクラブだからと言って、いつま

でもわからないでは通用しないどころか高岡アラートライ

オンズクラブの歴史に汚点を残すことになってしまうので

はないかなと思います。 来年は、アラートのスポンサーク

ラブでもあります古城ライオンズクラブから現在、第一副

地区ガバナーのライ
オン宇波真一郎ガバナーになられます。キャ

ビネットも高岡に移ります。 だから皆さんもぜひここで一

人でもふたりでもキャビネットに挑戦して貴重な経験を積

んでほしいと思いますし、絶対ライオンズマンとして身に

なると思います。 いつかこのクラブに入って良かったと

か、このクラブでやってこられて良かったと思えるような

そんな高岡アラートライオンズクラブをここにいるメン

バー全員で作って行ければ嬉しいなと思います。これから

も皆で頑張って行きましょう。 
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NPO 法人　富山ダルクリカバリークルーズ「岩瀬太鼓　海岸

組」による和太鼓　薬物依存者の社会復帰を支援する民間グ

ループとして平成 20 年 5 月に北陸で初めてトヤマし岩瀬に

設立。太鼓演奏の前にグループの代表が薬物に依存した経緯に

ついて詳しくお話されました。クラブメンバーもそのお話に心

打たれました。素晴らしい演奏に感動いたしました。ライオン

ズクラブ活動薬物乱用防止教室の指針を頂いた思いです。
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　チャーターナイト事業としてカンボ

ジアに行かせていただいた時のレポー

トにも書きましたが、高岡アラートラ

イオンズクラブ入会、そしてカンボジア渡航は私の人生に

とって大きな変革であり貴重な体験であったわけですがそ

の源はまず〝思考すること〟、〝思うこと〟あったと考えて

います。誰かが何かを〝思う〟〝思考する〟〝考える〟こと

でそれがゆくゆくは〝現実になる〟という話です。

当たり前といえば当たり前ですが、現実を信じて強く思い

行動すればそれは現実するという事です。

誰が何を思ったかというと２つありまして、１つは今まで

所属していたクラブでは実現できない活動を実現するため

に高岡アラートライオンズクラブを新たに立ち上げようと

決断された中心メンバーの方々の熱い思い。おそらくはい

ろいろな障害を乗り越えての結成だったろう思います。そ

してもう１つは私の娘の持っていた〝世界の恵まれない子

供たちの役に立ちたい、使わない文房具を届けたい〟とい

う思いです。

当時娘は中学校２年生でボランティアクラブに所属してい

ました。その活動として短くなった鉛筆や消しゴム、ボー

ルペンやマーカーなど使えないわけじゃないけど使ってい

ない文房具を校内に呼びかけて集めていました。ある日、

私と妻に〝こういう文房具を送り届けるにはどうしたらよ

いか？〟と相談を受けました。私たちは新聞で見ていた情

報などからそれこそライオンズクラブやロータリークラ

ブ、商工会議所、青年会議所などのなかまにおそらくそう

いう活動を行っているところがあるんじゃなっかと返事を

しました。まだ、私がこのクラブに誘われる前の話です。

年末になり、私は同じ町内の L. 板野吉秀の

お誘いを受けて高岡アラートライオンズク

ラブに入会することになりました。

12 月のクリスマス家族例会に家族 4 人で

参加しました。その最中に娘が再び文房具

を送り届ける方法がないか聞けないかし

ら？と口にしました。当時の会長ライ
オン竹村与

志治とライ
オン燕昇司信夫のいらっしゃるテーブ

ルに行って実は娘がこんなことを言ってい

るのですが、何処かお心当たりないでしょうかと尋ねたと

ころ、あの時お二人は〝それだとそれだ〟とおっしゃって

いたかと思います。ちょうどチャーターナイト事業に何を

するか思案していたとのことで、この文房具を送り届ける

ことをこのクラブでやろうと言っていただいたわけです。

即決、即断でそれからはどこに送るかどうやって送るか、

学校で集めたぐらいの量では足りないだろうとメンバーみ

なさんにご協力いただき各方面に働きかけていただいたお

かげでカンボジアの僻地の小学校に抱えきれない荷物を私

たち家族 3 人も含めたメンバー７人で届けることができ

ました。こうして思い起こすとまさに二つの〝思い、思考〟

がつながって実現した出来事だなと思います。

カンボジアには水も電気もガスもありませんでしたが子供

たちはみんな飛び切りの笑顔で生活していました。私は今

の日本には〝ないものはないこと〟がわかりました。不平

不満を言う余地はありません。この環境に生きていること

に、またこのクラブに入る機会を得られたことに感謝して

高岡アラートライオンズクラブで私の出来る限りの奉仕活

動に励みたいと思います。
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演
題
�
思
考
が
現
実
に
な
る
�

薬物乱用防止指導員研修を終えて
ライ
オン高橋明大

ウィ・サーブの発声　高岡古城ライオンズクラブ所属
ライ
オン関澤浩
高岡古城ライオンズクラブより祝電をいただきました。
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第７４回 クリスマス家族会 201７年１２月 16(土) 
      場所：ホテルニューオータニ高岡 

受付：17:30 

例会：午後 6 時 00 分～8 時 30 分 

服 装：自由 

※場所・日に注意  

 
会長挨拶 

協議報告事項会長挨拶 

出席率報告 

 

 

L.山本 始 

L.吉田耕己 

 

開宴の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローア 

また会う日まで 

閉宴挨拶 

・・・・・・・・・クリスマスパーティー・・・・・・・・・ 

 

開宴挨拶＆ウィ・サーブ 

アトラクション  

ピアノ演奏 

歌 (やえもも) 

 

 

 

オークション  

サンタからのプレゼント 

誕生月のお祝い 

 

 

 

司会 L.中山 剛志 

L.山本 始 

L.板野 吉秀 

 

 

 

 

 

 

執行部 

執行部 

執行部 

L.苗加 康孝 

全員 

L.今井 功高 

 

※ 登録料 10,000 円 家族：7,000 子ども：3,000  当日集金 飲酒運転をしないこと 

 

＜出欠返信欄＞ 12 月 13 日（水）必着 ☑  知人・友人も誘ってください。 

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          
 

家族名         年齢     

家族名         年齢     

家族名         年齢     

家族名         年齢     

スヌーピーグッズ・茶器セット

ドライフルーツ・体重計・ワイン６本

森のおちかたいろいろすべり台

芋焼酎＆エアパンチスタンド

オールドパー　衣類スチェマー

おもちゃ　加賀丸いも

電動歯磨き＆お菓子・高級タオル等

フェルベール洋菓子６点

アイスクリーム商品券

羅臼昆布・ゲーム・高級ワイン２本

射水市の有名店ルクール高級洋菓子

◆寄贈された役員理事にありがとう

アクティビティの資金が豊富になりました
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現在富山ライブハウスなどで演奏活動をしています。

来年は海開きに出演予定にしています。

応援よろしくお願いします。

となかい衣装の中村八栄さんから飴のプレゼント

youtube をご覧ください

「披露された歌８曲

①エンドレスロード                  ②メロディー

③レッドイットゴー                  ④上を向いて歩こう

休憩　クリスマス衣装に衣替え

⑤もろびとこぞりて                  ⑥ウインターソング

⑦きよしこの夜                        ⑧君のひとみに恋している

「やえもも」歌：中村八栄さん　ピアノ：百瀬明美さん

ライ
オン藤沢強　ライ

オン蓑健太郎 ライ
オン苗加康孝　ライ

オン今井功高 大会委員長挨拶　ライ
オン高橋明大　閉宴挨拶　ライ

オン今井功高　

ライ
オン燕昇司信夫　ライ

オン有沢竜尚 ライ
オン燕昇司正夫　ライ

オン関勝　ライ
オン山道樹里 ライ

オン山本始　ライ
オン板野吉秀　ライ

オン今井功高

ライ
オン今川強　ライ

オン中村清志ライ
オン竹村与志治　ライ

オン苗加康孝

ライ
オン有沢竜尚　トナカイのプレゼ

ライ
オン燕昇司信夫　トナカイのプレゼント

ライ
オン燕昇司正夫　ライ

オン吉田耕己　夫妻
ライ
オン高橋明大　家族　ライ

オン名免良秀仁

ライ
オン伊勢鐵弥　夫妻

ライ
オン竹村与志治　トナカイのプレゼント向浩美さん、岡本直美さん　

トナカイのプレゼント
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第 75 回 新年例会 201８年１月 5(金) 
      場所：福岡町 

フェルベール 

 

理事会：午後５時 30 分:～ 

例 会：午後 6 時 30 分～ 

懇親会：午後 7 時～8 時 3０分 

服 装：正月に相応しい服装 

※場所・日に注意  

 
会長挨拶 

 

  

高岡福岡宝生会 仕舞「高砂」 
シテ 蓑厚行 地頭 寺田茂 地謡 下保豊秋 

                         

L.福井康介 L.山本始 L.波岡福子 L.島崎享子 L.関和子 L.竹村泰子 

その他 

           ～   懇 親 会   ～ 

 

豪華景品が当たるクイズに挑戦 
 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

TT の時間 

出席率の報告 

L.山本 始 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月のお祝い 

 

L.関   勝 

L.燕昇司信夫 

 

 

 

 

 

 

L.吉田 耕己 

L.関  勝 

L.中山 剛志 

   

※ 登録料 5,000 円    

 

＜出欠返信欄＞ 1 月３日（水）必着 ☑  

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

新郎新婦の二人が金屏風の前に座ります。 高砂とは、兵

庫県高砂市にある高砂の浦のことです。 老松の精が相生

『相（あい）ともに生まれ、生きて老いるまで』の老夫

婦になって現れたという故事にならった能楽曲で、国と

民の繁栄を主題とし、その一部は婚礼などの祝儀で謡わ

れます。

新春、唐の都の朝廷において、年の最初の四季の節会（せ

ちえ、季節の変わり目の祝祭）が催された。絢爛豪華な

宮殿で皇帝は百官卿相（ひゃっかんけいしょう・役人と

貴族）の拝賀を受け、万民もその場に集う。拝賀が終わ

ると、鶴と亀が舞い、皇帝の長寿を寿ぐ。それに気を良

くした皇帝は舞楽を奏させて自ら舞い、長生殿に戻って

いく。

祝言によく使われるのは「庭の砂ハ金銀の。庭の砂ハ金

銀の。玉を連ねて敷妙の。五百重の錦や瑠璃の枢。シャ

コの行桁瑪瑙乃橋。池の汀の鶴亀は。蓬莱山も餘処なら

ず。君の恵ぞありがたき。君の恵ぞありがたき」

シテ　蓑厚行様　地頭　寺田茂様　地謡　下保豊秋様

シテ　蓑厚行様　

地頭　寺田茂様　

地頭　寺田茂様　誕生月
ライ
オン山本始　ライ

オン波岡章　ライ
オン関勝　ライ

オン竹村与志治　ライ
オン島崎充史

クイズ問題の取り組む会員　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クイズ第２弾テール・ツイスターライ
オン関勝 お手伝い　ライ

オン燕昇司信夫

設問Ⅰ『18 歳』と『81 歳』の違い　[　　　] の中に言葉を入れよ

①道路を暴走するのが 18 歳、[　　　　　] するのが 81 歳

② [　　　　　] がもろいのが 18 歳、骨がもろいのが 81 歳

③偏差値が貴になるのが 18 歳、[　　　　　] が気になるのが 81 歳

④ [　　　　　] を戦っているのが 18 歳、アメリカと戦ったのが 81 歳

⑤恋に溺れるのが 18 歳、[　　　　　] で溺れるのが 81 歳

⑥まだ何も知らないのが 18 歳、もう何も [　　　　　] いないのが 81 歳

⑦東京オリンピックに出たいと思うのが 18 歳、東京オリンピックまで [　　　　　] と思うのが 81 歳

⑧自分探しの旅をしているのが 18 歳、[　　　　　] まま分からなくなって皆が探しているのが 81 歳

⑨『嵐』というと松本潤を思い出すのが 18 歳、[　　　　　] の嵐寛寿郎を思い出すのが 81 歳

テールツイスターの一言　 ライ
オン関勝

第 94 回箱根駅伝で青山学院大学が総合優勝を果たした。我

が母校は３位でした。

大会史上６校目の４連覇。チームの総合力が光るレース運び

だった。▲今回、同大学の監督が掲げたテーマは「ハーモニー

（調和）大作戦」。不調が続いたチームをオーケストラにたと

え、各選手が持てる力を出し切り、” ハーモニー ” を奏で

ることができれば勝てると断言した▲勝負を決めたのは、往

路の山上り、５区の走者だった。途中、ふくらはぎと太もも

がつり、立ち止まる。だが次の瞬間、冷静につま先をつかみ、

筋肉を伸ばして再び走りだした。体の限界は越えていたのだ

ろう。それでも気持ちで前に進み、首位との差を詰め、復路

の逆転に繋げた。こした ” 一音一音 ” が見事に重なり合っ

た ” ハーモニー ” は、見る人を魅了した▲『箱根駅伝に賭

けた夢』の著者佐山和夫氏は「人間、何が美しいといって、

持てる機能の限界に挑戦している姿に勝るものはない」と限

界に挑む姿の美しさは、スポーツに限らないだろう。広布の

舞台も、一人一人の人間革命への不屈の挑戦があるところに、

豊かな ” 調和 ” が生まれ、広布の伸展につながる▲いよい

よ ” 栄光の年 ” が開幕した。新たな目標へ、晴れやかに前

進を開始したい。我が人生の栄光の勝利に向かって。名字の

言ちる抜粋

ライ
オン関勝のコメント

①青山学院の監督の名前は原進です。私の息子の名前も進で、

学校でしんではなくすすむと言っていました

②高岡アラートライオンズクラブは５周年になります。ハー

モニーで一致団結して良いクラブにしましょう

クイズ問題正解者発表　ライ
オン燕昇司信夫

クイズ問題優秀賞　ライ
オン蓑健太郎 クイズ問題優秀賞　豪華賞品

クイズ問題を真剣に考える役員席クイズ問題を真剣に考えるメンバー

？クイズ　ライ
オン燕昇司正夫　ライ

オン五箇晃子
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第 76 回例会 201８年１月 17(水) 
 

場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：午後５時 30 分:～ 

例 会：午後 6 時 30 分～ 
 

会長挨拶 

～ 会 食 ～ 

  

 
メンバースピーチ  

演 題「市政報告」 
 

 

 

 

 

 

上期決算報告 クラブ会計 

薬物乱用防止教室について報告：講師 

2018 年度夏季 YCE 受け入れについて 

 

幹事報告 

TT の時間 

出席率の報告 

 

L.山本 始 

 

 

 

 

 

 

L.中村 清志 

 

 

 

 

 

 

 

L.蓑 健太郎 

L.名免良秀仁 

L.山田 正樹 

 

L.吉田 耕己 

L.関  勝 

L.中山 剛志 

   

※     

 

＜出欠返信欄＞ 1 月 16 日（火）必着 ☑  

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

地区ＹＣＥ委員報告　
ライ
オン山田正樹2018年夏季留学生のホームスティ

―家族の募集について宜しくお願いします

テール・ツイスターの一言　
ライ
オン関勝　テールツイスターの時間ドネーション

の前に身近な話題を披露。冬期オリンピック連

続出場ジャンプの葛西紀明の目標設定を例に目

標を持ちそれに向かって進むことの大切さを力

説。夢叶う。

12 月定例議会に初めて出て、持ち時間 20 分を超える質

問をしました。

日本は北朝鮮問題で緊迫しています。高岡市は厳しい財政

状況です。私は市民として住民サービスを受けてきました。

市民として当然責任はあります。いろいろな報道がありま

すので今日はソフトに説明いたします。

財政問題：平成 22 年（新幹線）及びそれに付随する道路

の整備事業。御車山会館建設等いっきに 1,000 億円の投

資は市債発行で対応してきました。

今後、6 年間で 18 億円の改善計画が発表された。

毎年8億円の改善計画（体育館、公共施設、補助金の見直し、

コミニューティバスの廃止 )

１月 17 日は阪神淡路大震災 23 年目になります。耐震化

等の推進は必要。住民サービス等

レジュメを使っての説明：

一般財源、特定財源の推移 (24 年～ 28 年度 ) グラフ

性質別歳出の推移 (24 年～ 28 年度 ) グラフ

26 年度の投資的経費が多いことが分かる。地方交付税の

減額。

●高岡市の財政状況　28 年度決算　財源不足は 14 億

7,000 万円。

歳出 726 億 2,501 万円　歳入 732 億 4,480 万円

市町村財政比較分布表

❶財政力指数　0.75

❷財政構造の弾力性　84.5%　経常収支比率

❸人件費・物件費等の状況　104,711 円 ( 一人当たり )

❹将来負担状況　171.3%　将来負担比率

❺公共負担の状況 　15.2%　実質交際費比率

❻定員管理の状況　7.22 人　人口千人当たり
❼給与水準　102.2 ラスパイレス指数　国との比較
上記等が報告された

質問： ライ
オン苗加康孝　総合体育館建設中止に伴う竹平記念体

育館について

質問： ライ
オン山本始　高岡市の人口について

質問： ライ
オン竹村与志治　財政プログラムについて　何年後に

健全財政になるか

第 75 回例会 1 月 5 日　クイズ第２弾　設問Ⅰ回答　

設問Ⅰ『18 歳』と『81 歳』の違い　[　　　] の中に言葉を入れよ

①道路を暴走するのが 18 歳、[　逆走　] するのが 81 歳

② [　心　] がもろいのが 18 歳、骨がもろいのが 81 歳

③偏差値が貴になるのが 18 歳、[　血糖値　] が気になるのが 81 歳

④ [　受験戦争　] を戦っているのが 18 歳、アメリカと戦ったのが 81 歳

⑤恋に溺れるのが 18 歳、[　風呂　] で溺れるのが 81 歳

⑥まだ何も知らないのが 18 歳、もう何も [　覚えて　] いないのが 81 歳

⑦東京オリンピックに出たいと思うのが 18 歳、東京オリンピックまで [ 生きたい　] と思うのが 81 歳

⑧自分探しの旅をしているのが 18 歳、[　出かけた　] まま分からなくなって皆が探しているのが 81 歳

⑨『嵐』というと松本潤を思い出すのが 18 歳、[　鞍馬天狗　] の嵐寛寿郎を思い出すのが 81 歳

設問Ⅱ

No. 15 踏み倒し借金　No. 16 カンボジア　No. 17 マンション　No. 18 坊主転んでも怪我なし

No. 19 ボストン　　　No. 20 運転手　      No. 21 救急車　      No. 22 サンドイッチマン　

No. 23 三角関係         No. 24 お坊さん   　No. 25 ホームラン　No. 26 カラオケ　No. 27 ニコチン中毒
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第 77 回例会 201８年 2 月 7(水) 
 

場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：午後 6 時 00 分:～ 

例 会：午後 6 時 30 分～ 
 

会長挨拶 

誕生祝い L.板野吉秀 L.波岡章 L.土合広美 L.水持洋子 L.藤沢由美子 

 

～ 会 食 ～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーチ  中島 基樹 様 

「奇  跡  の  詩  人」 
ある日突然植物人間となり、 

ある日突然筆談が・・・ 

 

 

 

幹事報告 

TT の時間 

出席率の報告 

 

L.山本 始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.吉田 耕己 

L.関  勝 

L.中山 剛志 

   

※     

 

＜出欠返信欄＞ 2 月 6 日（火）必着 ☑  

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

＜中島基樹・依子のプロフィール＞　

●なかしま・もとき　1981 年高岡生まれ、高岡市在住。

北海道大学 2 年生だった 16 年前に突然の心肺停止で「遷

延性意識障がい」と診断。11 年間、意識がない「植物状

態」と見られてきたが、倒れた直後から意識があった。5

年前、國學院大学の柴田先生と出会い、筆談などを通して

コミュニケーションできることが証明された。その後、ト

イプードルの三太を飼い、星野富弘さんの詩画集の影響を

受けて、緊張の強かった肩や手、指を懸命に動かして、犬

の絵を描いた。４年前から市内などで個展を６回開いてき

た。県内外で講演も重ね、「あきらめない気持ちが大切」「自

分でできなければ、周りに助けてもらおう」などと訴えて

きた。一昨年 7 月の参院選では投票したい候補者名を市

職員が筆談で確認し、代理投票ができるまでに回復した。

障がい者らが自立・共生できるシェアハウス構想を練って

いる。「みんなコミュニケーションを求めている」と、母

親らと一緒に全国の仲間を訪ねて筆談・指談の指導ボラン

ティアの旅を続けている。

●なかしま・よりこ　1950 年富山市生まれ。子育てを

機に、消費者問題、環境問題に取り組む。重度障がい者の

介護の現状を改善するため、県内の母親らと共に 2005

年に「重度意識障がい者のくらし向上に共に歩むめざまし

の会」を立ち上げ、16 年まで代表に。08 年から 16 年

までは「全国遷延性意識障害者・家族の会北陸ブロック代

表も務めた。その間、県内外で数々の講演会を開いた。また、

柴田教授夫妻から介助付き筆談と指談を習い、息子とのコ

ミュニケーションができるようになり、現在は患者宅や施

設などを訪問し、筆談と指談の指導・普及に努めている。

質問：病気になった要因とその後の経過など

質問：本人の意識の有無

質問：絵をどのように描くのか

質問：絵（再生）の表現について

質問：そのほか多くの質問がありました。

これに対して一つひとつ筆談でよりこ様が通訳をして一字

一句間違えないようにお話しされました。

一番印象に残ったことは倒れてから中島さんの頭の中では

全てが分かっていたこと。

また、よりこ様が全国にこの筆談で講演に廻り、広める努

力をしている事。

家族愛を感じなければこれ程回復ができなかっただろうと

想像しました。コミニケーションは決して不可能でないこ

とを理解しました。
誕生月祝いライ

オン土合建雄 誕生月祝いライ
オン藤沢強

作品名：ぼくと三太とお母さん
中島基樹（車椅子）とよりこ様と愛犬がモデル言葉を
発しない中島基樹さんより母と三太が心を通わしてい
るとの事。

作品名：再生　希望と勇気を与えてくれる

中島依子さんから指点訳を学ぶ　ライ
オン今川強
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第７８回例会 201８年 2 月２１(水) 
      場所：万葉電車 

理事会：なし～ 

例会：午後 6 時 30 分～8 時 15 分 

※場所に注意 集合場所 万葉線高岡駅 6 時 30 分集合 

 
会長 挨拶 L.山本  始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒い季節は電車でおでん 
 

高岡駅 18:40  中新湊 19:23   高岡駅 2015 

お酒・つまみ等持ち込み自由 

電車を利用して高岡市の活性化に協力 
 

 

 

 

幹事報告・協議審議事項 

T・T の時間 

出席率の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.吉田 耕己 

L.関   勝 

L.中山 剛志 

 

 ※お酒がでます。飲酒運転はダメ。登録料：1,000 円  

 

＜出欠返信欄＞ 2 月 20 日（火）必着 ☑  

 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

ライ
オン山本始　ライ

オン蓑健太郎　ライ
オン今井功高

おでん頂きますライ
オン波岡章

ライ
オン水野富雄　ライ

オン嶋田真一郎

幹事報告ライ
オン吉田耕己　会長ライ

オン山本始

ライ
オン山本始　ライ

オン蓑健太郎　ライ
オン今井功高

ライ
オン嶋田真一郎　ライオンズの歌斉唱 ライ

オン関勝　

おでん電車内

ライ
オン有沢竜尚　せせらぎ特製刺身 ウィ・サーブ　ライ

オン苗加康孝

おでん鍋

おでん鍋　完食

ライ
オン吉田耕己
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       第 79 回 CN 例会案内 2018 年 3 月 7(水) 
      

場所：民宿げんろく 

理事会：18：00～ 

例 会：18：30～ 

懇親会：19：00～ 

服 装 :自由 

※ 場所・日時に注意 多数の参加お願い 
会長挨拶 L.山本始 

 

 

誕生月のお祝い 

 
 

L.藤沢強 L.水持隆繁 L.山道樹里 L.竹村与志治 L.専徒君代 

各種報告 幹事 L.吉田耕己   

 

 

 

～懇親会～ .19：０0～２１：００ 司会：L. 

委員長挨拶  L.高橋明大 

ウィ・サーブ L.苗加康孝 

チャーターナイトスピーチ 思い出話等 
L.今井功高 チャーターメンバー自由にスピーチ 

アトラクション 

氷見牛の見分け方 
ローア L.今井功高 

交通手段 

バス：セ・プレいたの第 3 駐車場 17:00 出発～高岡駅南 17:15～げんろく 

  
元湯げんろく 氷見市阿尾 ☎：0766-72-5688 

 

※登録料 7,000 円 当日集金 宿泊希望者：5,000 円 

 

＜出欠返信欄＞ 3 月 5 日（月）必着 ☑ 
 

□ 例会及び懇親会 出席 

□ 欠席 又は食事不要  

名前 L.          

　久しぶりのメンバース

ピーチで緊張しています。

この様な機会をいただき感

謝申しあげます。

チャーターナイトとは認

証伝達式の事を言います。

チャーターとは辞書を引く

と貸切とか・・・

正式に発足を認められたこ

とです我々のクラブは３月結成が行われました。CN の思

いでをお話する前にライオンズクラブの関わりについては

ライオンズクラブに入会して 10 年。当時は L. 苗加康孝

がスポンサーでした。JC（青年会議所 )・青年部等があり、

東京から戻って 20 年。当時は知り合いもなく青年部に入

り、苗加康孝さんを知りました。暫くしてライオンズクラ

ブに入会しないかと誘われた。通常は昼の例会できつかっ

たのが記憶にあります。正直なところ一度例会に行かなく

なると行きにくくなった。事務局へ出向きファイン 500

円を払いメーキャップのサインをしました。事務局では数

人が集まりいろいろな話題（よくない噂等）をしていたり

社会奉仕団体が誹謗中傷が・・・大変矛盾を感じました。

今から７年前の３．１１（大地震）がありライ
オン苗加康孝

ライ
オン板野吉秀 ライ

オン松谷吉秀の３人が一生懸命災害支援をして

いたのを見てライオンズクラブの原点を見た思いです。

チャーターナイトの話から少しずれました。

CN について結成は平成 26 年 12 月 10 日で結成が国際

本部から正式に 12 月 19 日に承認されました。

日本では 3799 番目のクラブ、334-D 地区で 110 番目、

2R1Z では 7 番目のクラブとして承認されました。２ケ

月に一回になったライオン誌を読むと全国で 3051 クラ

ブ 117,886 名がが現在活動しています。

結成当時の思いでは結成式の為にリハーサルを一生懸命し

たのを思い出します。その時にメンバーシップが芽生えた

と感じました。常総水害、熊本大地震災害等の支援をして

きました。

ライオンズクラブに所属している方々の話を聞くと大抵ク

ラブはトラブルを抱えているようです。若い会員が纏めて

退会したり。同じパターンそれは人間関係です。取引先に

誘われて入会した。会員増強言っているのにどんどん減少

していく。ライオンズ必携を１０年間まともに読んだこと

がありませんが、これを見るとヒントが沢山書いてある。

今後クラブの為によく読んで認識していただきたい。知ら

ず知らずの内に組織は形骸化するようです。古くて、伝統

のあるクラブにその症状がでてくる。道徳綱領に記載され

ている

批評は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を旨として破壊は

さけること。原因を批判ばかりして賞賛をしない。異業種

の集まりでいろいろな意見があり、自分の意見を主張して

いる。クラブ運営について 22 ページを読んでください。

チャーターメンバーは決して偉くない。権利義務は同等で

すと強調。

クラブ内では何をしているのかよく分からないが、外に出

てみると大変高い評価を受けています。高岡アラートライ

オンズクラブは特化したクラブに取り組んでいます。素晴

らしいクラブに所属していることを是非自覚して欲しい。

　短くお話いたします。

ロータリークラブの話を聞いて欲しいとの事で、例会に出

席しました。一人ずつ自己紹介してその場で入会が認めら

れました。毎週金曜日にホテル二ユーオータニ高岡で行わ

れていました。

そのクラブは例会出席率 100% で継続されていて欠席の

場合はメーキャップの手続きが必要であり

私は半分程出席していました。６年間在籍していました。

昭和 60 年仕事の関係で故人ライ
オン松谷吉弘さんと知り合いま

した。松谷吉弘さんから２度新クラブに招請された。誘い

の言葉は体を使い社会奉仕活動をすることを知り入会しま

した。

チャーターナイトに向けてリハーサルの思いでが一番印象

に残っています。ライ
オン竹村与志治会長がいて、会報に詳しい

ライ
オン燕昇司信夫が在籍しているとライ

オン松谷吉弘が強調された。チャー

ターナイト当日はなんとか参加していたので今考えると素

晴らしい事でした。最近携帯電話に故人松谷吉弘さんから

電話がかかります。（奥様陽子さん）が故人の電話を使用

している関係ででしょう。おれの事を忘れるなと言ってい

ることが伝わってきます。若い会員と共に成長していきた

いと思っています。

ライ
オン藤沢強　記念講演

ＣＮ記 4 周年念講演
次年度会長ライ

オン今井功高
　

誕生月　ライ
オン山道樹里　ライ

オン竹村与志治　ライ
オン藤沢強



Alert  -47-

A・B・C の皿に盛られた牛肉を当てましょう。

氷見牛と国産牛（並み）、輸入牛　

値段は氷見牛を 100％　並み国産牛 50%

輸入牛は国産牛の 50% の差があります。分かるかな・・・

当てた人は６名です。商品のワインは３本・・・

じゃんけんで３名に当たりました。
ライ
オン竹村与志治　ライ

オン山田正樹　ライ
オン藤沢強　

ドネーションありがとう

テールツイスター　の一言　ライ
オン関勝

所属しているオールスターズの野球チーム

で選手をスカウトすることになった。

素晴らしい選手で是非チームに入ってほし

いので雨の中、氷見迄行きました。４回ス

カウトに通いました。４回目で心を開かれ

良い返事をいただいた。三国志の諸葛孔明

は晴耕雨読でボロボロの衣類を付け生活を

していた。廻りの人々はあんな乞食みない

た人をと疑問に思っていた。しかし蜀の未

来を憂いて三顧の礼でお願いした。真心を

込めて一回二回三回・・・の訪問、頼めば

何とか良い結果があることを体験しまし

た。

ライオンズクラブは会員増強の中でそうゆ

う思いでいるのか分かりませんがもう一度

アタックする事です。ウィ・サーブを訴え

て勧誘することが必要です。貴重な勧誘体

験をして感じた事は人を誘う時は心からお

願いすることです。

利　き　肉　大　会

ライ
オン嶋田真一郎　牛肉の説明

試食　ライ
オン扇子忠之　ライ

オン波岡章

正解者多数によりじゃんけん　

ＡＢＣ　美味しいのはどれ　

ワインゲット　ライ
オン藤沢強　ワインゲット　ライ

オン竹村与志治　ワインゲット　ライ
オン山田正樹　最高級ワインゲット　　

Ａ：氷見牛 Ｂ：　国産牛 Ｃ：　輸入肉　

ライ
オン山田正樹　ライ

オン今井功高岡章　ライ
オン竹村与志治ライ

オン五箇晃子　ライ
オン水野富雄

Ｔ・Ｔの時間　ライ
オン関勝
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       第 80 回例会案内 2018 年 3 月 22(木) 
     場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：18：00～ 

例 会：18：30～ 

服 装 :自由 

※ 場所・日時に注意 多数の参加お願い 
日・曜日に注意 

会長挨拶 L.山本始 

   

 ～会食～  

 

ゲスト紹介 地区 LQ・青少年育成委員 L.山道樹里 

ゲストスピーチ 敦賀みなとライオンズクラブ所属 L.清水直喜 

演題「ライオンズクエストについて」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 L.吉田 耕己 

出席率の報告 L.中山 剛志 

テール・ツイスターの時間 L.関     勝 

 

 

 

講師のスピーチ時間の関係で例会時間が延長になるかもしれません。 

 

＜出欠返信欄＞ 3 月 20 日（火）必着 ☑ 
 

□ 例会及び懇親会 出席 

□ 欠席 又は食事不要  

名前 L.          

ライ
オン山道樹里地区委員より講師のプロフィールを紹介。

結成４年のクラブであり、まだまだライオンズクエストに

ついて理解をしている会員は少なく今日は体験学習をして

LQ を学んでください。

講 師 のライ
オン 清水直喜所属はライオンズクラブ国際協会

334-D6R1Z 敦賀みなとライオンズクラブ所属

2008年よりライオンズクエストプログラム説明員（JIYD

から要請され説明員 )

選抜高校野球が始まります。選抜野球を聞くと春が走って

くる時期です。

「そだねー」が親しみのわく北海道弁としての 話題につい

てお話します。

▲カーリングで緊迫した試合展開の中でも笑顔を忘れず、

仲間の考えをひとまず肯定的に受け止める。それでいて、

言うべきことは遠慮せず口に出し、絶妙な作戦を導きだす。

ちょっとした方言も、見方によっては含蓄を生む。

▲池田先生がかって、「私の好きな北海道の言葉」と語っ

た方言がある。「なんも、なんも」という、言葉だ。例え

ば友の苦労をねぎらったり、迷惑をかけたりしたことを謝

ると、この言葉が返ってくる。「そこには、相手を余計な

気をつかわせまいとする思いやりの温もりがあります」「難

儀なことにも、『たいしたことないからさ』と自分自身を

鼓舞する大らかな響きがあるのです」

▲御書（仏様のお手紙）に「言う云うは心の思いを響かし

て声を顕すを云う」と。心に思ったことが、声となって相

手に届く。励ましであれば、「響」とある通り、口に出し

て本人の心もまた奮い立せる。声を掛けること自体に、自

他ともの心を動かす、不思議な力がある。

▲春は、新しい目標に向かって、皆の心が「貼る」新鮮は

季節。希望の言葉を友に届ける、最高の時である。

北海道の「なんも」富山弁では「なん、なん」と同じです。

この短い言葉には相手を思いやる素敵な意味を有していま

す。相手を傷づけるには刃物はいりません。最近パワハラ

と世の中の問題になっています。国会議員は・・・。幸いは、

口より出て我が身をやぶる。幸い

は心より出て我が身を飾る。

日常の言葉で相手に嫌な思いをさ

せることが度々あります。高岡ア

ラートライオンズクラブは思いや

りの言葉で絆を深めたいと思いま

す。　　　

テールツイスターの一言　ライ
オン関勝

Lions　Quest　プログラムの生い立ち

すばらしいことを教えるプログラムはたくさんある。

しかし、失敗したとき、挫折したとき、大きな困難に直面

したとき、

それらをどのように切り抜け、立ち直っていくかを

教えてくれるプログラムはなかった。

1975 年リック・リトルがクエスト財団を創立しました。

1984 年ライオンズクラブ国際協会がパートナーとして、

プログラムの普及活動に協力。

2002 年ライオンズクラブ国際財団 LCIF が著作権を取得

説明員　ライ
オン清水直喜

①すべての子どもたちが、それぞれがもつ可能性を最大限

発揮できるよう、サポートします。

②「生きる力」としてのライフスキルを育て、子どもたち

の人格を高めます。

③自分らしさを大切にしながら、社会の一員として責任を

果たせるよう、その能力を伸ばします。

④保護者は子どもにとって一番の教育者あると位置づけ、

保護者を支援します。

⑤全ての子どもを支援する思いやりのある大人の輪、教育

の輪を広げます。

本当の自信という三本脚の椅子　下記の項目について会員

は記載する体験。

会員はテーブルを囲み意見交換をした。

1. 自分にできること 

2. 周りから認められていること　

3. 責任もある行動

ＬＱ講師ライ
オン清水直喜 講師紹介ライ

オン山道樹里

ワークショップ後自己分析クラブ三役
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       第 81 例会案内 2018 年 4 月 3(火) 
高岡古城ライオンズクラブ・高岡アラートライオンズクラブ合同例会 

場所：射水神社 

理事会：18：00～ 

例 会：18：30～19:00 

服 装 :自由 

※場所・日時に注意ください 
 

 

 

 

高岡古城ライオンズクラブ 

 

 

 

会長挨拶 L.鷲山浩一 

クラブ幹事報告等 L.吉田耕己  

出席率の報告 L.中山剛志 

～ 懇 親 会 ～ 
 

開宴の挨拶 L.山本始 

ウィ・サーブ  

アトラクション 

誕生月お祝い L.有沢竜尚 L.燕昇司正夫 L.燕昇司信夫 L.今川強 L.川渕為之 

       L.五箇晃子 L.関勝 L.奥村隆 

 

 
  

テール・ツイスターの時間 L.関勝 

 

ライオンズ・ローア  

 

閉宴の挨拶  

 

また会う日まで 斉唱 

 

※登録料 8,000 円当日集金 お酒がでます。飲酒運転厳禁 

 

＜出欠返信欄＞ 3 月 28 日（金）必着 ☑ 
 

□ 例会及び懇親会 出席 

□ 欠席 又は食事不要  

名前 L.          
 

◆日時：2018 年 4 月 3 日午後 6 時 30 分～

◆場所：射水神社

◆セレモニー新会員入会式　

　誓いの言葉　和泉直樹様歓迎の言葉　バッチ佩用　

◆ 100 周年記念スポンサーピン伝達　ライ
オン鷲山浩一

◆ MJF 表彰状伝達　ライ
オン鷲山浩一

◆高岡古城ライオンズクラブ幹事報告ライ
オン関澤浩

　高岡アラートライオンズクラブ幹事報告ライ
オン吉田耕己

◆今日の高岡古城ライオンズクラブとの合同例会を楽しみ

にしていました。

挨拶とウィ・サーブをやってくださいとの事ですが、当ク

ラブの出席予定者一人欠席です。

高岡古城公園は大好きです。この季節は楽しきことが多く

あります。しかし花粉症などの薬を４～５粒を飲んで大

変な季節でもあります。ゴルフシーズンですが今年は未だ

行っていません。豪雪の為、雪かきで腰を痛め病院に通っ

ています。高岡古城ライオンズクラブと高岡アラートラ

イオンズクラブがますます発展することを記念してウィ・

サーブ。

◆出席率報告　
　高岡アラート LC　ライ

オン中山剛志
◆出席率報告　
　高岡古城 LC　ライ

オン松本正昭

◆満開の桜ですね。年度初に L. 山本始から貴クラブの番

ですからよろしくと言われました。花の下、射水神社で開

催され大変嬉しくおもいます。

高岡アラートライオンズクラブはネーミングの通りアラー

ト活動を重点的に活動しておられます。大変敬服していま

す。高岡古城ライオンズクラブはスローガンふるさとの歴

史と文化を検証し、元気な高岡を創造しよう。を掲げ万葉

かるた大会等の奉仕活動をしています。北陸新幹線は新高

岡駅に（かがやき１本）が停車できなくなり、大変くらい

ニュースが多くて高岡はなんたるところやとよく言われま

す。こんなときこそ元気をださなければなりません。ライ

オンズクラブ会員は経済人でもあり高岡市の活性化にライ

オンズクラブの活性化に同志として頑張りましょう。

開会挨拶　高岡古城ライオンズクラブ　会長ライ
オン鷲山浩一 開宴挨拶　高岡アラートライオンズクラブ会長ライ

オン山本始
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◆テール・ツイスターの時間　

高岡アラート LC　ライ
オン関勝

テール・ツイスターの一言　高岡古城公園の桜

コシノヒガン、ソメイヨシノなど 18 品種約 1,800 本平

成２年桜名所 100 選に選ばれた。

新品種が命名コシノカモザクラ（小竹藪）１本発見されま

した。名前の由来は富山桜守会。故加茂善治（１８９２－

１９７６）富山興業㈱カモ輝隆社長の祖父。日本古事に「さ

くら（桜）はをもしろき物・木よりさきいづ」とあります。

明るい心ひかれる桜も暗い色のゴツゴツとした木の中から

咲き出ずる。とあります。桜は８月に花芽をつけ、厳寒の

冬を堪え忍び、春に桜花爛漫と咲き誇り人々に喜びと感動

を与えてくれます。寒さが厳しい程きれいな花を咲かせる

とも言われております。

私たちの人生においても同じように思われます。先輩から

「若い時の苦労はかってでもしなさい苦労した分だけ人の

苦しみがわかる人になれるよ」と励ましを受けました。

桜木様に試練と苦しみの厳冬を乗り越えて、最極の花を悔

いなく咲かせウィ・サーブの旗と幸福の桜道を歩んでいき

たいものです。

◆誕生月のお祝い 高岡古城 LC　ライ
オン日野康志

高岡アラート LC　ライ
オン有沢竜尚　ライ

オン燕昇司信夫　
ライ
オン今川強　ライ

オン関勝

◆また会う日までの CD を忘れてきたので急遽高岡古城
LC の会員ライ

オン秋元和子が指揮しました。

◆閉宴の挨拶　
高岡古城ライオンズクラブ第一副会長 L. 西湖孝彰
次年度は宇波真一郎ガバナーを一丸となって支える所存で
す。よろしくお願いします。

◆ライオンズローア　
高岡アラートライオンズクラブ副会長ライ

オン今井功高
本日は高岡アラートライオンズクラブと高岡古城ライオン
ズクラブの合同例会で楽しい一時を過ごしました。ライオ
ン各位に感謝申しあげ、次年度ライ

オン宇波真一郎ガバナーの活
躍を祈念申しあげローアを三声お願いします。

アトラクション　だいふくバンド 曲：オリジナルの曲　　ジャズを楽しむ　高岡古城 LC　担当 L. 大巻栄治
あざやかな魚・ぼちぼちまいろうか・日常のゆがみ・どだいより大きな家は建たない・ロマンス

ライ
オン水野富雄 ライ

オン黒川雅美　ライ
オン中山安治 ライ

オン伊勢豊彦　ライ
オン竹村与志治

ライ
オン今井功高　ライ

オン山本始 ライ
オン扇子忠之　ライ

オン島崎充史 ライ
オン山田正樹　ライ

オン中村清志
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       第 82 例会案内 2018 年 4 月 18(水) 
 

場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：18：00～ 

例 会：18：30～19:45 

服 装 :自由 
    

会長挨拶 L.山本 始 

 

新会員入会式 

 

松谷陽子さん 

誓いの言葉 L.松谷陽子 

歓迎の言葉 L.山本 始 

バッチ佩用 花束贈呈 

～会 食～ 

 

メンバースピーチ  

 

演題「自己紹介」 L.鷲北欣則 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度役員理事 委員会構成発表 次年度幹事予定者 L.山道樹里 

 

 

幹事報告 L.吉田耕己 

テール・ツイスターの時間 L.関  勝 

出席率の報告 L.中山剛志 

 

 

＜出欠返信欄＞ 4 月 17 日（火）必着 ☑ 
 

□ 例会     出席 

□ 欠席 又は食事不要  

名前 L.          
 

　最近のマスコミ報道に森友学園問題、安倍昭恵さん、そ

して加計学園問題は国家戦略特区で安倍のみくす成長戦略

の実現に必要は大胆な規制制度が改革を実行し「世界で一

番ビジネスがし易い環境」を創出することを目的に創設さ

れた。またまた財務省のセクハラ、新潟知事の女性問題な

どが取り上げられています。重箱の隅を楊枝で穿るように

野党やマスコミが問題提起しています。少々疑問に感じる

ところです。さて、国会では「働き改革」が議論されてい

るところですが。

「働き改革」が進んでいる。労働時間の短縮に取り組み企

業は大企業だと全体の８８％に上る。ある企業はわずか４

ケ月で社内会議は半減させた。存続させた会議も、開催目

的、議題、時間配分、目指す成果などを、あらかじめ参加

者に提示。資料も事前に配布し、それを読んで問題意識を

もって出席することをルール化。会議終了時には、決定事

項の実行担当をその場で明確にした。無駄をなくすること

で、顧客への営業訪問件数が大幅に拡大。全体の労働時間

が短縮しても、事業が後退することなく、むしろ競争力が

向上した。

「形式主義を排して、実質主義でいけ！」とは戸田先生の言。

ここに解決策があるように思う。

　昭和 46 年 5 月生れ 46 歳です。家族構成は妻、
大学 3 年生、高校２年生の４人家族です。
仕事は建築板金業です。現在雪で壊れた家屋を修
理する仕事が大変多くあります。
平成 12 年に勤め人でしたが独立をしました。昨
年 6 月に法人となり現在に至っています。その
頃会長ライ

オン山本始よりライオンズクラブに入会を薦
められて入会となりました。ライオンズクラブは
何をするところか全然分からず、私にできます
か？と問うたところ詳しく説明を頂き入会を決意
いたしました。ボランティア活動は無縁で何もわ
かりませんが、クラブ献血活動に初めて参加いた
しました。なかなか時間がとれませんが出来る限
り参加したいと思います。

会長挨拶　ライ
オン山本始

今日は松谷陽子さんの入会式があります。松谷陽子さんは家族会
員でしたが正会員で入会となります。チャーターメンバーはご理
解しておられると思いますが、いろいろなアクティビティに参
加されていてライオンズクラブの活動についてよく理解しておら
れます。ライ

オン山道樹里が入
会を招請されて熱意が伝
わり入会を承諾されまし
た。ライ

オン松谷陽子もいろい
ろな思いがあると思いま
す。女性会員が増えて大
変うれしくおもいます。
よろしくお願いします。
そして、春には二上射水
の神事が行われます。是
非見てください。

ライ
オン鷲北欣則

バッチ佩用新会員　ライ
オン松谷陽子 花束贈呈　ライ

オン松谷陽子 誓いの言葉　ライ
オン松谷陽子

新会員紹介　ライ
オン山道樹里初めての例会　ライ

オン松谷陽子テール・ツイスターの時間　ライ
オン関勝

メンバースピーチ「自己紹介」
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第８３回 例会案内 201８年５月 9 日(水) 
      場所：二上山 大伴家持像周辺 

理事会：清掃活動後  

午前 6:00～午前７時 20 分 

服 装：自由 

※場所・日時に注意  軍手・鎌 各自持参 
会長挨拶 

四献・環境保全委員長挨拶及び清掃活動指示  

L.山本始 

L.今川強 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.平和の鐘 

2.仏舎利塔 

3.二上山郷土資料館 

4.万葉文化の広場 

5.大伴家持像 
6.二上山頂 

7.城山公園 

8.気多神社 

9.越中国分寺跡 

10.高岡市万葉歴史館 

11.城光寺の滝 

12.二上射水神社 

 

雨天の場合 

1.平和の鐘 
 

T.T 時間 ドネーション・ファイン  L.関 勝 

出席率報告  L.中山剛志 

 ※誕生月のお祝い次回例会  

   

※例会場の後片付けはみんなの力で！ 

 

＜出欠返信欄＞ 5 月 8 日（火）必着 ☑ 
 

    □ 出席 
 

    □ 欠席 又は食事不要 名前 L.          

　テールツイスターの一言
二上山は穏やかな稜線を描く山はふたつの峰からなり、いにしえから神の山として崇拝されてきた。万葉の歌人大伴
家持が歌に詠み戦国時代には、武将たちが戦略をめぐらせた山。いつの時代も人々の心をとらえてきた二上山です。

日時：2018 年 5 月 9 日午前 6 時 00 分～場所：二上山　大伴家持像前
桜植樹※大島桜と山桜小雨降る中、会員及び二上自治会役員が協力のもと桜の苗木を 10 本植樹いたしました。

二上自治会 桜の植え方説明 植樹

植樹 四献・環境委員長ライ
オン今川強 植樹

雑談しながら草刈り作業 草刈り袋集積場所 ライ
オン波岡章　草刈り機

高岡アラートライオンズクラブ植樹記念標識設置

会長ライ
オン山本始　委員長ライ

オン今川強

TT の時間　ライ
オン関勝 雑談しながら草刈り作業 第 83 回例会　ライ

オン吉田耕己　ライ
オン山本始
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       第 8４例会案内 2018 年５月２４(木) 
 

場所：インド料理 クシ GHUSHI 高岡市東上関 7 

理事会：18：00～ 

例 会：18：30～19:00 

服 装 :自由 

※場所地図添付・日時・曜日に注意ください 
 

 

高岡アラートライオンズクラ 

 

会長挨拶 L.山本始 

.誕生月お祝い 

 

 

クラブ幹事報告等 L.吉田耕己 

L.島崎充史  L.名免良秀仁 L.島谷洋 L.中川敏裕 

L 中村いずみ 

 

～ 会 食 ～ 
 
       
 

 

 

メンバースピーチ 

L.中山剛志又は支配人 

演題「インド料理について」 
  

 

 

 

 

 

出席率の報告 L.中山剛志 
テール・ツイスターの時間 L.関勝 

 

※登録料３,000 円当日集金 お酒がでます。飲酒運転厳禁 

 

＜出欠返信欄＞ ５月 2３日（水）必着 ☑ 
 

□ 例会及び懇親会 出席 

□ 欠席 又は食事不要  

名前 L.          

TT の時間　ライ
オン関勝　テールツイスターの一言   幸せについて

社会学者の菅野仁氏は幸福の本質は ” 二つの契機 ” があるかどうかで決まると指摘する。一つは、自分の能力を最
大限に発揮する場を得る「自己充実」。もう一つは「他者との交流」である。交流の中でも、自らの活動や存在が周
囲から認められる「他者からの承認」が重要であり、「自分のことをしっかり理解しようとしてくれる人と出会う」
ことが、「現実世界で＜生のあじわい＞を深めていくためには必要」だという。日常的に顔を合わせて、語り対話し、
励ます絆。これこそ、なによりも豊かな『価値創造の場』である。尊い同志の存在に感謝しつつ、今日の価値創造の
語らいに感謝しています。ライオンズクラブの存在はその場を得るものであり、入会して大変感謝しています。

昨年の８月オープンしました。クシはヒンズー語で幸せと
いう意味です。このお店は以前はご存知の十軒房ラーメン
店でした。2 階に 24 席畳の間で下に 24 席で合計 48 席
のお店です。
パーティ・ファミリーでご利用ください。又私の妻の手作
りのアクセサリーも販売しています。
店長マシカドはベンガル地方の出身でインド南部で修業し
て、その後マレーシアで 12 年間修業しました。33 才の
時私はカレーが大好きで彼と出会い、仲良くなりインドカ
レーのお店を経営するチャンスに恵まれました。日本では
南部のインドカレーを食べさせる店はここだけです。今日
は人気定番カレー南インドカレーをご賞味いただければ幸
いです。

第 64 回地区年次大会　アワード年間表彰について】
他アワード
国際平和ポスター活動　ガバナー大賞　
クラブ例会出席 100%　

【エクステンション大賞】富山アラートライオンズクラブ
【個人アワード】
国際会長感謝状　ゾーン・チェアパーソン　ライ

オン苗加康孝
【ガバナー特別大賞】LCIF 寄付金 10 口以上
【メルビンジョーンズ受賞者名簿】

ライ
オン山本始　ライ

オン蓑健太郎　ライ
オン苗加康孝

ガバナー準グランプリ　シリア難民支援富山学校

アワード紹介　ライ
オン山本始　　　ライ

オン今井功高

インド料理紹介料理長マシカド　ライ
オン中山剛志

東葛飾ＬＣ　チャーターナイトについて
ライ
オン苗加康孝　　　　　　　　　ライ

オン山道樹里

誕生月　ライ
オン島崎充史 誕生月　ライ

オン名免良秀仁
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       第 85 例会案内 2018 年 6 月 6(水) 
場所：高岡市ふれあい福祉センター 

理事会：18：00～ 

例 会：18：30～21:00 

服 装 :自由 
ゲストスピーチ及び次年度委員会会議の為例会時間延長予定 

 

高岡アラートライオンズクラ 

 

会長挨拶 L.山本始 

. 

誕生月お祝い 

 

 

 

L.伊勢鉄弥  L.山田正樹 L.田中陽一 L.苗加康孝 

L 嶋田真一郎 L.中村清志 L.井田光祐 

～ 会 食 ～ 
 

ゲストスピーチ 野村証券㈱金融公共公益法人部 

        主任研究員 和田理都子 様 

        演題 地域人口 2/3 激減時代の到来と「新」成長戦略  

        都市を測る、都市を活かす：富山県を中心に      
 

人口減少や高齢化、グローバル化の進展、資源・環境問題といった構造的要因・構造問題 

を踏まえ、中期的視点から日本経済の先行きを予測。各種テーマリサーチを通じて日本が 

活力を維持する指針を提言する。特に、日本の全市区町村を対象とした「都市力の分析」 

を行い、地域経済の活力維持についてのマクロ経済分析を進めている。 

 

 

次年度 2018-2019 運営・事業委員会 全体会議 

 

次年度各事業委員長は委員会の意見を取り纏め 3 分程度で発表。 

 
 

テール・ツイスターの時間 L.関  勝 

出席率の報告       L.中山剛志 

 

 

 

＜出欠返信欄＞ 6 月 5 日（火）必着 ☑ 
 

□ 例会及び懇親会 出席 

□ 欠席 又は食事不要  

名前 L.          

今日のスピーチを楽しみにしていました。2 歳～ 7 歳まで富山県で過ごし遙か遠くの記憶は鮮明に覚えています。

私はエコノミストの仕事をしていますが、金儲けは分かりません。私の仕事はデータの解析、現在の日本で何が起き

ているか、データの変化を解析することで未来に対処することです。

【高岡市の現在概要分析】

経済基盤力は労働参加率偏差値 55, 現役 51, 自主財源力 56, コンパクト 54, 失業率の低さ 52

雇用力・産出力・まち力・家族力で雇用力は 60 で他の同じ人口の市と比べて高い、しかし出生力は低い。

2045 年の人口減少により 131,477 人高齢化律は 42.2% を考えると対策を考える必要がある。

拡大期から縮小期へ、大きな変化する４ポイント

①資金の流れが「中央から地方へ」から「地方から中央へ」とベクトルが反転

②「規模の経済性」の追求が利益を生んだ時代から「密度の経済性」へ

③土地が「所有に価値ある商品」から「価値２層化が信仰する商品」へ

④成長の鍵が「フロー」から「ストック」へ：ストック活用と新陳代謝促進の時代へ

次
年
度
委
員
長
・
副
委
員
長
が
事
業
計
画
案
を
提
示

ラ
イ
オ
ン

島
崎
充
史　
　

ラ
イ
オ
ン

蓑
健
太
郎　
　
　

ラ
イ
オ
ン

波
岡
章　
　
　
　

ラ
イ
オ
ン

有
沢
竜
尚

事業別全体会議

誕生月　　ライ
オン嶋田真一郎　ライ

オン山田正樹
ライ
オン伊勢鐵弥　ライ

オン苗加康孝　ライ
オン中村清志

講師：和田理都子様　大浦英朗様　上：人口減少をどう捉えるか　　年齢別の人口構成①「神輿時代」　②肩車時代

TT の時間　ライ
オン関勝　テールツイスターの一言

空気をつくる仕事がある。といっても気体を生み出すわけではない。会議で皆が話やすい〝空気意〟つくるのだ。そ

の名も「ファシリテーター」。〝意見が出づらい〟〝時間が長い〟といった〝残念な会議〟から脱却しようと、導入す

る企業や団体が増えている。空気づくりのポイントは「どんな意見も頭ごなしに否定しない」。笑顔で、穏やかに、

一人一人の思いをうまく引き出しながら、意見をすり合わせ、一体感を新しいアイデアを生み出すという。
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       第 86 例会案内 2018 年 6 月 27(水) 
場所：割烹せせらぎ福岡町荒屋敷 634-3☎64-2141 

理事会：18：00～ 

例 会：18：30～19:00 

服 装 :自由 

※場所・日時に注意 
 

高岡アラートライオンズクラ 

 

会長退任挨拶 L.山本 始 

幹事報告 幹事退任挨拶 L.吉田耕己 

会計退任挨拶 L.蓑健太郎 

 

～ 懇 親 会 ～ 
司会：次年度幹事 L.山道樹里 
 
 

 内容未定 

 

 
  

 

 

 

 

 

出席率の報告＆退任挨拶      L.中山剛志 
テール・ツイスターの時間＆退任挨拶 L.関   勝 

 

※登録料 6,000 円 当日集金 お酒がでます、車の配慮 ダメゼッタイ飲酒運転 

 

＜出欠返信欄＞ 6 月 25 日（月）必着 ☑ 
 

□ 例会及び懇親会 出席 

□ 欠席 又は食事不要  

名前 L.          

 

◆ TT の時間　ライ
オン関勝　

テールツイスターの一言

テール・ツイスターの役割を

ライオンズ必携から学び、実

践しました。毎日毎日が勉強

１分刻みの日々を過ごしてい

ます。人生 100 歳時代 74

歳ですが、まだまだはな垂れ

小僧です。ドネーション大台

に乗りました。感謝・感謝。

１年間の成果達成、達磨に両目が入りました。
ＺＣライ

オン苗加康孝から会長ライ
オン山本始

■会長ライ
オン山本始　遠慮して小さく達磨目玉入れ。

退任挨拶
１年間ありがとう。1 年は短かった。エクステンション、
ガバナー公式訪問、７クラブ連絡協議会担当幹事クラブ等
として参加しました。次年度は５周年という大変な大役が
あります。今年はおんぶに、抱っこでした。感謝いたします。
ドネーションの時に発表されます。ライ

オン関勝大台に乗るでしょ
う。
■幹事退任挨拶　ライ

オン吉田耕己　大役を仰せつかりました。
今はほっとした気持ちです。慣れない不器用な幹事でした
が、ありがとうございました。
■会計退任挨拶　ライ

オン蓑健太郎
三役の端くれで、会長、幹事で出かけることが多く、実際
は会長・幹事が顔を出されるので私は唯参加しただけです。
ライオンズクラブがどんな組織か分かりました。来年は５
周年で新執行部を盛り上げたいと思います。１年間ありが
とうございました。
■閉宴の挨拶　ライ

オン今井功高次年度は５周年を迎えます。会
員の皆様の協力を得て頑張ります。宜しくお願いします。ＺＣライ

オン苗加康孝より地区委員に感謝の品贈呈

クラブ三役に花束贈呈　ライ
オン蓑健太郎　ライ

オン吉田耕己　ライ
オン山本始

感謝の楯贈呈　ライ
オン蓑健太郎　ライ

オン吉田耕己　ライ
オン山本始

会長より記念品贈呈　
ライ
オン蓑健太郎　ライ

オン吉田耕己　
地区委員より記念品贈呈　
ライ
オン苗加康孝

年度スタート時の達磨→

会計ライ
オン蓑健太郎 次年度会長ライ

オン今井功高

会長ライ
オン山本始 幹事ライ

オン吉田耕己

最後の名言寂しい　ライ
オン関勝
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PR 情報委員会　委員長　ライ
オン藤沢強　副委員長　ライ

オン山道樹里
委員　ライ

オン燕昇司信夫　ライ
オン今川強　ライ

オン港清年　ライ
オン波岡章　ライ

オン奥村隆　ライ
オン島谷洋　ライ

オン関勝　ライ
オン嶋田真一郎　


