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　初めに　開催趣旨説明として「近年、上からの一方的な意思決定で指示されているのではとの考えか

ら、クラブ数・会員数が減少しています。であるならば、どの様にして意思決定がなされているのか、

その辺りの話を伺うべく、日本の複合地区ガバナー協議会議長の代表として、永年日本ライオンズをけ

ん引されてきた L. 山田正昭先生を講師にお招きした訳であります。」との紹介がありました。

　L. 山田先生には、国際協会でどのように意思決定がなされているのか、今期からスタートした一般

社団法人日本ライオンズの新組織を基に詳しく説明して頂きました。

　又、新体制がスタートしたことにより、ガバナーが責任を持って運営し、会員の意見が従来より通り

やすい体制となっているとのお話でした。

　更に、新入会員の加入促進については、所属するクラブの適正な会員数はどの位かを考え、その上で

クラブ会費の負担の軽減の方法、クラブの魅力をアピール出来る方法を考えて貰いたいと話されました。

　私のような入会歴が浅いライオンにとっては大変勉強になり、このセミナーに参加する機会を与えて

下さったことに感謝申し上げます。
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　11月20日釧路でＧＡＴ主催によるリーダーシップセミナーin釧路に参加させていただきました。

　各クラブから67名の参加者が各テーブルに分かれ、スペシャルティクラブ国内コーディネーターL.吉

原稔貴（よしはらとしたか）講師により開催されました。

　セミナーは、①会員増強・会員維持の現況②役割分担と出番でクラブ会員を元気に③どうしたらクラ

ブを活性化できるのか④21世紀のアクティビティと資金獲得事業について講演があり、テーブル毎に３

回のワークショップが行われました。

　研修を通して、会員の増強やクラブの活性化のためには、クラブ内の会員の連携や共通意識の確認が

必要であること、継続アクティビティは重要であるがマンネリ化を防ぐためにプラスα（０から１の発

想をもって取り組むこと）が必要であり、また、資金獲得事業における取組の話では、市民地域を巻き

込んでのアクティビティ活動は、考えるヒントとしてクラブ活性化につながる可能性を感じました。
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　平和ポスターコンテストの結果報告をいたします。
　2019年11月15日を締め切りといたしまして、総数で164枚の作品の応募がございました。スポンサー
をして頂いたライオンズクラブの方には改めて、御礼を申し上げます。
　全作品とても個性があり、素晴らしい作品ばかりでしたが、11月25日に関係者にお願いをいたしまし
て厳選な審査の結果、最優秀賞１点、優秀賞３点、敢闘賞５点、佳作５点、ガバナー賞２点を選考させ
て頂きました。
　なお、賞に選ばれた方はもちろんですが、参加していただいた生徒さんにも全員参加賞を贈っており
ます。
　最優秀賞は本別中学校２年、吉村　華瑠さん（本別ライオンズクラブ）が選ばれ、331-Ｂ地区を代表
いたしまして331複合事務局へ送っております。
　そして、この作品は331複合地区代表になり国際協会に送っております。
　また、全作品につきましては、年次大会会場に飾る予定でございます。その後、作品を各クラブに返
還させていただきますのでよろしくお願いいたします。

　平和ポスターコンテスト委員会

委員長　L.櫻井　正人　
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「我がクラブの元気印」
〇氏　名　柴田　宣雄
　　　　　（しばた　のぶお）

〇生年月日　1926（昭和元）年
　　　　　12月25日（92歳）
〇入　会　1986（昭和61）年７月
〇勤務先　僧侶（真証寺　前住職）

〇役　職　剣淵ＬＣ　ＹＣＥ委員会　委員

　昨年、我がクラブは40周年を迎えました。その記
念祝賀会で民謡を披露してくださったのが、真証寺
の前住職で、剣淵高校の教員をされていたことから、
みんなに「柴田せんせい」と親しみを持って呼ばれ
る柴田宣雄ライオンです。御歳92歳になられますが、
例会には欠かさず歩いてこられ、開会の君が代とラ
イオンズクラブの歌を張りのある一番大きなお声で
歌われます。多彩なご趣味と特技をお持ちです。町
の文化活動の草分けの方で、民謡の大師範として、
今でも子どもから大人まで広く指導をされています。
天体観測では、皆既日食を見に外国まで行かれてい
ます。福祉活動では、ノマライゼーションの普及に
取り組まれ、ふれあい広場を実現されるなど、絵本
と農業と福祉のまち剣淵の礎を築かれた方です。
　柴田ライオンは、クラブの奉仕活動にも欠かさず
出席され、さらに、ＬＣＩＦの1000ドル献金を32回
連続して続けてこられるなど、私たちにライオニズ
ムの精神をしっかりと示して頂いています。
　我がクラブでは、チャーターメンバーも健在です
し、みんなで、柴田ライオンのような“元気で長生
き、生涯現役会員”を目指していきたいとの思いから、
今年のスローガンを「がんばれライオンズ！」とし
ました。
 

「我がクラブの元気印」
○氏　名　L.松岡　己代子
　　　　　（まつおか　みよこ）

○入　会　2008年７月
○勤務先　松岡不動産

　稚内ライオンズ第31代会長でありました故、L.松
岡勇（父）の志を受け継ぎ入会されました。入会後
は2010年CAB委員、クラブ会計やCN52周年実行委
員長などの役員を歴任され、多くの貢献をされてお
ります。稚内LCは現在会員数24名、その内女性ラ
イオンは３名にて運営されております。女性ライオ
ンの取り纏め役となり、クラブのムードメーカーと
して、例会の盛り上げ役として活躍していただいて
おります。

　花を育てることが大好きで稚内空港に隣接された
「ライオンズの森」に設けられた花壇の整備には毎
年率先して参加、植栽の中心的な役割を担い毎年可
憐な花を咲かせてもらっております。また、地区年
次大会には幹事顔負けの楽しい企画を催し、特に旅
程や宿泊先の選定には会員へ多くの参加を促す配慮
がなされており、家族会員からも非常に喜ばれてお
ります。

　稚内LCは会員の減少が深刻化してきており、ク
ラブの活動にも変化が生じてきております。2022年
はクラブ60周年を迎えますが「不易流行」をモットー
に松岡己代子ライオンには稚内LCのリーダーとし
ての活躍を期待します。

剣淵ライオンズクラブ稚内ライオンズクラブ
会長　L.半田　幸清会長　L.本間　修三

式典余興で民謡を披露

桜の苗木植樹中
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名寄中央ライオンズクラブ
会長　L.宮腰　健一

『我がクラブの元気印』
　稚内北斗ライオンズクラブは、本年令和元年に創
立25周年を迎え、９月21日に道内外より多くのメン
バー出席のもと、盛大に式典を開催し無事終了いた
しました。現在、家族会員を含め80名と大きなクラ
ブであります。日々メンバー一丸となり地域に根差
した奉仕活動に取り組んでおります。継続事業とい
たしまして、献血・交通安全の街頭啓発をはじめ養
護学校寮生との交流、普段学校から外出できない生
徒を、買い物・食事など、外へ連れて行って楽しい
時間を過ごすお手伝いをしています。今年も行いま
したが、その日を楽しみにしている生徒達の笑顔が、
私達の喜び、力となっております。14年続いている
この事業はできる限り継続したいと思っています。
　「我がクラブの元気印」は、入会２年目のL.蓑谷
克行です。時間に関係なく、色々な活動にフル参加
し、手際の良さ、周囲への気配り、場の盛り上げなど、
100％以上の力を発揮し頑張っています。今年は社
会奉仕副委員長として、委員長のサポートはもちろ
ん、多忙な委員会を切り盛りしています。当クラブ
を担っていく若手一押しのメンバーです。
　これからも50周年を目指し、地域奉仕活動に取り
組み励んでいきたいと思っております。
～プロフィール～
　〇氏　　　名　L.蓑谷　克行
　〇入会年月日　2018年２月
　〇勤　務　先　㈱樹竜　代表取締役

稚内北斗ライオンズクラブ
会長　L.徳田　晃一

「我がクラブの元気印」
　当クラブは小さなクラブですが2004－2005年度
キャビネット運営を経験し今年で認証42年目を迎え
ました。
　今回紹介する元気印メンバーはL.山田典幸（50歳）
です。
　2012年入会し、３年目で幹事・５年目で会長を歴
任し、今年度はLTとして、例会運営を牽引してお
ります。
　仕事は奥様と共に農業を経営しながら、９年前か
ら名寄市議会議員として市民の為一生懸命頑張って
いる若手議員で、将来は議会を代表し更なる飛躍を
期待できる優秀な人材です。
　クラブとしても期待大のメンバーです。
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　わがクラブの元気印の１人目は、1996年７月入会
のL.松下義春です。
　ファション松下商事の代表をされています。2008
年～2009年のクラブ会長、2012年～2013年ゾーンチェ
アパーソンなどを歴任するなど、クラブの重鎮であ
り、毎年例会生出席100％を達成するなどクラブ一
のライオンズ精神の持ち主です。持病の通風と戦い
ながらビールをこよなく愛し、自前の股旅セットで
演歌を歌われるなど素晴らしいサービス精神の持ち
主です。
　元気印の２人目は、今年度第１副会長をされてい
る2007年７月入会のL.菅原清隆です。
　㈱菅原塗装の代表取締役をされています。現在、
士別地方技能士会会長であり、かつては「夜咲恋そぅ
らんサムライ士別」の代表もされていた正に元気一
杯印です。
　トライクとよばれる三輪バイクでのツーリングを
楽しまれていますが、仲間のオートバイ仲間と地域
を見守るために結成された「R40・275地域見守隊」
の会員でもあります。（ちなみに当クラブから隊長
としてL.土屋明人、L.上北利直も会員となっています）

「我がクラブの元気印」
　名寄ライオンズクラブの元気印は、L.重綱優宏で
す！
　「元気印」を紹介する前に名寄市について説明し
たいと思います。
　名寄市は、北・北海道の天塩川が形成する名寄盆
地のほぼ中央に位置し、東は雄武町・下川町、西は
幌加内町、南は士別市、北は美深町と接しています。
名寄市と言えば「雪質日本一の名寄ピヤシリスキー
場」と「なよろ市立天文台きたすばる」です。「き
たすばる」では国内最大級の口径を誇る北海道大学
所有の1.6ｍ反射望遠鏡を利用しての観望を行って
います。ぜひ331-Ｂ地区の皆様にお越し頂ければと
思います。
　そんな名寄の地で、巨人・王貞治選手の一本足打
法がスタートした年の1962年に旭川中央ライオンズ
クラブのスポンサーにより名寄ライオンズクラブは
誕生しました。
　前書きが長くなりましたが、我がクラブの元気印
を紹介したいと思います。
　L.重綱優宏は、旭川トヨペット名寄店の店長。同
店の人事異動に伴い2017年７月に入会しました。所
属委員会は計画大会委員会。「チャーターナイト」、「ク
リスマス家族会」、「新年会」、「青少年育成基金造成
の集い」などの抽選会やゲームの司会を面白おかし
く進行し、会場を盛り上げるテクニックは天下一品
です。今後のＬＣ活動や本業の活躍にも大いに期待
したいと思います。

氏　　名　L.重綱　優宏
入会年月　2017年７月
勤 務 先　旭川トヨペット名寄店
役　　職　店長

士別ライオンズクラブ名寄ライオンズクラブ
会長　L.松ヶ平哲幸ＰＲ会報委員長　L.遠藤　幸二
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「我がクラブの元気印」
〇氏　名　L.小泉　弘之
　　　　　（こいずみ　ひろゆき）

　　　　　58歳
〇入　会　2008年７月
〇勤務先　㈲丸小こいずみ
　　　　　（葬儀・生花）
　　　　　代表取締役

　L.小泉弘之は、亡き父、母に継ぐ小泉家三代目の
ライオンです。仕事柄、営業エリアが当町内のみな
らず近隣町村も含めた広い地域となっているので多
忙な毎日ですが、会員の高齢化が進む当クラブの中
にあっては、いつも明るく一番の元気印です。
　趣味も多才で、スポーツはパークゴルフ、マラソ
ン、スキーなどを楽しんでいますが、パークゴルフ
では自身の会社がスポンサーとなって毎年春秋の二
回、「花のこいずみ杯パークゴルフ大会」を主催し
他市町村からもたくさんの参加を得て好評です。
　また、町などが主催する「北オホーツク100Ｋマ
ラソン」には毎年出場し完走している頑張り屋です。
　浜頓別ライオンズクラブは、1970年の結成から50
年を迎えようとしていますが、地域が直面している
少子高齢化・人口減少は、クラブの会員増強にも影
をおとしております。「元気印」の増強をめざし地
域から奉仕の輪を更に広げるよう後力を続けていき
ます。

浜頓別ライオンズクラブ
会長　L.中島　秀幸

　当クラブは、北見中央ライオンズクラブと置戸ラ
イオンズクラブのスポンサーによって、1966年に結
成され現在23名の会員で活動しています。
　私たちのアクティビティは、青少年の健全育成と
して、ライオンズカップ新人少年野球大会の開催、
今年度で第35回になる児童・生徒読書感想文コンクー
ルでの入賞者への記念品を寄贈したり、小学１年生
に入学懸念品を贈呈しています。それから小中学生
の少年団活動、部活動で全道大会への出場権を得た
団体に激励の金一封を贈呈しています。また、危険
ドラッグが社会問題になっていますが、認定講師に
て薬物乱用防止教室を小学校で開催しています。７
月には会員の出役によって野生大麻草の抜き取りも
行っています。交通安全の啓発活動として、春と夏
に通学時間帯の街頭啓発、秋の街頭パレードに参加
し、交通事故防止に取り組んでいます。
　９月には秋まつり素人縁日に、射的・ヨーヨー釣
り・金魚すくい・くじ引きの出店を２日間し、そこ
での益金を福祉団体に寄附しています。
　これからも友愛の精神に基づき、会員仲良く奉仕
活動に取り組んでいきたいと思います。

訓子府ライオンズクラブ
会長　L.谷本　茂樹

新入学児童の通学指導

交通安全運動街頭啓発
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　幌延ライオンズクラブは、1981年結成以来38年が
過ぎました。この間、ライオンズの森植樹、交通安
全啓蒙活動、福祉施設への慰問等　クラブは、長く
地域に根ざし未来に繋がる奉仕をモットーに活動を
続けております。クラブ結成30年の節目では、町立
病院診療所と老人福祉施設隣接地に記念事業として、
桜を植樹しました。春の咲く桜を入園者も楽しみに
しております。
　近年では、毎年実施している地域イベント（公園
祭り）への支援活動、交通安全啓蒙活動、町内クリー
ン作戦への参加、社会福祉施設、教育委員会ライオ
ンズ文庫図書購入費へのアクティビティ贈呈、青少
年活動（野球スポーツ少年団、子供育成協議会）へ
の活動支援など、地域に根ざした事業に対し協力支
援を行っております。
　当クラブは、会員現在22名であり、一時期減少傾
向にありましたが、役員の努力により、現在の会員
数まで増員しており今後共維持してまいります。
今後は、これらの活動を基本に地域奉仕に貢献出来
る事業を検討しクラブ活動の充実を図りながら会員
ともども頑張って参ります。

　美深ライオンズクラブは1977年９月名寄ライオン
ズクラブのスポンサーにより地区76番目のクラブと
して誕生致しました。結成時は27名の会員でありま
した。42年を経た現在チャターメンバー３名を含め
て18名の会員で活動しています。
　会長モットーに、つねに「進取の精神」で新時代
を拓こう！を掲げ会員一丸となって活動をスタート
しました。
　月２回定例会を開催（昼食例会あり）情報交換・
懇親を深めています。
　主な事業活動は「献血支援」、「エコキャップ等資
源回収」、「社会福祉募金寄付」、「町民パークゴルフ
大会開催」、「世界ライオンズ奉仕デ－に向け交通安
全啓蒙活動」、「幼稚園・小学校入学時の雨傘等の寄
贈・交通安全啓蒙」、「年越し年初めライオンズカフ
エ」、「３クラブ（名寄・名寄中央・美深）親睦レク
リエーション」、
　また、当クラブは青少年育成事業を掲げ毎年、美
深町こどもスポーツ未来基金として当町教育委員会
へ贈呈しています。
　会員向けには、会員家族も参加できる例会を企画
し「米寿のお祝い家族会」、「追悼家族昼食会」、「ク
リスマス家族会」、日頃の活動報告と親睦を深める
よう努めております。
　過疎化の著しい当町ではありますが、これからも
会員一人一人の絆を深め、地域社会の未来に向けて
邁進してまいります。

幌延ライオンズクラブ美深ライオンズクラブ
会長　L.宮本　　栄会長　L.山本　　進

②記念植樹周辺清掃

①野球スポーツ少年団
　贈呈

③社会福祉施設等への
　支援金贈呈
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佐　藤　義　和
さとう　よしかず

小野寺　　　豊
おのでら　ゆたか

山　下　由紀夫
やました　ゆきお

第２Ｒ第２Ｚ
旭川ナナカマドライオンズクラブ
入会年月／2019年10月
生年月日／1951年１月14日
　　　　　（68歳）
勤 務 先／社会福祉法人　旭川福祉事業会
役 職／理事長
スポンサー／L.横内　恵一

木　村　　　修
きむら　おさむ

第４Ｒ第３Ｚ
幌延ライオンズクラブ
入会年月／2019年10月
生年月日／1967年３月26日
　　　　　（51歳）
勤 務 先／雪印メグミルク㈱幌延工場
役 職／工場長
スポンサー／L.宮本　　栄

渡　辺　勝　彦
わたなべ　かつひこ

第５Ｒ第１Ｚ
白滝ライオンズクラブ
入会年月／2019年10月
生年月日／1967年６月20日
　　　　　（52歳）
勤 務 先／遠軽信用金庫丸瀬布支店
役 職／支店長
スポンサー／L.田中　金蔵

米　嶋　恭　子
よねしま　きょうこ

第２Ｒ第１Ｚ
旭川なでしこ雪ライオンズクラブ
入会年月／2019年10月
生年月日／1961年６月15日
　　　　　（58歳）
勤 務 先／
スポンサー／L.岩本　弘子

第２Ｒ第２Ｚ
旭川中央ライオンズクラブ
入会年月／2019年10月
生年月日／1972年10月20日
　　　　　（47歳）
勤 務 先／ハローガス旭川㈱
役 職／代表取締役
スポンサー／L.富居　誠吉

堀　越　美　樹
ほりこし　みき

第３Ｒ第１Ｚ
本別ライオンズクラブ
入会年月／2019年10月
生年月日／1972年11月21日
　　　　　（46歳）
勤 務 先／スナック　樹璃
スポンサー／L.田中　　浩

第４Ｒ第１Ｚ
留萌みなとライオンズクラブ
入会年月／2019年10月
生年月日／1974年２月23日
　　　　　（45歳）
勤 務 先／第一生命　留萌オフィス
役 職／オフィス長
スポンサー／L.長内　敬憲

新入会員ご紹介

佐　藤　祥　晶
さとう　よしあき

佐　藤　　　浩
さとう　ひろし

第５Ｒ第１Ｚ
北見白樺ライオンズクラブ
入会年月／2019年11月
生年月日／1968年３月25日
　　　　　（51歳）
勤 務 先／帰山工業㈱
役 職／常務取締役
スポンサー／L.関根　正実

西　尾　元　美
にしお　もとみ

第２Ｒ第２Ｚ
旭川東ライオンズクラブ
入会年月／2019年11月
生年月日／1979年８月２日
　　　　　（40歳）
勤 務 先／㈲プリモグループ
役 職／取締役
スポンサー／L.田中　国文

第５Ｒ第１Ｚ
遠軽ライオンズクラブ
入会年月／2019年11月
生年月日／1967年７月１日
　　　　　（52歳）
勤 務 先／遠軽信用金庫本店営業部
役 職／営業部長
スポンサー／L.木島　　基

菅　野　富　二
かんの　とみじ

第５Ｒ第２Ｚ
訓子府ライオンズクラブ
入会年月／2019年11月
生年月日／1949年５月６日
　　　　　（70歳）
勤 務 先／㈱菅野養蜂場
役 職／代表取締役
スポンサー／L.谷本　茂樹

新入会員ご紹介

新入会員ご紹介

（10月入会）

（11月入会）
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ライオンの魂よ永遠に

稚内北斗ライオンズクラブ
2019年11月24日永眠
享年　69 歳

1994年10月　入会
1994～95年　副幹事
1995～96年　幹事
1998～99年　会計監査
2002～03年　社会奉仕委員長
2010～11年　キャビネット幹事 
2018～19年　長期リサーチ委員長
2019～20年　ＺＣアドバイザー 

　故 L.品田静雄の突然の訃報連絡に耳を疑いました。
数時間前まで、一緒に会議に出席していたので、な
おさらの事でした。
　チャーターメンバーとして、常に私達の先頭に立
ち奉仕活動に邁進され、卓越された知識を持って、
当クラブを導いて頂きました。
　特に2011年～2012年度、稚内キャビネットの幹事
として大変ご苦労されましたが、持ち前の行動力で
ご活躍されたことは、会員一同感謝の念に堪えません。
これからまだまだ、的確なお言葉やアドバイスを頂
き、ご指導願いたかったところであります。とても
残念でなりません。
　これからも会員一同、志を受け継ぎ、一丸となり
地域奉仕活動に努めて参ります。長い間社会奉仕に
尽力頂いた事に、敬意を表し、心よりご冥福をお祈
り申し上げます。
　ありがとうございました。

稚内北斗ライオンズクラブ　会長　L.徳田　晃一

故 L. 品田　静雄

献眼アクティビティー報告

・2019年10月　名寄市　男性


