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2022年４月 №10 2021.7～2022.6 

第６5代会長スローガン  明るい社会を次の世代へ ～奉仕の輪を広げよう～ 

皆出席賞 

 ◆５年皆出席 Ｌ小谷 勉 ◆10年皆出席 Ｌ熊澤龍一郎 ◆15年皆出席 Ｌ會田 里砂・Ｌ山田 清美  

 ◆20年皆出席 Ｌ大倉 栄治 ◆40年皆出席 Ｌ岸田 光明 ◆45年皆出席 Ｌ木村 禮二   

モナークシェブロン(長期在籍アワード) 

 ◆４５YEAR Ｌ木村 禮二 ◆４０YEAR Ｌ阿部 和弘・Ｌ諏訪 光男・Ｌ小井田芳雄 ◆３５YEAR Ｌ佐々木忠康  

 ◆３０YEAR Ｌ村瀬  満・Ｌ寅尾 孝昭 ◆２０YEAR Ｌ大倉 栄治 ◆１０YEAR Ｌ熊澤龍一郎・Ｌ龍山  聴 

 小樽ライオンズクラブ第６５回発会記念会  2022.3.25 

45年皆出席･ﾓﾅｰｸ Ｌ木村     40年皆出席 Ｌ岸田      20年皆出席･ﾓﾅｰｸ Ｌ大倉    15年皆出席 Ｌ會田とＬ山田 
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  本来は２月第２例会の発会記念会やっと開催   久し振りです!Ｌ加藤ＴＴ    Ｌ宮﨑のウィサーブ   副テーマ Ｌ水谷内 

会長挨拶  

 久しぶりの例会です。Zoom会議も普及し便利な部分

もありますが､実際に会って話さなけらば伝わりにくい

事もございます。このような社会情勢の中ですが､集ま

る機会を少しでも多く作りたいと思います。 

コロナの感染は､家庭内･子供達などで増え､身近にも来

ているなと感じておりますので、引き続きご用心お願

いします。 
 

 恒例の皆出席賞・在籍モナークの授与が行われた

後、審議事項としてウクライナ避難民・難民に一人

1,000円の支援を承認。又、残念なお知らせとして姉妹

クラブ逗子葉山ＬＣが今期をもって解散。5月に三役で

ご挨拶に来樽のこととなり､第２例会を夜間例会として

対応する事が報告された。 
 

幹事報告 

＊331MDより､5月30日札幌にて開催の第68回複合地区 

 年次大会のお知らせ。 

＊3月27日開催予定の“少年少女合唱団定期演奏会”は  

 5月に延期となりました。 

テールツイスタータイム       Ｌ加藤 朋二 
 本日は､発会記念会ということで日本を代表するアク

ティビティ「すずらん給食」をご紹介。東北の一クラ

ブが､僻地の児童へ単なる贈呈の形ではなく､スズラン

と換金することによって学校給食無償実施を実現させ

たお話。ライオンズが当時のメディア･行政までを動か

したと云う…このようなアクティビティ是非目指した

いものです。と､ファイン500円をお願い。 
 

 第二副会長Ｌ宮﨑は、先日転んで足の親指骨折と半

月板を損傷…皆さんもご用心！とウィサーブ！ 

コロナで度々の順延の為、余興は無しでゆっくりご歓

談して下さいとＬ佐々木計画委員長よりご挨拶。 

『発会記念会を祝して』のスピーチは1991年入会のＬ

村瀬より…中学生の頃小樽駅にボーイスカウトの様な

帽子(ライオン帽)をかぶったオジサン達を見た記憶。

又､入会当時はＬ岡本･Ｌ野口･Ｌ大口･Ｌ珠玖のチャー

ターメンバーがご健在だった懐かしい想い出をお話下

さいました。 

第1547回例会 ～発会記念会～ 2022.3.25(金) 18：30～ 政寿司 

薬物乱用防止 

啓発資材を市内

小学生へ配布 

昨年に続きパネル

展中止により市内

小学5､6年生対象

の啓蒙用資材配布へ協賛致しました。

使用済切手を送付 

皆様より収集頂きました使用済切手

を､3月22日(火）3,585枚を盲老人

ホーム聖明園後援会へ送付。 

FWT・外貨をキャビネットへ送付 

3月7日(月）今回は､Ｌ諏訪より提供

頂きました！ 

 

3月25日開催された第2
回GMA（ｸﾞﾛﾊﾞﾙﾒﾝﾊﾞｰ

ｼｯﾌﾟｱﾌﾟﾛｰﾁ）のZoom
による勉強会に､次期

ZCＬ山塙とZ委員Ｌ熊

澤が参加致しました。 
お話も弾んでます♪    お土産の説明をするＬ佐々木 
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特 集 『コロナで変わった仕事・生活』Ⅱ 

 

Ｌ龍山  聴  龍山法律事務所・弁護士 
 
 2020年の春､長女が幼稚園を卒園して小学校に入学したのですが､その年の1月からコ

ロナ騒動が始まっていたため､卒園式と入学式は出席者が親1名のみに制限されてしまし

ました。私は仕事もあって両方とも妻に行ってもらいました。長女はこの春に3年生に

なりますが､小学校生活はすべてコロナの期間になってしまっており､友だちと物理的に

接するような遊び､たとえばあやとりなども学校ではできないようです。友だちの顔も､

マスクとセットになってしまっていることでしょう。 
 しかしそこは小学生､この状況を当たり前のものとして受け入れ､それなりに楽しく過ごしているようです。授

業も､ちょうどタイミング良くパソコン授業も導入され､緊急事態宣言のときには自宅で授業を受けたりもしてい

ます。自分も､自宅で遠隔で仕事を済ませたりすることもあるので､子どもと過ごす時間はコロナ禍になって増え

ているかもしれません（子どもと過ごす時間が増えていると感じるのは､飲みに出られなくなったからかもしれま

せんが…）。 

 今年の春には次女が幼稚園を卒業して小学校に入学します。さてどうなりますことやら､父の心配はまだまだ絶

えないのであります。 

 
 

Ｌ菅田 葉月  医療法人社団一視同仁会 常任理事・理学療法士 
 

 すでに国内で新型コロナウイルスが確認されていた２０２０年１月、私はタイから

帰国しマスクやアルコール消毒剤を持ってモンゴルへ旅経っていました。そして２月

１日に帰国してからまもなく、モンゴルへの外国人入国ができなくなりました。 

 あれから２年、医療介護業界はずっと緊張状態を続けています。緊急事態宣言や不

要不急の外出自粛などが長引くほど、人とコミュニケーションをとることで維持でき

ていた高齢者の認知機能や運動機能が低下していくことは予想できていましたので、

感染対策をしながらも利用者に関わることはできるだけ楽しんでサービスを提供して

いこうと今も試行錯誤をしています。 

 しかし、多くの高齢者は家に閉じこもりがちになり、急に認知症のようになったという話も耳にしますので、

どのくらいフレイル（虚弱）状態の方が増えているのか心配です。 

一方で、会議や研修のほとんどをオンラインに切り替えて、複数の事業所がある私としては移動しなくても打ち

合わせができるようになったのはとても便利で、悪いことの中にも良いこともあるものだと感じています。 

もう少しの間、元気に乗り切りましょう。 

今月も２Ｌより寄稿を頂きました！ 

 

＊＊＊ファイン＆ドネーション＊＊＊ 
 

 第1547回例会  2022.3.25（金） 

 Ｌ木村15,000円(45年皆出席10,000｡モナークシェブロン4,500｡ファイン500)。Ｌ岸田10,000円40年皆出席。 

 Ｌ村瀬10,000円ごぶさだです。Ｌ大倉8,000円20年皆出席。Ｌ阿部6,500円会員結婚記念月･モナークシェブロン40。 

 Ｌ熊澤6,000円会員結婚記念月･入会10年たちました皆様これからも宜しくお願い致します。 

 Ｌ山田5,000円15年皆出席。Ｌ會田5,000円15年皆出席。Ｌ水谷内2,500円会員誕生月。 

 Ｌ諏訪3,000円会員誕生月。Ｌ加藤1,000円1年皆出席。その他17,400円          《合計89,400円》 

 
   ＊＊＊3月2日･第１例会中止 ～審議･報告書面にて～＊＊＊ 
 

★審議事項 

 ・第24回小樽少年少女合唱団定期演奏会へ100,000円の助成。 

 ・小樽薬剤師会･薬物乱用防止啓発資材配布に協賛(20,000円）。 

 ・第68回地区年次大会代議員推薦の件･6名 執行部一任。  
                
★幹事報告 

 東京パラリンピック支援金残金の返金分86,017円は､事業費(ﾄﾞﾈｰｼｮﾝ）へ  

 戻しとさせて頂きます。 



 

✰ ４月 ５日（火） 13：00 

✰ ４月 ６日（水）  ９：30 

✰ ４月 ６日（水） 12：30 

✰ ４月 ９日（土） 14：00 

✰ ４月２０日（水） 12：30 

✰ ４月２３日（土） 13：00 

✰ ４月２７日（水） 18：30 

 

 

４LC二役会 

春の交通安全運動 

第1548回例会 

第4回ガバナー諮問会議 

第1549回例会 

第68回地区年次大会 

理事会 

 

みなとＬC事務局 

ＪＲ小樽駅前 

ニュー三幸 

Zoom 

ニュー三幸 

YouTube  (ライブ配信） 

ニュー三幸 

 

 

 

小樽ライオンズクラブ 

〒047-0031 

小樽市色内1-9-1 松田ビル 

Tel  0134-22-0682 

Fax  0134-22-0683 

E-mail:olc43@trust.ocn.ne.jp 

会長 Ｌ熊澤龍一郎 

幹事 Ｌ森田 一弘 

会計 Ｌ中村 吉宏 

会報編集者  

       Ｌ小谷  勉 

  

理事会議事録  2022.3.30(水）18：30～ニュー三幸 
 

＊発会記念会決算報告 

 コロナ禍の為､ゲーム等は行いませんでしたがお土産を準備し工夫。 

 特別例会費は予算120,000円のところ決算73,019円。         承認 

＊複合地区年次大会代議員派遣費の件（予算200,000円） 

 5月30日(月)札幌パークホテル 今期､地区大会は中止･複合は開催。 

 登録料3,000円＋ＪＲ1,500円＝一人4,500円の補助とする。      承認 

＊退会者の件 

 Ｌ音嵜広史より3月にて退会届の提出があり､スポンサー･会長で慰留に努めたが止むを得ないものと判断し受理｡ 

 入会2012年であり内規に則り記念品をおくる。         

＊指名委員会報告 Ｌ大倉指名委員長より報告。次回例会にて指名。 

＊青森LC65周年記念会ご祝儀の件 

 当初4月23日開催予定でしたが5月28日に変更。同リジョンクラブのみの参加で開催。御祝儀は､昨年中止となった 

 逗子葉山LC50周年記念会への3万円､青森LCより当クラブの周年時に頂いた額を参考に3万円とする。 

＊例会会食費の件コロナの為､例会が数回中止となっているが､会費(会食費)は通常通り徴収中。 

 前年度は､最終例会の会費で調整しており今期も同様に考えている。 
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＊＊＊ 編集後期 ＊＊＊ 

ライオンズクラブでの新年度は7月からですが、世の中では4月から新年度が始まりますね。で

は、年度はなぜ4月から始まるのでしょうか？ 

年度が4月始まりとなった理由には諸説ありますが、その一つは、当時の日本における主要産業は

農業・米作であったから、という説です。江戸時代は米による税金(年貢)の納付でしたが、明治期に入ってからの

税金はすべて現金による納付が原則とされます。そのため、米の収穫を終え、それを売って現金に換え、それから

納税するという手間が必要になったわけです。 

もし12月末を年度の区切りとすると、稲作の収穫から4カ月程しか経過していません。その間に、農家は米を換金し

て税を納め、国はそれをすべて処理して1月以降の予算を考えていくというのは、スケジュール上困難でした。計算

上や経験上、余裕を持って全ての作業を終えられるのは4月であることが分かり、そこで明治19年度から正式に4月

～翌年3月までの期間が年度とされた、というのがこの説の見方です。 

明治期の日本は、近代国家になったばかりで工業がまだ十分に発達しておらず、西欧からの後れを取り戻そうと富

国強兵に力を入れていました。そうした当時の日本が置かれていた状況が、『4月～翌年3月』の年度設定に大きな

影響を与えたともいえるでしょう。 

日本では国や企業、学校の年度は4月始まりですが、アメリカだと国は10月、学校は9月、企業

は1月始まりです。さらに韓国は国と企業は1月始まりで、学校は3月始まりであり、中国では国

と企業が1月始まり、学校は9月始まりとなっています。国によって年度始まりは異なっている

わけです。新年度4月、気持ちも新たにスタートしたいですね！  以上 

                             MCIT会報委員長 L小谷 勉 

 

持回り理事会  2022.3.9 

 ウクライナ難民･避難民支援(LCIF)１L･1,000円の支援要請がキャビネットより有り。東京パラリンピック支援金 

 (事業費戻し）の返金分より拠出とする。                              承認 


