
Lions Clubs International, Dist,331-C 

2022年5月 №11 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～ 

4月第1例会は、コロナの影響でクラブ訪問の日程調整が出来なかった、第１Ｚ

ゾーン･チェアパーソンＬ阪井 大輔氏にZoomにてスピーチを頂きました。 

 第1548回例会  2022.4.6 12：30～ ニュー三幸 

                  

★ガバナーズアワード★ 

小樽ＬＣ受賞 
 

 〇アクティビティアワード 

   子ども食堂応援アクティビティ 

 〇会員増強アワード 

   退会防止優秀賞 

 〇クラブ会報優秀賞 

 〇LCIF 
   キャンペーン100達成クラブ 

ライオンズクラブ国際協会331-C地区年次大会 2022.4.23 

 コロナウィルスの感染状況を鑑み、今年の331-C地区年次大は

YouTubeLive配信となりました。当日は、ホテルローヤルにて安全

対策を講じた上で最少人数の参加で開催。当クラブからは､Ｌ中村

（全）名誉顧問が参加。 

 午後1時より､東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科准教授･青野

友哉氏を講師に迎え「環境変化と人類の歴史」の演題での記念講演

ほか、審議事項議決発表､選挙結果議決発表、次期第一副地区ガバ

ナー、次期第二副地区ガバナー、地区ガバナーエレクトの紹介なと

一連のセレモニーが恙なく執り行われました。 

Ｌ須藤ガバナー挨拶          記念講演の講師 青野氏 
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Ｌ熊澤 ､人と人との繋がり大事です    指名委員長 Ｌ大倉         Ｌ清水は81歳         Ｌ寅尾は80歳 

 

＊＊＊ファイン＆ドネーション＊＊＊ 
 

第1548回例会  2022.4.6（水） 

Ｌ寅尾6,000円会員誕生月･30年ｼｪﾌﾞﾛﾝｱﾜｰﾄﾞ受賞､又､今日で80才の傘寿になりました｡これからも身体に気をつけ

ていきたいと思います。Ｌ清水5,000円会員結婚記念月･会員誕生月。Ｌ岸田3,000円会員結婚記念月。 

Ｌ宮﨑3,000円会員誕生月･23日に還暦になります。Ｌ林5,000円会員結婚記念月･会員誕生月。 

Ｌ小谷1,500円5年皆勤賞ありがとうございました。その他19,000円            《合計38,000円》 

第1549回例会  2022.4.20（水） 

Ｌ前田2,000円早退します。その他13,000円                       《合計15,000円》 

第1548回例会＜指名例会＞ 2022.4.6(水) 12：30～ ニュー三幸 

会長挨拶 

 ようやく蔓延防止期間も明け、発会記念会が無事行

われた事を喜ばしく思います。コロナ禍が2年半近くも

続くと世の中色々な事が変わって来たと思います。本

日の例会もゲストの方がズームで参加して頂いて講演

が出来る、実際私の業界の分野で言うと東京や大阪で

行われる学会の講演等がズームで簡単に参加出来るよ

うになりました。コロナ禍が終わったとしてもこの様

な形態は続いて行くものと思われます。しかし、ライ

オンズクラブの奉仕活動に付いては人と人とが繋がり

あって行うと言う事がベースになって行くと思います

ので、デジタルと言うよりも対話重視と言う事が重要

になると考えます。この様な情勢のせいか最近メン

バーの減少と言う事が危惧されます。活動の見直しや

アピールもしながらクラブの輪を広げる事が重要と思

います。 
 

 Ｌ大倉指名委員長より､次年度の役員が指名される。

自薦他薦あれば次回例会までお申し出を願う。 

審議事項として「発会記念会決算報告」「複合年次大

会代議員派遣費」各承認。又､Ｌ佐々木(忠)会員出席委

員長よりＬ音嵜広史退会の報告があった。 

 

幹事報告 

＊盲老人ホーム聖明園後援会より､使用済切手の送付に  

 対しお礼状が届いております。 

 

テールツイスタータイム       Ｌ加藤 朋二 

「TOTOトイレ開発100年」が日本人を変えた。について 

「和式」と「洋式」が逆転したのは1977年。「便器」

の進化､いかに少ない水で流せるか。「便座」の進化、

いかにお尻を洗うか。「便座」が「便器」を洗う所ま

で来た。海外展開の課題は？時代の追い風に乗らなけ

ればならない。この様な事を経て､2021年東京オリン

ピックでは､世界中の人が東京にやって来て､最先端の

トイレと出会う絶好のチャンスだ、個室に入ってから

出ていくまで「温かく至れり尽くせりのおもてなしを

する。外国人に驚きと感動の渦」巻き起こりました。 

 

ゲストスピーチ 

 331-C地区第2R第1Zゾーンチェアパーソン Ｌ阪井 大輔  

  『ライオンズクラブの悩みは前向きな悩み』 

 ライオンズの活動の中で発生する問題､悩み事は前向

きに捉え､明るい悩み事なのかなと思っております。 

今期ガバナースローガンには“地球環境を守る”とい

う壮大な悩みがあり､地域のクラブとしてどの様な活動

を行って行けば良いのか、悩み考える大きなきっかけ

となり､これまでの環境保全事業を振り返る事が出来ま

した。メンバーが日々環境を意識し､プラスチックや温

室効果ガスの問題を改善すべく、職場内や普段の生活

の中で取り組み前向きに捉えてゆけばと思います。 

 又､会員数の減少と言う大きな悩み事もありますが、

モットーで有ります“我々は奉仕する”を始めとする

目標を共有しお互いを尊重しあって活動する姿勢は良

い雰囲気を生み出しており､活動をすればする程楽しさ

が増すクラブです。ヘアドネーション等家族でｱｸﾃｨﾋﾞﾃ

に参加する事も出来ます。LCIFは海外やに被災地に対

してもその特色を生かし支援活動を行っておりメン

バーは誇りを持ち喜びを実感してまいりました。 

手前事ですが、私の所属する黒松内ＬＣは80才代の第

一線で活動しているメンバーが2名居ります、本人曰く

元気の源はライオンズです、奉仕のモットーを正に体

現しています。 
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理事会議事録  2022.4.27(水）18：30～ ニュー三幸 
 
 

＊観桜例会予算案の件 

 逗子葉山メンバーを迎えナイター。今期例会を7回中止しており会食費3回分 

 持出で当日会費を抑える（1,000円）特別例会関係費100,000円。 

 道外からのお客様を迎えるので食事内容を考慮する。        承認 
＊小樽市草花苗寄贈アクティビティの件 

 例年､市内４クラブ合同で各クラブ1万円分を贈呈。本年も同額の協力。承認 

＊退会者の件  

 現幹事 Ｌ森田一弘より6月末日をもって退会の届が提出される。(任期内の職務は全う） 

 会長､スポンサーも了承しており､本人の意思も大変固く止むを得ず承認とする。 
＊331-C地区内一斉・4LC清掃アクティビティの件 

 5月15日(日)9：00～12：00 小樽蘭島海水浴場海岸線のゴミ拾い。キャビネットからは5,000円の助成金。 

 コロナ禍であり昼食(弁当)の準備はせず。又､作業範囲の目安(役所への申請)とするので参加の有無を連絡願う。 

＊浅草オールディーズ実行委員会イベント名義使用の件…夏季予定の４イベント後援団体としての名義使用を承認。 

＊旭展望台給水ポンプ室水出し作業の件 

 グリーンLCより引継ぎの際に継続として承認済。本年も業者さんへ依頼(報告）22,000円程度。 

     ★尚､ポンプ交換については､今後も協議する機会を設け検討してゆく。 

＊次年度予定の件  

 ♪次年度､多くの意見を聞き第2例会を全てナイターと考えている（一応理事会･例会にて承認を得る） 

 ♪認証65周年 ⇒9月4日(日)午後3時～ グランドパーク小樽を仮押｡キャビネット関係の予定と重ならないか確認。 

＊後任事務局員の件（進捗状況）中央ＬＣ､うしおＬＣの了承を得てハロークに求人書類を提出致しました。 

第1549回例会 ＜選挙例会＞ 2022.4.20(水) 12：30～ ニュー三幸 

  Ｌ熊澤会長挨拶    本日の司会は副幹事Ｌ中村(吉)      飲食無しです         Ｌ加藤 驚きJAPAN25 

会長挨拶  

 例会案内を出す段階で市内の感染者が増加した為、

今回はこの様な形式をとらせて頂きました。(会食無し)
身の回りでも感染者が見受けられるようになり､遠い話

だったことが身近になったと感じます。暫くはこの様

な状況が続くかと思われすが、多少明るい話題として

は治療薬の認可もおり､夏までに多少はマスクが外せる

かと専門家の意見もあります。潮まつりも実行委員会

では､ようやく開催の方向です。 
 

次年度役員選挙 

 Ｌ大倉指名委員長より、前回の例会以後立候補者は

なく指名の役員が拍手で選出されました。 
 

幹事報告 

＊４月９日(土)第４回ガバナー諮問会議が、Zoomにて 

 開催されＬ森田幹事が参加致しました。 

＊「小樽少年少女合唱団定期演奏会」5月5日(木)午後1 

 時30より市民センターマリンホールにて開催されます｡ 

＊331-C地区キャビネットより「第65回地区年次大会」  

 YouTube live配信のお知らせと､5月20日開催予定の  

 LCIFチャリティーゴルフ大会・チャリティーボウリ 

 ング大会のご案内が届いております。 

＊今年度の４ＬＣボウリング大会は中止。ゴルフ大会 

 は6月25日(土)開催の予定です。 

 

テールツイスタータイム        Ｌ加藤 朋二 

“外国人観光客が日本に来てみて驚いた25選”をご紹

介。マナーやサービス､治安の良さ､公共交通機関の時

間の正確さなどは納得。コンビニ､食品サンプルの技術

や文具の機能やデザイン性もなるほど。以外なところ

でアイスコーヒーは日本人オリジナルで外国には無し｡

マイナスイメージとしては、クレジット電子マネーの

使えない店が多い、英語が通じない､Wi-Fi環境整備の

遅れや､靴を脱ぐ､肩に触れる､音を立てて食事などは文

化の違いを感じさせるものでした。 



 

✰ ５月 ５日（木） 13：30 

✰ ５月 ６日（金） 12：30 

✰ ５月 ９日（月） 13：00 

✰ ５月１５日（日）  ９：00 

✰ ５月１８日（水） 18：30 

✰ ５月２５日（水） 18：30 

✰ ５月３０日（月） 13：00 

 

 

小樽少年少女合唱団定演 

第1550回例会 

小樽４LC二役会 

地区内一斉清掃（小樽４LC） 

観桜例会(第1551回例会） 

理事会 

第68回複合地区年次大会 

 

市民センターマリンホール 

ニュー三幸 

みなとLC事務局 

蘭島海水浴場 

ニュー三幸 

ニュー三幸 

札幌パークホテル 

 

 

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 

㔫
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＊＊＊ 編集後期 ＊＊＊ 
 

今回はゴールデンウイークの意味と由来について調べてみました。４月末から５月初め

にかけて、１年で最も祝日が多い週を「ゴールデンウイーク」と呼びます。この時期にあ

る国民の祝日は・昭和の日(4月29日) ・憲法記念日(5月3日) ・みどりの日(5月4

日) ・こどもの日(5月5日) 土曜日や日曜日を挟むと、大型連休となり、2019年には10

連休になりました。9月の第3週あたりに、敬老の日や秋分の日があり、「シルバーウイー

ク」と呼ばれますが、ゴールデンウイークほどの連休にはなりません。 

 ゴールデンウイークが出来たきっかけは、1948年(昭和23年)7月20日施行の「国民の祝日に関する法律」です。

この法律によって、9日の国民の祝日が定められました。一般的には4月末から5月初めの連休を「ゴールデンウ

イーク」と呼ぶことが多いですが、NHK(日本放送協会)や一部の民放、新聞社では、原則として「大型連休」と呼

ぶようにしています。1970年代の石油ショック以降、国見の祝日でも働かなければならない人から、ゴールデン

ウークという呼び方に対する抵抗感が目立つようになりました。さらに、カタカナ語は出来るだけ避けたかった

り、長すぎて標記の際に困ったりするなど、放送現場の苦労もありました。そこで、「ゴールデンウイーク」では

なく「大型連休」を原則使用しています。同じ活字メディアでも、旅行案内や若者向けの情報誌などでは「ゴール

デンウイーク」や頭文字をとった『ＧＷ』の標記も多く使われているようです。大型連休の期間が最もラジオの聴

取率が高かったので、「黄金週間」と呼ばれたという説があります。やはり休日にゆっくりラジオを楽しんだ人が

多かったのでしょう。そして、「黄金週間」ではインパクトに欠ける事から、カタカナ語に変えた「ゴールデンウ

イーク」になったといわれています。 

1951年のゴールデンウイークに上映された「自由学校」という映画があります。この映画の珍しい点は、松竹と大

映という当時の二大映画製作会社が、同じ題名で別の内容の映画を製作したことでした。公開日も同じ5月初旬の

連休で、両作とも正月やお盆の時期よりもヒットしたことで、より多くの人に映画を見てもらおうという目的で、

宣伝文句の造語を作ったという説があります。当時、大映株式会社の常務であった松山英夫氏によって名付けられ

たようです。 

雪が解けて、風薫る季節の「ゴールデンウイーク」はいくつになっても楽しみですね！ 

                                     MCIT会報委員長 L小谷 勉 

 

2008年姉妹クラブ逗子葉山LCより頂いた花園公園のシドモア桜。

2018年には修復し､開花を待ちわびておりました。本年もＬ作㔫部

が､話しかけながら観察し一脈の望みを掛けましたが…残念葉桜。 

どうか皆さんの心の中で､咲かせて下さい!! 

写真提供：Ｌ作㔫部 


