
Lions Clubs International, Dist,331-C 

2022年6月 №12 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～ 

晴朗ナレドモ波高シ、風強シ！ 

蘭島海水浴場にて清掃活動を実施。 

 観 桜 例 会 ～逗子葉山LCメンバーを迎え～  2022.5.18 

「地区内一斉清掃事業」 2022.5.15 

逗子葉山LCより４名をお迎えしての観桜例会 

前列左３番目より・ 会計 Ｌ半澤 剛・ Ｌ葉山 衛司 
幹事 Ｌ歌代 光雄・会長 Ｌ笠原 俊一 

前キャビネット三役へ記念品贈呈 

幹事Ｌ増田・ガバナーＬ中村・会計Ｌ加藤 
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Ｌ中村(全)へ国際会長賞   Ｌ前田は誕生月     献血連絡 Ｌ森田   今日は大和 Ｌ加藤    意見を聞くＬ熊澤会長 

 

＊＊＊ファイン＆ドネーション＊＊＊ 
 

第1550回例会   2022.5.6（金） 

Ｌ前田3,000円会員誕生月。その他12,500円                      《合計15,500円》 
 

第1551回例会   2022.5.18（水） 

Ｌ逗子葉山ＬＣより10,000円。Ｌ中村(全)5,000円「功績を讃えて」頂きました､感謝です｡有難うございます。 

Ｌ櫛田6,000円会員結婚記念月､いつも欠席すみません。Ｌ荒井5,000円会員結婚記念月･誕生月“無事むかえまし

た有難うございます”。Ｌ岸田3,000円会員誕生月。Ｌ中村(吉)2,500円結婚記念月“綺麗なお花を頂きました有

難うございます”。Ｌ増田3,000円前ＣＡＢ三役記念品有難うございました。Ｌ加藤3,000円前ＣＡＢ三役記念品

頂きました､皆さん有難うございました。Ｌ諏訪5,000円会員結婚記念月“綺麗なお花有難うございました｡併せて

日頃のご無沙汰をお詫び申し上げます”。その他22,000円                 《合計64,500円》 
       

第１５５０回例会  2022.５.６（金）12：30～ ニュー三幸 

会長挨拶 

 コロナは依然拡大状況ですが、皆さんも対応に慣れ

てきたようで町も少しづつ活気がでてきました。ただ､

海外からの観光客は少なく観光業の方は大変かと…早

く治療法が確立され賑やかになればと思います。 

 ライオンズでは、ＧＭＡ第3回のZoom勉強会を先日

受講。会員数の減少に対するアプローチをL山塙と勉強

中で､それをふまえ今日の例会では皆さんの意見も伺い

たいと思います。又、昨日は少年少女合唱団の定演に

行き子供たちの元気な歌声を聞いてまいりました。私

達の助成が子供たちの素晴らしい活動の一助となって

いることを実感できますので、機会をみて足をお運び

いただければと思います。 

 

 LCIFｷｬﾝﾍﾟｰﾝ100国際会長賞のメダルが前地区ｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰのＬ中村(全)へ贈呈される。 

 審議事項は「観桜例会予算案」「小樽市草花苗寄

贈」の件､各承認。但し､観桜例会欠席者への例会中止

分会食費の返金について質問があり､次回理事会で協

議。又、会員出席委員長Ｌ佐々木(忠)より､Ｌ森田一弘

が残念ながら今期末退会の報告がされました。 

 

テールツイスタータイム       Ｌ加藤 朋二 

 昭和をテーマとしてきたＴＴタイム。これまでは戦

後の高度成長期のお話でしたが、今回は昭和を語るに

は避けて通ることの出来ない戦争の時代「戦艦大和」

にまつわるお話を２回に分けてご紹介。 

世界最大にして最強の艦隊とされながら、実際のとこ

ろは期待ほどの戦果もなく

戦争末期1945年鹿児島県坊

ノ岬沖にて米軍の猛攻を受

け沈没。建造に至る時代背

景、軍国主義を突き進む日

本の見通しの甘さ等を詳細

にご説明頂きました。 
 

幹事報告 

＊４月23日(土)331-C地区年次大会は郵送にて行われま 

 した代議員会の投票は、次期地区ガバナー･次期第１ 

 副地区ガバナー･次期第２副地区ガバナーの指名は 

 各可決。各審議事項も可決となりました。尚､当日の 

 模様はＣＡＢホームページより視聴できます。 

＊5月15日(日)蘭島海水浴場「地区内一斉･４LC合同 

 清掃」の連絡。 

＊6月12日(日)街頭献血アクティビティの連絡。 

 

あなたのクラブ、あなたのやり方でⅡ 

 例会リニューアルアンケート(12月)にもとづき 

 昨年ご協力頂いたアンケートの集計報告を元に､会長

の補足説明とメンバーからの意見を聞きながら進行。

会合に求めるものは“奉仕事業の実施”をおさえ“親

交を深める事”がダントツの1位だったのが印象的。 

 様々な意見を聞く中で、例会の夜開催、出席時の服

装の許容範囲､アクティビティの発案をしやすくする機

会の設け方等を次期執行部へ申し送りとする。 

 



桜と戦う？Ｌ佐々木

優とＬ嶋田。 

卓花も活けました！ 
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 Ｌ熊澤会長挨拶    逗子葉山Ｌ笠原会長挨拶   Ｌ會田のウィサーブ        想い出話に花がさき…    

観桜例会（第1551回例会） 2022.５.18（水）18：30～ ニュー三幸 

 タイトル「観桜例会」と謳いながら市内の桜もほぼ

散る中、Ｌ佐々木(優)計画委員長の努力で調達された

桜を飾り例会は開会。 

 逗子葉山ＬＣ解散の報を受け、例会をナイターとし

葉山メンバーを迎える準備を致しましたので、今夜は

時間の許す限りお楽しみ下さいと会長はご挨拶。 

続いて､本来地区年次大会で贈られる前キャビネット三

役への記念品を今期リモート大会の為、熊澤会長より

前ＣＡＢ三役へ贈呈。 

 逗子葉山ＬＣＬ笠原会長挨拶は､会員数の減少と厳し

い社会情勢を受けとめ解散という結論となった経緯を

説明。されど､各々のボランティア精神は健在。別の場

でも活動は出来ますので、組織はなくとも変わらぬ友

情を続けて下さいと述べられました。 

 

幹事報告 

＊「地区内一斉清掃」蘭島清掃参加報告。 

＊茨城岩瀬LCＬ堀よりＬ中村(全)にゴルフ場を予約頂 

 いたお礼にメロンを頂きました(本例会でお出しします）｡ 

テールツイスタータイム       Ｌ加藤 朋二 

 今回はズバリ「石原裕次郎」。姉妹クラブのきっか

けとなった昭和の大スターの生い立ち、芸能界での活

躍ぶりはもとより、ヨット界での存在感の大きさなど

もご紹介頂きました。（Ｌ加藤は､学生時代ヨット部

だったそうです…） 

 

 地区年次大会のアワードで頂いたお酒(盃)を手に､Ｌ

會田第一副会長のウィサーブで会食へと…シャコや八

角など北海道らしさ満さいのメニューを楽しみながら

暫し歓談。 

 お酒も程よくまわった頃に、交流の歴史スライド

ショーを観賞し懐かしんだ後、Ｌ森田幹事の司会進行

でスピーチタイムスタート。スライド写真をいじって

は各Ｌより夫々の想い出を巧みに引き出し､大いに盛り

上げました。最後にご指名の年男Ｌ山塙が､葉山ＬＣメ

ンバーへ来樽のお礼を述べ、今日は古いＬの想い出を

知る機会を頂き､これらを新しいメンバーの心にも刻ん

で頂ければと纏め閉会となる。 

おもてなしに感激した Ｌ作㔫部    Ｌ嶋田は鎌倉ハムの想い出     お料理の説明はＬ菅井 

Ｌ半澤は締結時の幹事 

 提携の経緯を語る 「散る桜 残る桜も 散る桜」 

Ｌ歌代は若き日の想い出話もまじえ 

Ｌ山塙   Ｌ本間 
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「地域から世界の未来へＷe Serve！」のスローガンのもとスタートした伊達キャビネットの集大成事業として、

331-Ｃ地区内にて清掃活動を一斉開催。小樽４ライオンズクラブは当番クラブみなとライオンズクラブのセッ

ティングで、5月15日（日）午前９時より蘭島海水浴場におきまして清掃を実施。強風のなか漂着した流木、ペッ

トボトル､空き缶､プラゴミ､漁網等をおおよそ２時間をかけ拾い集めました。予想以上のごみの量に「海洋ゴミ問

題」の深刻化を目の当たりにしたアクティビティでありました。 

＊参加ライオン＊ 

 Ｌ會田･Ｌ赤坂･Ｌ加藤･Ｌ川仁･Ｌ木村･Ｌ櫛田･Ｌ熊澤･Ｌ後藤･Ｌ佐々木(優)･Ｌ佐々木(雅)･Ｌ菅井･Ｌ関口 

 Ｌ高橋･Ｌ中村(吉)･Ｌ八田･Ｌ林･Ｌ本間･Ｌ前田･Ｌ森田･Ｌ山田・札幌トヨタ従業員様2名 

「地区内一斉清掃事業」４ＬＣ合同蘭島清掃 2022.5.15(日) 

 新型コロナウィルス感染

症は、合唱団の活動にも影

響を及ぼし、納得の練習時

間がなかなか取れず当初３

月の予定だった演奏会が５

月に順延となりました。 

５日の演奏会では、土日の

練習日を増やした成果を大

いに発揮し聴衆より温かい

拍手を頂いておりました。 

当日の参加は、Ｌ熊澤､Ｌ増田でした。 

少年少女合唱団第43回定期演奏会 2022.5.5 13：30～ 市民センターマリンホール 

 

Ｌ熊澤 Ｌ木村 

Ｌ山田 

Ｌ赤坂  Ｌ後藤 

    Ｌ前田             Ｌ本間          Ｌ林                    Ｌ高橋     

Ｌ関口 
Ｌ櫛田 

Ｌ
會
田 
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祝辞を述べるＬ熊澤会長 

3 3 1 - C地 区 L C I F ﾁ ｬ ﾘ ﾃ ｨ ｰ ｺ ﾞ ﾙ ﾌ 大 会 

  

理事会議事録  2022.5.25(水）18：30～ ニュー三幸 
 

＊観桜例会決算報告 

 収入･優待当日会費6,100円。支出･当日１名欠席で飲食費は料理分のみ。 

 特別例会関係費予算・決算100,000円                承認 

＊年次例会予算案の件（6/15）               

 例会食費2回分使用。当日会費2,000円におさえて､飲食分7,000円。 

 特別例会関係費170,000円                     承認                       

＊退会者の件～Ｌ増田通彦より奥様の病状重篤の為6月末で退会の申し出があり認めざるを得ないと判断致しました。   

       （1993年入会､内規に則り退会記念品を贈る）                       承認 

＊優待会員推薦の件～Ｌ寅尾孝昭より次年度より優待会員希望の申し出。規約にもとづき問題は無く承認。 

＊次年度キャビネット派遣費の件 

 次期ZCＬ山塙(Z委員Ｌ熊澤)への助成。長年100,000円だったが、函館・室蘭･小樽･苫小牧CABが同額で有る事にも 

 疑問があり､次年度は函館の為､財務委員会より50,000円増の提案。理事会としても150,000円で承認 

＊次年度予算案の件 

 正会員41名・優待会員4名・家族会員14名､ライオンズレート＄130での予算。 

 財務委員長より増減額多い科目の説明の後承認。 

＊会長より暫く機能を果たしてなかった合同事務局運営委員会の再開を他クラブへ提案することの報告があった。 

 定期的に委員会を開催し､人件費の各クラブ按分､後任事務局員の件、事務局員の仕事分担等を協議して行く方向。  

    （現･次期会長の2名が望ましい？移行の事も有り当クラブはＬ熊澤は残留予定） 

＊例会中止に伴う会食費返金の件 

 「これまで中止となった分の会食費を返金せず､観桜例会の様に例会予算に組み入れていたが､この場合欠席者 

  へも返金すべきでは？」との意見。 

 本来は返金すべきではあるが、明確に説明する機会を設ければ返金までには及ばない。 

 理事会としては「例会中止分の会食費は事業費に繰り入れる」の決議で次回例会にて報告。但し､今後も不測の 

 事態が起こりうるので、内規で明文化することが望ましく次年度に申し送る。 

＊次年度ナイター例会の件ほか…アンケートでも夜希望の意見が多く､次年度は第2例会をナイターとする。 

 （前理事会了承済） Ｌ會田一副より､お母様の病状おもわしくなく通院日となる水曜日の昼例会出席は不可能で 

 あり第１例会も夜に出来ないか？。又､このまま続投する事に不安を抱えており意見を求めた。 

 例会欠席時は､副会長に代理を務めて頂く事も可能ではあるが､会長の立場で出席しなければならない会合は多数 

 あるので､二副Ｌ宮﨑と入れ替わる事が得策との意見が出る｡Ｌ宮﨑としては了承。その他役員の変更については   

 Ｌ會田とＬ宮﨑が相談し纏りしだい臨時理事会を開催。 

＊次期クラブ会長幹事研修会(函館）クラブ補助の件（交通費・会議費・宿泊補助） 

 交通費18,920円･会議費2,000円･宿泊仮10,000円＝約30,000円。1名30,000円×2名＝60,000円で承認。 

  注：但し現在参加人数・宿泊有無が決まっておらず決まり次第利用しない部分は支給せず。 

＊クロフネツツジの小径清掃・旭展望台清掃花壇整備について 

 現状を確認し2か所の清掃を同日に行う方向で日程調整しご案内する。花の植え込みも実施。 

小樽みなとＬＣ６１周年記念会 

 地区年次大会オンライン開催に伴い､今期ＣＡＢゴルフ大会は

別日程となりました。5月20日(金)伊達カントリー俱楽部にて参

加４２名で開催され、ボウリング大会と合わせＬＣＩＦへ合計

183,700円の寄付を行いました。 

 当クラブからは､Ｌ中村(全）Ｌ嶋田､Ｌ本間､Ｌ高橋､Ｌ佐々木

(優）が参加。 

5月26日(木)ニュー三幸に於きまして､み

なとLC61周年記念会が開催され、当クラ

ブよりＬ中村(全)･Ｌ佐々木(忠)･Ｌ熊澤

が出席して参りました。 

入賞？Ｌ佐々木  Ｌ嶋田とＬ中村 



 

✰ ６月 １日（水） 12：30 

✰ ６月 ３日（金） 18：00 

✰ ６月１２日（日）  ９：30 

✰ ６月１５日（水） 18：30 

✰ ６月１８日（土） 14：00 

✰ ６月２２日（水） 18：30 

✰ ６月２５日（土） 12：00 

 

 

第1552回例会 

小樽４LC現次期三役会 

街頭献血アクティビティ 

年次例会 

次期ZC・クラブ会長幹事研修会 

最終・準備理事会 

小樽４LC親善ゴルフ大会 

 

ニュー三幸 

遊人庵 

イオン屋外駐車場 

ニュー三幸 

ホテル函館ローヤルシーサイド 

ニュー三幸 

小樽CC旧コース 

 

 

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 
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＊＊＊ 編集後期 ＊＊＊ 
 

6月に入りましたね、2022年の夏至の日は、6月21日です。北半球に於

いては、1年で最も太陽の位置が高くなるので、日が昇ってから沈むまで

の時間が長く『1年で最も日が長い日』としておなじみです。 

夏至は二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつ。二十四節気は期間の為、夏至(二十四節気の第10)は小暑(二

十四節気の第11)までの期間を指し、毎年6月21日頃～7月7日頃にあたります。しかし、その節気に入る日を

指す事も有り、特に夏至の場合、一般的には「1年で最も昼の時間が長い日」として捉える事が多いです。 

夏至は立夏と立秋のちょうど真ん中にあたります。梅雨の最中の地域が多いのですが、「夏に至る」と書く

ように、この頃から夏の盛りに向かいます。 
 
※1年間MCIT会報委員長をやらせて頂きました。何事も初めての事ばかりな上に、コロナ禍で行事の回数も激

減し誌面を埋める為、クラブの皆様方に於きましても寄稿を頂く等多大なご協力ありがとうございまし

た。事務局にも手取り足取り教えて頂きましてありがとうございました。私事ですが、編

集後記だけは1年間欠かさず出来た事だけは良かったです。至らぬ点ばかりの1年でありま

したが、ありがとうございました。 

                            MCIT会報委員長 L小谷 勉 

第１回パークゴルフ同好会 2022.5.22 

小樽LCの第１回パークゴルフ同好会は､山

田同好会部長の元で5月22日(日)輪厚国際

ＰＧ場で開催されました。 

少々風が吹いておりましたが、非常に楽しくコロナ禍

を吹き飛ぶ勢いのメンバーのプレーでした。優勝は、

平形夫人、準優勝はＬ平形茂政と夫婦で上位を独占致

しました。 

第１回ゴルフ同好会 2022.5.28 

第１回ゴルフ同好会は､エーヴランド余市に

て開催。参加Ｌの普段の行いか？スタート

時までの雨もやみ、楽しいゴルフだったよ

うです。（成績は？） 


