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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

本別ライオンズクラブ
会長　L.方川　一郎

「我がクラブの元気印」
〇氏　名　Ｌ.久保　博史
　　　　　　（くぼ　ひろし）
〇年　齢　３９才
〇入　会　２０１８年４月
〇勤務先　浦幌郵便局	局長	

　我がクラブの元気印、会長Ｌ．久保　博史をご紹
介します。日高山脈を背に、のどかな農村地帯が広
がる帯広市で生まれ育ちました。学業を終えて平成
13年に郵便局に就職され、昨年４月に５度目の勤
務地となったのが浦幌郵便局でした。38歳と言う若
さで局長に昇進しての赴任、彼が入会した事で漂っ
ていた加齢臭は瞬く間に吹き飛びました。　　　
　清楚で物腰柔らかく、探求心旺盛で積極的、挨拶
も丁寧なので聞く人の耳に響きます。そんな彼です
から、入会２年目で早くも会長に推挙され、恙なく
半期を経過したところです。
　田舎町ですが、局長ともなれば公職も次々と舞い
込み、多忙な日々を送って居られます。
　休日は二人の男のお子さんとスポーツを楽しみ、
始めたばかりのそば打ち修行も時間が足りませんが、
「地域のため」・「子供たちの為」にと汗を流すニュー
リーダーは、クラブにとっても大切な宝です。
今朝も元気に出勤されました。

【新入学児童交通安全街頭指導】

　　【新入会員歓迎会】	 　　【交通安全キャンペーン】

		 	

浦幌ライオンズクラブ
幹事　L.杉江　英雄

「わがクラブの元気印」

　現在本別ライオンズクラブには三名の女性会員が
在籍しています。
　会員の高齢化や転出に伴う退会が続く中で、三名
ともアクティビティ等に非常に積極的に取り組んで
いただいており、パワフルに活動されています。
　女性目線での地域への細やかな奉仕を取り上げて
いただき、これからの本別ライオンズクラブの取り
組みの幅を増やしていけたら、と期待しています。
　
　本別ライオンズクラブは1960年に創立され、次年
度創立60周年を迎えます。現在記念式典に向け、準
備を始めたところです。
　「会長案事業」というアクティビティが当クラブ
にあります。
　その年の会長が企画し完結する事業です。これま
で、音楽会の開催や町内の保育所（当時）、学校な
どへの教材等の寄贈などがあります。
　今年度も「児童発達支援センター」へ教材・ゲー
ムなどを寄贈する予定です。
　その他、春・秋交通安全キャンペーン、少年野球
新人戦大会、ゲートボール大会など、幅広く「奉仕」
の活動を行っています。
　また、国際協会の「平和ポスター」は三年連続で
331複合地区において最優秀賞を頂き作品が国際本
部へ送られています。
　青少年育成、障がい者福祉、高齢者福祉など数多
くの奉仕にこれからも取り組んでまいります。

Ｌ.堀越　美樹 Ｌ.水谷　令子 Ｌ.藤田　直美
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「我がクラブの元気印」
〇氏　名　Ｌ.遊佐　俊治
〇入　会　2017年（平成29年）９月
〇勤務先　（株）遊佐組　代表取締役

　十勝池田ライオンズクラブは現会員数17名で、楽
しみながら奉仕活動に取り組んでいます。
　最近の活動では、池田リンク祭りの開催が今年は
降雪が少なくスケートリンクの造成が大幅に遅れた
ため中止となったことは残念でしたが、いけだっ子
冬祭りでは、インフルエンザ予防のための手洗いの
指導やじゃがバターをふるまい、子供たちの元気な
笑顔を見ることができました。

　「我がクラブの元気印」Ｌ.遊佐俊治をご紹介します。
前述のいけだっ子冬祭りでも、小学校グラウンドの
雪山づくりやゲームの企画の中心として活躍されて
います。また、秋恒例のブドウ摘みのボランティア
ではお子様と一緒に参加され盛り上げていただいて
います。
　池田町のみならず各種団体等の要職も務められて
おり、日々多忙の中、今年度は副幹事として、また、
例会にも積極的に出席され、当クラブの運営を牽引
していただいております。
　これからも当クラブの中心としてご活躍を期待し
ています！
　

「我がクラブの元気印」
　十勝清水ＬＣは正会員19名・家族会員９名の小さ
なクラブです。芽室ＬＣのスポンサーにより1982年
６月に誕生し、依頼ささやかではありますが奉仕に
努めてまいりました。主な奉仕事業は①青少年健全
育成事業、②交通安全運動、③障害者への福祉事業
への協力等々です。　新しい風となる会員が３名お
ります。今回はL.藪田秀三を紹介致します。
　～1929年８月14日生まれ	岡山女子大学にて名誉
教授を務められ退任後、御子息が事業を営われてい
る十勝清水町に居を移され、2013年に当クラブに入
会となりました。北海道十勝の大地にて自然と共に
暮らす喜びを楽しみながら「私は、農家です。」と堂々
と語られる言葉を聞くにつけ、地元に生まれ育った
者には当たり前の大地と自然の素晴らしさを再認識
させられました。　趣味はゴルフ、又教え子たちの
要請を受け年に１度程度は東京等にて記念講義を行っ
ているとのこと。	精力的な活動の中、当クラブの
労力アクティビティ活動にも積極的に参加し「もっ
と町内外に活動を広報すべき」と提言をいただいて
おります。藪田Ｌの協力に触発され70歳代の若輩？
の私も「ガンバラねば‼」と思いをいたす所でござ
います。これを踏まえ老若を問わず健康で奉仕の「志」
がある方への入会勧誘を続けてまいります。尚、個
性あふれる①女性会員と②Ｉターンにてカフェを営
われている２名については、次年度以降随時紹介さ
せていただきます。会長スローガン「友情の絆を深
め	奉仕の努力」のもと会員一同地域に根差した奉
仕活動を実施し国際社会への協力を推進して参りた
いと思っております。

十勝池田ライオンズクラブ十勝清水ライオンズクラブ
会長　L.勝山　　卓会長　L.西山　英和

会計就任	2017.7　右側が	Ｌ.藪田秀三

交通安全「旗波作戦」2019.10.12　上段左２番目がＬ藪田秀三

ブドウ摘みボランティアにて
（奥から手前３人目）
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大樹ライオンズクラブ
会長　L.阿部　敏昭

「我がクラブの元気印」
〇氏　名　Ｌ.佐

さ

々
さ

木
き

　涼
りょう

太
〇入会年月日　平成26年10月入会
〇職　業　弁護士

　今期の当クラブ会長　L.清水邦吉のクラブスロー
ガン「新時代を相互理解の精神で～」を掲げ、クラ
ブ会員の力を結集して地域の人々に喜んで頂ける社
会奉仕に努めております。
　帯広LC元気印、L.佐々木涼太を紹介致しましょう。
彼は三年前より少年院社会復帰支援に力を入れてお
り、帯広LCとしてお役に立てないかと、色々と規
制のある中、交渉・模索して院生の生活意見発表会、
食事会を開催できる運びとなりました。
　今期は2019年12月23日に３回目の実施を致しまし
た。Ｌ.清水会長やL.佐々木涼太、地域保健委員会委
員ら会員13人が参加し、院生２人が生活意見を発表。
「足場鳶の仕事で憧れの人から評価された事がうれ
しかった」「農業の後継者不足を解決する為に、農
業高校の先生になりたい」といった夢が語られた。
L.佐々木副委員長は院生の発表を受け「仕事には信
頼が大事。大変さがある事を知りながら目標を高く
掲げることも素晴らしいと思った」と講評しました。
発表後、食事を通じ、LC会員と院生との交流も行
われました。
　この様子は地元の十勝毎日新聞2020年１月16日に
掲載されております。L.佐々木涼太には仕事も忙し
い中、クラブ活動に協力して頂き感謝・感謝です。
今後の活躍に期待
しております。

帯広ライオンズクラブ
PR会報委員長　L.前野　光延

「我がクラブの元気印」
○大

おお

庭
ば

　滋
しげ

理
り

ライオン
○入会年月日　
　　　平成28年７月１日
○勤務先
　　　医療法人社団　大庭医院
○役　職　理事長　院長（医師）
　
　大樹ライオンズクラブの元気さんをご紹介します。
現在63歳になり町内で大庭医院を開業し地域医療に
尽力されている大庭滋理ライオンです。
　大樹町は宇宙の町として報道等で度々目にすると
ころですが、このきっかけは昭和60年に北海道航空
宇宙産業基地構想が持ち上がり、太平洋に面する当
町が有力な候補として誘致活動がスタートし、平成
７年の多目的航空公園の完成によって本格的な取り
組みが開始されました。
　これまでＪＡＸＡはじめ産学官による各種実験が
毎年行われており、平成25年には大樹町に民間のイ
ンターステラテクノロジス株式会社（ＩＳＴ）が設
立され、令和元年５月４日に同社による観測ロケッ
ト「ＭＯＭＯ３号機」を打ち上げ、最高高度100㎞
以上の宇宙空間に到達し、民間単独開発のロケット
では国内初、世界では９番目となる偉業を達成しま
した。その後も実験を重ね2024年ごろを目途に「軌
道投入衛星ＺＥＲＯ」の開発を進め商業衛星の実用
化を目指しています。
　この実験を支える町民の応援団として企業・団体
はじめ多くの有志が集い「大樹インターステラ後援
会」を立ち上げ、会長には当クラブ会員の大庭滋理
さんが就任し「ＩＳＴの活動を　ＭＯＭＯ３号機打
ち上げを応援することで
町を盛り上げたい」とし
て、ロケット打ち上げ時
には交通整理のボランティ
アや活動資金の支援、イ
ベントでのＰＲ活動など
に中心となって取り組ん
でいます。
　当クラブのライオンも
多数後援会に入会し、現
在会員も、法人39団体・
個人188名が加盟しさら
に活動を盛り上げていま
す。

帯広少年院
社会復帰支援アクティビティ

Ｌ.佐々木涼太
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　豊頃ライオンズクラブは1969年11月９日に32名の
メンバーで結成され、昨年チャーターナイト50周年
を迎え、結成50周年記念式典を挙行いたしました。“輝
く50年、奉仕の心で花咲かそう報徳の郷”を事業ス
ローガンに、記念アクティビティとして、地元の介
護老人施設に自走型車椅子などを贈呈させていただ
きました。
　当クラブで例年実施しているアクティビティとし
ては、商工会の夏まつりに助成協力、国道沿線での
交通安全啓発“旗の波作戦”の共催実施、各コンサー
トの鑑賞協力、歳末助け合い義援金の寄付、ＬＣ杯
ゲートボール大会の開催、町スポーツ少年団本部に
助成、全道・全国大会出場チームに対する激励支援、
新入学児童へのランドセルカバーの寄贈、また災害
への支援など、地域貢献と人道支援に寄与するもの
であります。
　昨年８月19日には、我が町と姉妹都市関係にある
カナダ国の“サマーランド市”訪問団の来町を受け、
昼食会を開催しささやかな“オモテナシ”を致しま
した。
　さて、今回のテーマである『クラブの元気印』で
すが、会長がキャリア不足なのでベテランのＬ会員
がとにかく頼りになります。昨年の50周年式典にお
いて記念事業実行委員長を担当し、立派に盛会に導
いていただきました、過去二度のＺＣ経験を持つＬ.西
本安志です。チャーターナイト40周年の時にも同役
にて活躍されておりましたので、とにかく頼りにし
ておりました。今後も朗らかな人柄で、ますます元
気で当クラブの発展に寄与していただけるよう、先
輩Ｌとして助言をいただき成功に導いてほしいと思っ
ております。

「我がクラブの元気印」
名 　 　 前　宮内　雅吐（みやうち　まさと）
入 会 年 月　2017年６月
勤 務 先　ＪＡ上士幌町　筆頭理事（酪農業）
クラブ役職　幹事

　ライオン宮内雅吐は２年７ケ月前に入会した
ニューフェイスです。現在は既にクラブの中核的立
場である幹事として活躍しています。真面目で責任
感が強く、優しい性格のため誰からも好かれ、メン
バーからも信頼されています。我がクラブにとって
は元気印であるとともに、これからもクラブのリー
ダー的存在として活躍してくれることは疑う余地も
ありません。一方、クラブで一番の愛妻家でもあり
ます。クラブ活動は勿論のこと、普段からLＬと一
緒にいる時間を大切にしており、二人の共通の趣味
である旅行を楽しんでいる姿をうらやむメンバーも
多いです。　我がクラブは本年４月に結成50周年を
迎えます。現在は記念アクティビティや記念式典の
開催に向け諸準備を進めております。我がクラブが
これからも地域の社会奉仕団体として活動を継続す
るためには、メンバー一人一人が仲間を大切にし、
強い意志をもって活動することが求められます。こ
のような中、明るく元気で人望のあるライオン宮内
が益々クラブの先頭に立って活躍してくれることを
メンバー一同心から期待しています。

豊頃ライオンズクラブ上士幌ライオンズクラブ
会長　L.小笠原茂人会長　L.山田　忠雄

特老夏祭りで入所者と一緒に盆踊り

ガバナー公式訪問で挨拶

特老で真剣にそばを打つＬ.宮内
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帯広鈴蘭ライオンズクラブ
会長　L.五十嵐　勉

「我がクラブの元気印」
　帯広平原ライオンズクラブ
は、1963年12月８日に結成し
1964年６月14日に認証された
クラブです。現在、当クラブ
は終身会員２名、正会員26名、
不在会員１名の計29名で構成
されております。この会員の
中から、会員の信頼が厚い当クラブの元気印ライオ
ンを紹介して、当クラブの活動を知って頂きます。
　そのライオンは、平成25年11月入会のＬ.田邊　
宏です。
　有限会社タナベの代表取締役を務めており、わが
クラブの第二副会長として活躍しております。
　Ｌ.田邊　宏の会社は、産業廃棄物処理業、鉄・
非鉄スクラップ業、自動車の再生利用等、環境にか
かわるクリーン化を目指して努力をしており、「誠実」
をモットーに次世代に「クリーン環境を（つなぐ）」
を合言葉に頑張っております。
　彼は、ライオンズのアクティビティには積極的に
参加し、当クラブ主催の少年野球大会には率先して
活躍し、献血活動、養護施設の餅つき大会などにも
大いに力を発揮しております。
　また、ゴルフ同好会、マージャン同好会、グルメ
の会など全てに楽しんでおります。
　我がクラブで今一番、輝いているライオンの一人
です。
　私たち会員も、アクティビティを楽しみつつ、今
後とも奉仕活動を続けて参りたいと思っております。

帯広平原ライオンズクラブ
会長　L.中村　邦夫

「我がクラブの元気印」
～プロフィール～
氏　　　名　　Ｌ.新屋敷　範彦
入会年月日　　2019年７月
勤　務　先　　（株）餃子屋　北の匠　代表取締役

　当クラブは今年度で創立38年目を迎えました。会
員の減少傾向にある中で昨年７月に入会した元気印
の新屋敷Lです。
　仕事柄、店頭販売・スーパーの卸売・インターネッ
ト販売と全道を駆け回り忙しい毎日です。その中で
もクラブ例会、奉仕活動にと頑張っています。
　昨年３月の事務局の移転に伴い、第二例会終了後
に食事会を行っていますが、「出席計画委員会」所
属の新屋敷Lが中心になり、会員間の親睦と交流が
増々深まっています。
　絆・友愛・真心を持って奉仕できる次代につなが
る「元気印」のリーダーとして、今後のLC活動や
本業の活躍に大いに期待したいと思います。

例会前歓談の様子

例会後食事会の様子

もちつき

グリーンパーク

野球大会

食事会で餃子を焼くＬ.新屋敷
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「我がクラブの元気印」
○氏　名　Ｌ.大

おお

熊
くま

　秀
ひで

之
ゆき

（63歳）
○入　会　2016年７月
○勤務先　大熊農場　経営主
○公　務　音更町農業委員会　会長

　Ｌ.大熊　秀之は、奥様と長男夫婦で農業を経営
しながら、多くの公職をこなし地域の発展に日々努
力の毎日です。
　そんな彼が2016年我がクラブに入会し、２年目で
副幹事、３年目では教育・青少年委員会　委員長に
抜擢され、音更町少年野球ライオンズ杯（第24回）
後援、音更サッカーフェスティバル大会、新入学児
童へ交通安全ワークブック寄贈、青少年音楽会（第
17回）などなどの事業を難なくこなし、また「新年会」
「クリスマス」などの司会、ゲームの進行にもなく
てはならない存在です。
　今後、本業や地域の公職はもとより、会員増強の
ため積極的に入会を勧めて頂いており、クラブ活動
の活躍にも大いに期待しているところです。
　さて、会長Ｌ.林　郁雄率いる音更ライオンズク
ラブは、献血推進運動はもとより数々の奉仕活動を
通じて地域社会に根ざした事業で地域への支援協力
を実施すると共に、会員家族と一緒に参加できる例
会（クリスマスチャリティ、福祉まつりでのたこ焼
き・焼きそばの提供、会員交流会、会員旅行会等）
により会員同士の絆をさらに深めるよう努力してま
いります。

「我がクラブの元気印」
　更別ライオンズクラブは本年で結成45周年を迎え、
これまで諸先輩が築きあげてきた多くの地域福祉活
動に、感謝と経緯をもってこれを継承・発展すべく
活動を続けております。
　主なアクティビティは交通安全の街頭指導やクリー
ン作戦、地域福祉を推進する法人の支援など、会員
相互の「友愛の絆」を大切にしつつ実施しています。
　多くのクラブが直面している会員の高齢化と減少。
我がクラブも同様の状況にありますが、昨年入会し
た魅力ある女性会員をご紹介します。
　ご主人、息子さんとともに160haの広大な農地で
麦やビート、じゃがいもと希少な作物である菜種、
亜麻を生産する農場「コタニアグリ」を経営する小
谷文子さんは、地域や議会でも活躍しており、会員
一同これからも益々のご活躍を期待しております。

Ｌ.小谷　文子
　　　　昭和33年12月24日生
　「更別村の大地と緑の中でのびのびと育ち、天職
（？）と勘違いした私はバスガイドとして全道、島
めぐり、東北は十和田湖まで旅のお供をさせていた
だきました。正に人生勉強でした。
　現在は「生きることは食べること」を農業だから
こそ発信し、広報役としてホームページにて農業の
見える化に努めています。
　ライオンズクラブの精神も含め、お役にたてる更
別村のひとりであるよう前進してまいります。

音更ライオンズクラブ更別ライオンズクラブ
ＰＲ・情報委員長　L.米谷　信男PR委員長　L.遠藤　久雄
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青少年音楽会で挨拶をする
Ｌ.大熊秀之

交通安全街頭啓発


