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ガバナー挨拶

2019-2020年度　331-B地区

地区ガバナー　L.中　谷　宣　巨

　現在進行中の新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の大流行は私たちの生活、仕事の在

り方に多大な影響を及ぼしています。日本の大都市圏の新型コロナウイルスの感染拡大が続い

ています。

　北海道も患者増加の状況から、第２波ともいえる感染拡大が起きているとして２月28日に続

いて２度目の北海道の独自の北海道・札幌緊急事態宣言が出ました。宣言の中では４月14日か

ら５月６日まで不要不急の往来を控えるよう要請されています。

　ライオンズクラブに於いても第66回地区年次大会の中止のみならず札幌での複合年次大会、

シンガポールでの国際大会も中止となりました。その結果、国際会長以下国際協会の執行役員

及び国際理事は次のカナダのモントリオールで後任が選出されるまで任務が継続されることに

なりました。

　世界中がこの困難な状況にあるとき、先ずは健康と安全を最優先させる必要があります。奉

仕事業、その他の活動を検討する際にも会員の健康と安全を念頭に置きつつ、地域社会へライ

オンズならではの思いやりの支援を安全な形で実践できる方法を検討しましょう。

　さて今年度の代議員総会は新型コロナ感染拡大防止により、郵送による代議員総会に変更い

たしました。代議員の皆様には５月11日㈪厳守で信任投票の用紙と議案回答書をお送りしてお

ります。５月16日に厳正に開票しその結果を速やかに皆様にお伝えするよう準備を進めており

ます。皆様のご協力をお願い申し上げます。

　LCIF寄付金も３月末の時点で今年度累計額が195，557ドルになりました。今年度の目標は25

万ドル。新型コロナウイルスの指定献金も開設されましたので皆様のご支援をお願い申し上げ

ます。

　また会員維持に関しては、３月末現在、期首の2，439名から13名増の2，452名となっています。

　残り２か月各クラブの会員維持、退会防止のご協力をお願い申し上げます。

　最後にこの緊急事態の中、会員の皆様お一人お一人のご健康と安全を心よりご祈念申し上げ

ます。
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ライオンズクエスト・児童奉仕委員会

委員長　L.中　島　和　義

　ライオンズクラブでは、未来を担う青少年の健全育成をテーマにして開発されたライオンズクエスト
「ライフスキル教育プログラム」の普及活動に取り組んでおります。
　この内容は、青少年が健全な人物として成長する過程で必要な、自尊心・責任感、自分も他人も大切
にする心といった「ライフスキル－生き方」を学校で学べるように作り上げたプログラムであります。
　2020年ライオンズクラブ国際協会331-B地区　地区ガバナーL.中谷宣巨のもとで、釧路市に於いて開
催するという方針を受けて、今回で３回目のライオンズワークショップ開催となりました。
　2020年釧路市開催実施にあたっては、釧路市・釧路管内・根室市・根室管内の地域の小・中学校教職
員の皆様に御参加をお願い申し上げ、ご案内は釧路市・釧路管内の小・中学校87校、根室市・根室管内
の小・中学校41校、合計128校でございます。
　開催にあたっては、2020年１月14日・15日に釧路プリンスホテルに於いて、教職員16名・市教委指導
主事５名・養護教職員１名・釧路教育大学生２名・PTA３名・キャビネット会計L.櫻井正人が飛び入
り参加１名・講師１名・養成講師１名・スタッフ２名、計32名のご参加をいただいて、地区ガバナーL. 
中谷宣巨のご挨拶をいただき、基本編・実践編を２日間にわたるライオンズクエスト・ワークショップ
を開催いたしました。
　講師の方は、シンガポール在住でシンガポール日本人学校カウンセラーとして、アビークラブ（こど
も会）主宰、心理学の学士を取得された佐渡涼子様（さど・りょうこ）です。
　養成講師の方は、北海道札幌市に在住で、札幌市内のライオンズクラブ所属で、設楽幸子様（したら・
さちこ）による、基本編・実践編の講習が始まり、２名の講師は実践にもとづく講習で、はじめて参加
された初対面の方々が講義の合間に行うゲームを通して次第に一つの集団になり、和気藹々の中ですす
められました。

ライオンズクラブ国際協会331-B地区

ライオンズクエスト・ワークショップ開催

〈講師プロフィール〉
◆学歴　上智大学心理学科卒業（学士）
◆専門　カウンセリング
◆職歴　慶應ニューヨーク学院寮監
　　　　学習院女子中高等科　英語非常勤講師
　　　　学習院女子大学　自己啓発セミナー講師
　　　　ラッフルズジャパニーズクリニックカウンセラー
　　　　シンガポール日本人学校カウンセラー
　　　　アビークラブ（子ども会）主宰
◆現職　ライオンズクエスト認定上級講師
　　　　Lions Quest『思春期のライフスキル教育』プログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　翻訳・日本版作成メンバー
　　　　特定非営利活動法人　青少年育成支援フォーラム　理事
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　参加者の感想をもとに、一部内容のご紹介をさせていただきます。
　まずは参加教師より、「このライフスキル教育プログラムは、学校現場のあらゆる教育活動の中で実
践できるものがたくさんあると感じました。」「学級開きに於ける決まりづくりや、グループ活動の際、
全員が役割を持って、集団の中の自分の役割の重要性を認識したりするのに役立つと感じました。」
「道徳の時間や、特別活動の時間に活用していきたい。」「今回のワークショップは、座って講義を受け
るスタイルではなく、自分が体験してみる、自分で実践してみるというスタイルで、２日間楽しみなが
ら受講することができた。」など多くのコメントをいただきました。
　また経験年数の多い教師から、「とても学ぶべき点が多く、経験の浅い先生方に是非受けてほしいワー
クショップでした。」「学校現場の閉鎖的な環境にいる者として刺激を受けた。」など貴重なコメントを
いただきました。
　この２日間の活動にあたっては、釧路プリンスホテルで開催することで、会場の準備・講師の宿泊・
参加者の駐車場確保、そして参加者の接待（お弁当・飲み物）など、大変スムーズに行うことが可能と
なり心より感謝申し上げるとともに、地区ガバナーL.中谷宣巨をはじめ、キャビネット幹事、キャビネッ
ト会計、キャビネット事務局の方々にご協力いただき、心より感謝申し上げる次第です。誠にありがと
うございました。

講師・ガバナーも入って集合写真 参加者も楽しそう

掲示された資料

釧路新聞に掲載されました
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ＧＳＴ委員長

　　L.宮　北　晃　悦

　2019～2020年度の薬物乱用防止教育認定講師養成講座が、令和２年１月25日に釧路プリンスホテルに
て開催されました。
　講師として、北海道教育局、釧路警察署、釧路保健所からと、日頃から認定講師としてご活躍されて
いる東京葛飾ライオンズクラブからL.舘　親三を招き、また、アドバイザイーとして（公財）麻薬・
覚せい剤乱用防止センターから企画部長の加藤　康樹様にもお越し頂き、40名以上のライオンが出席の
中、盛会に行われました。
　近年、覚せい剤・合法ドラックの使用者も増加傾向にある中、最近に至っては、危険ドラックの使用
者による事件も多発しており、使用者も低年齢化し大きな社会問題になっております。
　本講座は、薬物に対して「ダメ。ゼッタイ」普及活動として児童生徒に薬物乱用防止教育に関する知
識及び教育技術を取得し、地域学校等における薬物乱用防止教育を行う講師を養成する講座であります。
＜薬物乱用防止教育に必要な内容＞

①誰の身近も起こりうる問題であることが述べられていること。
②「薬物は使用はもとより、所持することも禁止されている」ということが明確に伝えられていること。
③害や怖さだけを強調するのではなく、「薬物に頼らないことが充実した人生につながる」などのメッ

セージがふくまれていること。
④児童生徒がおかれている地域・家庭環境を非難したり、児童生徒を傷つける可能性のある内容をさ

けること。

　最後に、今後のライオンズクラブのACT活動おける青少年育成事業の大きな柱となるものと考えま
すので、認定講師の資格を有効的に活用し地域の社会奉仕に取組んで頂ければ幸いです。

ライオンズクラブ国際協会331-B地区

薬物乱用防止教育認定講師養成講座
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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

　富良野ライオンズク
ラブは昭和37年３月４
日に28名のチャーター
ナイトメンバーで結成
され、現在は66名の会
員で奉仕活動、会員増
強に努め、メンバーの
絆を大切にして活動し
ています。その中で欠かすことのできない人物が我
がクラブの元気印こと中村吉明ライオンです。

　　氏　　　名　　Ｌ.中村　吉明
　　入会年月日　　2007年８月
　　職　　　業　　飲食業
　　勤　務　先　　ドリームハウス金魚　代表

　中村ライオンは常にクラブの活動に積極的に参加
され、クラブ幹事、理事を歴任し現在は計画委員長
として各行事、イベントを盛り上げてくれています。
また、今年度行われた会員増強イベント“パイオニ
アミーティング”にパネラーとして参加し、参加者
に熱いメッセージを送っていました。
　個人の役職では富良野料飲店組合の組合長、ふら
の観光協会副会長を務められ、ふらの観光協会会長
兼当クラブ会長の鈴木ライオンとともに、まちなか
ビールパーティー&国際交流を開催、又、へそ祭り、
ワインぶどう祭り、スキー祭り等市内の各イベント
にも大きく貢献しています。
　日頃より親睦を大切に活動していますが、今回の
新型コロナウイルス感染症の影響を受け「大変なと
きだからこそ一致協力助け合いの気持ちで頑張り乗
り切りたい」と思いを語ってくれました。
　富良野市の元気印としても活躍されている中村ラ
イオンは、東京オリンピック富良野地区聖火ランナー
にも内定しています。今回延期になってしまいまし
たが、東京オリンピック・パラリンピックが無事開
催されること、そして新型コロナウイルスが早く終
息することを願いながら日々の練習に取り組んでい
ます。私たちメンバー一同もその勇姿を見る日が早
く来ることを楽しみにしています。

　当クラブは帯広ライオンズ
クラブのスポンサーにより
1961年結成されました。
　月日は早いもので次年度に
は創立60周年を迎えることに
なります。そろそろ記念式典
に向け、準備を進めなければ
ならないと考えております。
　私、Ｌ.香川はクラブ会長
２回目になります。今年度の
会長スローガンは「地域への奉仕と連帯の輪、つな
げよう未来へ」です。
　当クラブの地域への奉仕としては「すこやか農
園」収穫祭への参加であります。この事業を始めた
時はおびひろふれあい農園収穫祭の名称で市民福祉
委員、帯広市福祉課で行っておりましたのを1984年
24代会長Ｌ.窪田重男がクラブとして市民福祉委員、
帯広市福祉課と協力して事業を行うことになりまし
た。その後諸般の事情により、帯広農業高校農園の
提供と支援を受け、名称を「すこやか農園」に変え
てスタート。2002年第１回「すこやか農園」収穫祭
の時のクラブ会長が１回目の香川会長でした。実に
1984年から続いているアクティビティです。次は献
血啓蒙キャンペーンで、北海道赤十字血液センター
帯広出張所と協力して年２回実施しております。次
は2018年から新しいアクティビティとして始めた帯
広大谷短期大学「ライオンズ学修奨学金」で、今年
度で２回目になります。
　ここで「我がクラブの元気印」を紹介いたします。

　　氏　　　名　　Ｌ.佐々木　学
　　入会年月日　　2016年１月13日
　　勤　務　先　　㈲クレイズコーポレーション
　　役　　　職　　代表取締役社長

　㈲クレイズコーポレーションは新車、中古車販売、
整備をして今年30年になりました。ライオンズクラ
ブに入会して４年ですが、2018年～2019年は幹事、
2019年～2020年は第１副会長を務め、次期会長とし
て活躍を期待しております。

富良野ライオンズクラブ帯広中央ライオンズクラブ
ＭＣ委員長　L.奥野　裕史会長　L.香川　俊雄

第18回『すこやか農園』

帯広大谷短期大学
「ライオンズ学修奨学金」
贈呈式
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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

比布ライオンズクラブ
会長　L.高橋　英則

　我が当麻LC（会長L.髙島直樹）はしばらく会員
数が20名を切っていましたが、現在、新会員２名の
入会があり20名となりお蔭さまで会の雰囲気に活気
が出ています。
　会員の元気印といえば“一杯はいれば皆元気印”
で全員が往年の強者ばかりです。少々耳が遠いのが
難点ですが…。中でもチャーターメンバーの福井為
幸L（92歳）、原徹L（88歳）には席にお座りいただ
くだけでも皆がお二人からパワーを頂いています。
お二人には毎年会計監査をお願いしております。永
年社長の経験から計算にも強くミスを見逃さない力
をもっておられます。
　月一回のお酒を交えたライガーには昔の経験を愉
快に語っていただき、賑やかだった町のこと、景気
の無茶苦茶良かった時の豪快な研修談（？）など羨
むほどの創造をかきたたされます。
　当麻ライオンズクラブは来年５月にチャーターナ
イト50周年を迎えますが、お二人は当麻ライオンズ
クラブの歴史そのものであります。一年後の祭典を
一同感謝の気持ちで準備に取りかかっています。

当麻ライオンズクラブ
PR担当　L.阿部　眞猛

「我がクラブの元気印」Ｌ２人を紹介します。

〇Ｌ.大熊　勝幸（おおくま　かつゆき）
〇1979.１.21生　〇2018.７月入会
〇有限会社 大熊養鶏場　代表取締役

　独自の製法で開発した餌により、健康に育てた
12,000羽の鶏から生まれる、良質卵「かっぱの健卵」
を幅広く消費者に届けています。様々な物産展にも
積極的に出店し、旭川・札幌はもちろん、今年は販
路開拓を目指し千葉県幕張メッセでのイベントにも
参加しました。

〇Ｌ.佐藤　康則（さとう　やすのり）
〇1962.10.28生　〇2019.７月入会
〇野田建設工業株式会社　常務取締役（比布支店長）

　土木・舗装工事の他、採石採取、製造並びに販売
産業廃棄物の運搬及び処理など、総合工事業を展開
する会社役員として、安心・安全な地域振興を目指
し、社会資本整備に尽力されています。多忙の傍ら、
地元町内会の会長を務められるなど、住民からの信
頼も抜群です。

　２人とも、元 比布商工会の青年部長としてリー
ダーシップを発揮し、多くのイベントに関わり明る
く楽しく地域を盛り上げるとともに、現在は町議会
議員として「まちづくり」推進のため、第一線で活
躍されています。我がクラブは結成41周年になりま
すが、これからも活発にＬＣ活動を推進するため、
新進気鋭の２人の活躍を大いに期待しております。

地元イベントで挨拶

交通安全キャンペーン さわやかな春の交通安全
指導での集合写真

㊧L.福井為幸お誕生祝での
笑顔のフーさん！

㊧L.原　徹お誕生祝での
元気なロアー！
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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

　森と海の町枝幸町　オホーツク枝幸として海産物
のブランドを売り出している枝幸。
　枝幸オホーツクライオンズクラブは稚内ライオン
ズクラブのスポンサーにより結成され、今年認証56
年目を迎えます。
　現在では、家族会員７名を入れて29名、40周年の
頃には40名在籍していましたが年々減少しつつも、
会員の皆様、ＬＬと共に地域奉仕活動を進めており
ます。
　しかも高齢化が進み平均年齢は64歳となる中で、
当クラブ最年長の斎藤　毅ライオンが我がクラブの
元気印です。
　力仕事も率先してやってくれ、2016年にはＺＣも
しました。
　現在もソフトテニスを楽しみながら、子供達の指
導者として活躍するバイタリティーにあふれる頼も
しいライオンです。
　先日も層雲峡で新年会を行いましたが長時間の運
転にも疲れた様子は全く無いぐらいの若々しい方です。
　これからも、当クラブの知恵袋として益々活躍し
て頂きたいライオンです。

「我がクラブの元気印」
Ｌ.上田　亮一
　（うえだ　りょういち）
1991.３入会

　東川ライオンズクラブの元
気印は昨年卒寿を迎えられた
上田亮一ライオンです。
　Ｈ３に入会され、当クラブの相談役になっています。
　上田ライオンは長きにわたり東川町に町議会議員
として貢献し、今はライオンとして東川町に奉仕し
ています。
　「例会に出席することは奉仕のひとつ」の考えで、
例会やアクテビティに参加し、その姿は他のライオ
ン達の出席の刺激になっていて、とても心強く思っ
ています。当クラブには期末にアテンダンス賞（出
席率70％以上）がありますが過去５年連続受賞され
ており「有言実行」を遂行しています。
　これからも「奉仕の精神」で活躍お願い致します！

枝幸オホーツクライオンズクラブ東川ライオンズクラブ
会長　L.石橋美由亀会長　L.金盛　勇松

当クラブのパークゴルフ大会

交通安全旗の交換
（アクテビティ）



9Lions Club ECHO

各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

旭川平和ライオンズクラブ
MC・IT委員長　L.武蔵　弘毅

わがクラブの新会員をご紹介します。
〇氏　　　名　L.万字　達（まんじ とおる）40歳
〇入会年月日　令和元年９月３日
〇職　　　業　弁護士

弁護士法人神戸･万字・福田法律事
務所　旭川オフィス所長

　旭川生まれで御実家も街中にあり、常磐中学校か
ら東高に進み旭川に根付いた生活を送られておりま
す。ライオンズへの入会動機は、渋沢栄一の本にあ
る「会社は個々の利益を追求するのではなく、社会
に還元するべきだ。」という理念に学び、10年ほど
個の利益でやってきたが、そろそろ旭川のために何
かできないかという
ことを考え、宮本L
のスポンサーで入会
されました。若く聡
明な方に入会いただ
きこれからの活躍を
期待するところで
す。宜しくお願い申
し上げます。

アクティビティのご紹介をします。
　令和元年11月９日㈯　北海道サッカー協会90周年
式典が札幌にて開催され、当クラブは永年に亘り旭
川地区中学生サッカー大会を支援した功績を認めら
れ表彰されました。

旭川大雪ライオンズクラブ
会長　L.坪沼　本善

「我がクラブの元気印」
○氏　名　L.中島　張
○入　会　平成30年10月２日
○勤務先　㈲大

やまとのはな

和納華
○青少年育成委員長

　当クラブの元気印　Ｌ．中
島　張（ゆみはる）を紹介いたします。彼は旭川市
郊外東鷹栖町において米農家を経営しており、生産
した旭川産米「おぼろづき」は、全国コンクールに
おいて、金賞を受賞しています。東鷹栖町の農業経
営者の若手リーダーの一人として期待され、色々な
分野において活躍しています。
　クラブでは、青少年育成委員長として、２日間の
少年野球大会を見事な指導力で成功させました。少
年野球大会は軟式野球連盟など外部組織との調整も
必要であり、その卓越した交渉力を発揮して頂きま
した。
　明るい、積極的な性格とパワフルな行動力は当ク
ラブの大きな財産であり。今後の活躍が期待されて
います。
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我がクラブの元気印
　入会４年目（平成28年12月入会）にして、来期幹
事を担当する若手ホープのＬ．工藤泰宏をご紹介い
たします。彼の父、工藤一夫氏も永らく当クラブの
重鎮として在籍し、数々の要職を歴任しました。そ
して、父親の他界２年後に当クラブ入会となりまし
た。彼は、工藤合名会社の代表社員として忙しい中、
昨期はライオンテーマの傍ら、幹事さながらの活躍
で、アクティビティ、家族会等では大変にきめ細か
な段取りでした。常にスムーズに会員が活動しやす
い状態にできるのは、父親譲りなのでしょう。
　今期は副幹事として、そして教育奉仕・児童福祉
委員長として、アクティビティの要として頼れる存
在であり、ライオンテーマ不在の時には司会の代役
を務めるなど当クラブには欠かすことの出来ないラ
イオンに成長しております。
　また、年配の会員と若手会員のパイプ役となり当
クラブ全体を活気づけてくれています。
　そして、さらなる行動として元キャビネット幹事
Ｌ．吉村雄治と共にライオンズ国際大会に登録出席し、
私共クラブの鏡となって参りました。
　来期は幹事として会長を支え、存分に手腕を発揮
してくれることを期待しております。今後ともＬ．
工藤泰宏をよろしくお願いいたします。

　氏名　L.澤田　礼二（Ｓ29.５.18　66歳）
　入会　2016年７月
　職業　酪農業
　公務　社会福祉会　歌登特別養護　歌翠園　理事
　　　　歌登地区街づくり協議会　会長
　　　　全道酪農各種団体役員

　歌登ライオンズクラブは昭和56年７月結成され、
本年39年となり、明年40周年の節目を迎えることに
なります。34名という人数が現在は12名となり少数
クラブとなりました。長年、諸先輩方が築き上げて
きた多くの地域への社会貢献に敬意を表し、出来う
る限り少数精鋭で継承していくことと活動して居り
ます。
　そんな中で当クラブＬ.澤田は奥様、長男夫婦と
祖々父の代からの酪農経営を守り続け、父は現在も
ライオンズクラブチャーターメンバーの只一人で、
97歳を超え終身会員として重鎮の役割を果たしてく
れてます。そんな父の姿を見てライオンズ精神に心
を動かされ入会し、働き盛りの勢いで当クラブの中
心的役割幹事を担当、今や当クラブの盛運を背負っ
ていただけるものと期待しているところです。
　会員少数クラブでありますが、今後、彼の力によっ
て会員の増強について期待をふくらませている所です。
　今後共、よろしく御指導をお願い致します。

旭川ライオンズクラブ歌登ライオンズクラブ
PR・MC IT情報委員長　L.青山　和志会長　L.上戸　忠之

2019年12月
夜例会・忘年会　夫人同伴

２０１９年12月
歳末チャリティー

2019年９月
町民高齢者と昼食を交え
ての交流会


