
山形霞城ライオンズクラブ会報

第61号
令和元年６月30日発行
■発行者　鈴　木　光　弘
■編集者　山形霞城ライオンズクラブ　PR・会報編集委員会

山形市北町四丁目12番55号　TEL（023）684－6977

山形霞城 LC会長テーマ

　『45年の絆』
アクティビティスローガン

　『進取の心で  We  Serve』

山形霞城ライオンズクラブ会報

東大手門



The Kajo第61号

2

一年を振り返って

会　長　Ｌ．鈴　木　光　弘

　昨年の７月に会長に就任して
から、早一年が過ぎようとして
います。この間、会員の皆様に
様々な場面でご協力をいただき
心から感謝を申し上げます。
　今年度のメーンは、何と言っ
ても45周年の周年行事です。佐

藤正悦実行委員長をはじめ、全体統括や部会長を務
めていただいた皆様方には、仕事の合間を縫って周
到な準備をしていただきました。お陰様で、他クラ
ブから「さすが霞城LC！」と言っていただけた式典・
祝賀会になったものと思います。50周年に向かって、

いいリハーサルにもなったのではないでしょうか。
　今年度は、献血支援活動に献血月間を多く取り入
れたこと、災害支援の基金を創設したこと、家族会
員のあり方を再確認したこと、国際奉仕活動の内容
を変更したこと、家族例会を奥様方の慰労もかねて
亀松閣で開催したこと等私なりに取り組んできまし
た。多少の成果は出せたのではないかと考えてい 
ます。
　一方で、会員の皆様との会話の中から、奉仕活動
のあり方や年度予算の奉仕活動への配分の見直し、
年会費の設定の見直し等様々な意見もいただきまし
た。当クラブにとっての喫緊の課題ととらえ、次期
会長以降の執行部の方々へ引き継いでいきたいと思
います。
　一年間、誠にありがとうございました。

一年間ありがとうございました

幹　事　Ｌ．鈴　木　紀　明

　今年、幹事を務めさせて頂き、
クラブ会員の皆様のご協力のも
と、なんとか一年間の活動を終
了することができました。心よ
り感謝申し上げます。
　鈴木光弘会長のもと一年間ク
ラブ運営をしてきましたが、ア

クティビティにおいては特に、亀松閣家族例会、留
学生蕎麦打ち体験などが、本年度開催のため手探り
で皆様のご協力を仰ぎながら進められたのも、貴重

な経験をさせて頂き感謝しております。
　また、当クラブ45周年記念式典でも司会という重
責を頂き皆様に支えられながら務めさせて頂きあり
がとうございました。
　本年度は記念式典が多い年で、千歳LC40周年、福
島西LC45周年、羽陽LC25周年、山形LC60周年とす
べて参加させて頂きましたが各クラブの特色を実感
しこれも、良い体験をさせて頂きました。
　長くしか感じなかった一年ではありましたが、た
くさんの方と触れ合うことができ、自分自身成長出
来た一年間でした。
　最後にご協力頂きました皆様方、今年度一年間有
難うございました。

会員の皆様に感謝

会　計　Ｌ．斎　藤　淳　一

　例会に出席することと理事会
に出ることは、会計としての最
低限の役割だと思います。
　それにも係わらず、欠席する
事が多かった私を嫌な顔せず受
け入れてくれた、鈴木光弘会長、

鈴木紀明幹事に心から感謝を申し上げます。
　どうしても出席出来ない事を鈴木幹事に伝えると、
いつも「はい、わかりました。大丈夫です。」と言っ
て頂きました。
　負担が増えるのに、何でもないように返事をして
くれることが、本当に有り難かったです。
　せっかく三役に推薦して頂いたのに、思うように
活動が出来なかった事を、会員の方々に深くお詫び
申し上げます。
　今年度の最大の事業である認証45周年記念式典が、
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３月３日に粛々と盛会裡に開催され、多くの皆さん
から高い評価を得たことは、佐藤正悦実行委員長は
じめ実行委員や各部会の皆さんの御努力の賜物であ
ると思います。
　何度も何度もリハーサルを繰り返し、慎重を期す
るその姿勢に改めて敬意を表し、50周年の式典も今
年度以上に素晴らしい会になる事をご期待いたし 
ます。
　ライオンズクラブの本来の意義やあるべき姿など、
いまだに理解できていない事がたくさんありますの

で、これからも歴代会長はじめ会員の皆様の、一層
のご教導をお願い致します。
　鈴木光弘会長の思い入れで実現した亀松閣での家
族例会では、和やかにそして楽しい時間を過ごさせ
て貰いました。
　数多くの例会やイベントを通して、多くの会員の
皆様と交流出来た事に深くお礼を申し上げ、改めて
事務局の佐藤さんのお力添えにも敬意を表させて頂
きます。
　霞城ライオンズクラブに、感謝、感謝。

令和にいきる
会員・GMT委員会　委員長

Ｌ．遠　藤　吉　久

　新元号が「令和」になりまし
た。テレビ速報に映し出された
新元号は、特に感慨深いものと
なりました。まさに同級生の名
前、そのものだったからです。
同級生はその時から一躍時の人

となり、テレビ、新聞でも取り上げられ全国に知ら
れるところとなりました。
　自分の名前が歴史に刻まれる元号となる心境につ
いて、ゆっくりと聞いてみたいと思います。
　思い起こせば、平成になったときは子育て真っ最
中の丁度長女をあやしているときで、これからの時
代が人生の一大転換期になるとは夢にも思わずにお

りました。
　結果的に平成の31年間は金融システム、自然災害、
人生における価値観など社会の根本的な原則を見つ
め直すときとなり、生き方を考える時代となった気
がします。
　もちろん、阪神大震災のときもそうでなければな
らなかった訳ですが、東日本大震災の後に生きがい、
人生における価値を語る方が多くなりました。
　世はキャッシュレス、無人化によるバーコード精
算など対面式が減り、ますます人間関係が希薄に
なっていくのではと心配しております。
　おもてなし、ホスピス、奉仕は人間社会の根幹で
あり、令和の時代が平和で生きがいのあることを心
から念願いたしております。
　その意味でも、今後とも会の一員として様々な活
動に参画、参加して参りたいと考えております。ど
うぞよろしくお願いいたします。

一年を振り返って
会則・GLT委員会　委員長

Ｌ．無　着　哲　哉

　今年一年、会則GLT委員長を
務めさせていただきましたが、
本年度は会則・内規等の変更が
なかったためライオンズ必携第
58版を会員皆様にお配りするの
がメインの仕事となりました。

　またGLT（グローバルリーダーシップチーム）と
しては、指導力育成チームとして他のGLT会員と協
力し、ライオンズとして若手の方々と協力し奉仕活
動を行う事などできれば良いと感じました。
　この委員会は比較的に時間と余裕のある委員会な
ので、他の委員会やクラブの事などお手伝いできる
ことがあれば率先して行えればいいと思います。一
年間ありがとうございました。
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メークアップのおすすめ
大会参加・出席委員会　委員長

Ｌ．八　尋　富　雄

　今年度、皆出席者10名、メーク
あり皆出席者25名を目標に掲げま
した。

　結果として、皆出席者６名、メークあり皆出席者
18名と目標に届きませんでした。
　しかし、12名の方が一カ月分メークアップされて
いれば、メークあり皆出席者の目標を達成すること
は可能でしたので、惜しい思いです。

　メークアップは以下のいずれかで行うことができ
ます。
　①毎月月末に事務局で受付（出席委員会）
　②他のクラブの例会または周年行事参加
　③所属クラブの公式会合参加
（理事会、委員長会、委員会、アクティビティ
等）参加

　④キャビネット主催の会合
　⑤年次大会
　例会に出席できない場合は、なるべくメークアッ
プしましょう。

財務委員会とは
財務・長期計画委員会　委員長

Ｌ．伊　藤　　　彰

　ライオンズ必携の中に財務委員
会は下記のように記載してありま
す。

　「クラブ会計が委員長を勤め、クラブ理事会の承認
を得るための詳細な予算を設定し、資金の適切な文
章化と承認を行い、クラブ口座の年次監査を手配し、
すべての財務情報を次期委員会に引き継ぐ。」
とあります。その難しい内容の所はほとんど三役に

て執行、管理は事務局にて行って戴てます。財務委
員長の仕事は毎月委員長会の中で状況報告が主な仕
事でした。クラブにとって財務の役割は大変重要で
す委員会のあり方見直しも必要と感じました。私に
とっては委員長会に出席することでLCの活動内容
が把握できたことが大変ありがたく有意義でした。
会費は前納入が原則です会費納入が無くては会の運
営は出来ません完全納入して戴き大変有り難うござ
いました。一年間勤めさせて戴いたこと、皆様のご
協力ご指導そして事務局佐藤さんには厚く感謝申し
上げます。

一歩前進
IT・ライオンズ情報委員会　委員長

Ｌ．山　口　四　郎

　IT・ライオンズ情報委員会委員
長として、一年間させていただき
ましたが、思う様な活動は出来ま
せんでした。

　ここ何年間かは、委員会としての活動が出来てい
なかった様でしたが何かをやらないと思いとりあえ
ず鈴木会長始め三役の協力を得ながら、委員会を二
回やる事が出来ました。
　あとは、来年度の安孫子委員長に、何か形の残る
活動をしていただければと思っています。
　一年間のご協力に感謝申し上げます。
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皆様に感謝
接待・計画委員会　委員長

Ｌ．三　浦　幸　二

　接待・計画委員長を仰せつかり、
早一年が過ぎようとしています。
お陰様で前任の接待エキスパート

Ｌ．石川にアドバイスを頂きながら、委員会の皆様
と共に無事終える事ができました。今年度の家族例
会は記憶に新しい亀松閣での家族例会となりました。
舞妓さんとのお座敷遊びは如何でしたでしょうか。

奥様方にも参加して頂き、場を盛り上げていただい
て、とても楽しい時間となりました。大変有難うご
ざいました。この接待・計画委員会とは、特別例会
等で皆様から楽しんでいただくこと。クリスマス例
会、新年会例会等の手伝いと、毎回何をしたら良い
のか悩みましたが、やってみるとなかなか楽しい委
員会でした。霞城ライオンズの皆様には、本当にい
ろんな意味で自分を成長させて頂き感謝でいっぱい
です。これからもご指導宜しくお願い致します。御
協力ありがとうございました。

一年を振り返って
地域社会奉仕委員会　委員長

Ｌ．瀧　澤　一　夫

　社会福祉委員長を仰せかり早一
年、皆様方の多大なるご協力を頂
きながら何とか無事に勤め上げる

ことが出来ました。とはいえ、鈴木光弘会長はじめ、
鈴木紀明幹事、大風亨事業委員長には、至らない私
を支えていただき大変感謝申し上げます。社会福祉

委員会の最大の仕事は何と言ってもスポーツ少年団
各競技会の開会式、閉会式の人員配置、しかも委員
長を拝命してすぐ、霞城ライオン各位にお願いしな
ければ間に合わないと言う時間との戦い。しかしな
がらさすが霞城ライオンズの皆様方、急なお願いに
もかかわらず、快くお引き受け頂きました事に心よ
り感謝申し上げます。これからも霞城ライオンズの
一員として、誇りを持ち、ボランティア精神を忘れ
ず頑張りたいと思います。

一年を振り返って
社会福祉・アラート委員会　委員長

Ｌ．大　場　菊　雄

　今期のスタートは北海道及び西
日本集中豪雨による災害支援物資
の協力お願いから始まり新品タオ

ル約600枚が集まりました。
　折しも８月５日～８月６日の最上地方大雨による
災害支援の為８月９日戸沢村に送られ大変感謝を頂
きました。
　委員会の研修会として８月29日アラート「緊急災
害支援」についての勉強会をＬ．村井第二副会長を
講師に全員で行いました。
　市障害者スポーツ大会、スペシャルオリンピック
日本山形陸上大会、市障害者水泳大会へのメダル贈

呈等今年も例年通り行いました。
　５月17日、愛日荘での車椅子清掃はＬ．鈴木会長、
Ｌ．村井第二副会長のご協力を戴き実施させて戴き
ました。
　今年一年間会員の皆さんのご協力により務めさせ
て戴いたことに感謝申し上げます。
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活動は結果を求めるべき
視聴力保護推進委員会　委員長

Ｌ．古　沢　捨　弘

　私は視聴力保護推進委員長とし
て鈴木会長のもと活動してきまし
た。アクティビティスローガンの

［進取の心で We Serve］を尊重して取り組もうと決
意してスタートしました。
　活動としては、山形県臓器移植推進機構コーディ
ネーターの石川志保様から臓器移植の必要性・しく

みについて御講演を頂いたこと、山形県アイバンク
協会からドキュメンタリーDVDをお借りして見て
頂いたことぐらいです。
　これらの活動は我が身に降りかからないかぎり、
積極的なれる人は少ないと思います。私自身考えさ
せられることが多々ありました。
　お借りしたDVDの中に他のライオンズクラブの
活動風景がありました。それはテントを張ってみん
なで積極的に声をかけている様子です。この活動を
通じて感じたことですが、当クラブも委員会全員が
協力して結果を求めるべきと思います。

一年間のご協力に感謝
献血臓器移植推進委員会　委員長

Ｌ．髙　梨　俊　一

　今年度の献血者を600名と目標
にし、達成の為毎月委員会を開催
しました。支援先等を決定し、赤

十字の献血に協力してまいりました。近年400mlが
主になっておりますが、200ml、成分と色々な献血

があります。今年度は会員献血強化月間を、３回行
いました。結果９月88名、１月85名、５月81名計254
名内採血者219名と多くの皆様にご協力をいただき
誠に有難うございました。一般支援先での献血者45
名で、合計711名の献血者でした。献血活動は霞城ラ
イオンズクラブの重点活動です。今後共会員の皆様
のご協力をお願いします。一年間大変ありがとうご
ざいました。

ご協力に感謝
環境保全委員会　委員長

Ｌ．伊　藤　政　次

　雪椿祭りの清掃活動に協力して
いただき感謝申し上げます。
　来期より、ミズバショウ、雪椿、

桜と自然環境の良さをもっと多くの人に知って頂け
るように、県、市、地元で話し合い考えたいとの事
です。
　これからも霞城ライオンズクラブのお力をお借り
したいとの事でしたのでよろしくお願いします。
　一年間ありがとうございました。

一年を振り返って
国際関係委員会　委員長

Ｌ．田　村　　　淳

　本年度国際関係委員長を仰せつ
かり、最大の難題が山形霞城ライ
オンズクラブのメイン事業であり

ました『留学生日本語スピーチコンテスト』の廃止
と新規留学生交流事業の発案と実施でした。これま

で多くの受賞を受けて参りましたスピーチコンテス
トを止め、新しい事業を初める事は、大変難しく多
くの時間がかかりました。しかし鈴木光弘会長・鈴
木紀明幹事のご指導のもと、そして何より蕎麦愛好
会の皆様のご協力により『留学生蕎麦打ち体験』が
無事に行なわれ、本当に嬉しく思っております。皆
様のご協力のもと、本年度委員長を務めさせていた
だき、大きな変革が出来ました事に深く感謝申し上
げます。誠にありがとうございました。
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認証45周年記念式典・祝賀会

さくら保育園ベビーチェアー贈呈

山形霞城ライオンズクラブ様
　雨に紫陽花の花が鮮やかに映える季節となりました。
皆さまにはお健やかにご活躍のこととお喜び申し上げます。

　この度はお散歩車の寄附を頂き、大変ありがとうございました。先日保育
園の方に届きました。新しいお散歩車に子どもたちは大喜び。天気の良い日にはお
散歩車に乗って、保育園の周りを探索しているところです。
　子どもたちが使わせていただいている様子を写真に撮りましたので、子どもたち
からのお礼状と共に送らせていただきますので、お納めください。ご寄附いただい
たお散歩車は大切に使用し、子どもたちの安全な保育に活用させていただきます。
　末筆となりますが、山形霞城ライオンズクラブの益々のご発展と全員の皆様のご
健勝をご祈念申し上げます。
令和元年6月26日

さくら保育園  園長   鈴木  千絵
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山形市スポーツ少年団総合大会
2018 ８.４～５

会員スピーチ L.青木 隆博 2018 ９.５
山形市児童・生徒理科研究作品展表彰式

2018 ９.２

スポーツ少年団統一ボランティア清掃活動
2018 ９.17 ゲストスピーチ L.佐藤 正悦 2018 10.17

平成30年度 山形市スポーツ少年団
スキー大会 表彰式 2019 ２.３2018 12.20クリスマス例会

ゲ
ス
荒

雪

留

写真で振り返る

こ 1年の
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５

５

7

３

ゲストスピーチ
スペシャルオリンピックス日本・山形
荒井 俊夫様 2019 ２.20

雪椿まつり 清掃活動 2019 ４.20

留学生蕎麦打ち体験 フローラ済生 2019 ４.24

会員スピーチ L.石山 弘将 2019 ４.17
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第65回地区年次大会　藤島体育館
2019 ４.27

亀松閣 家族例会　 2019 ５.15

332複合地区 第65回 年次大会 江陽グランドホテル 2019 ５.26

ゲストスピーチ 山形市長 佐藤 孝弘 様
2019 ５.８
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2018～2019年度　332－Ｅ地区年次大会アワード

クラブ運営部門 「市民教育推進賞　銀賞」

 「社会福祉・献血推進賞　銅賞」

 「青少年教育推進賞　銅賞」

ガバナー特別賞　個人表彰 Ｌ．和合　成治

2018.7～2019.6　山形霞城ライオンズクラブ運営計画表

2019年
６　月５　月４　月３　月２　月１　月

第1095回
 ４日 （火）
１Ｒ11LC
合同引継例会
メトロポリタン

 12：00

第1093回
 ８日 （水）
ゲストスピーチ
例会
パレスグラン
デール
 12：15

第1091回
 ３日 （水）
次期第三副会長
選挙花見例会
パレスグラン
デール
 18：30

第1089回
 ３日 （日）
霞城LC45周年記
念式典
パレスグラン
デール
 15：00

第1087回
 ６日 （水）
千歳LC合同例会

パレスグラン
デール
 12：15

第1085回
 ９日 （水）
新年会例会

国際ホテル

 18：00

第
１
例
会

第1096回
 19日 （水）
新旧役員引継例
会
パレスグラン
デール
 18：30

第1094回
 15日 （水）
亀松家族例会閣

 18：00

第1092回
 17日 （水）
会員スピーチ例
会
パレスグラン
デール
 12：15

第1090回
 20日 （水）
次期役員発表例
会
パレスグラン
デール
 18：30

第1088回
 20日 （水）
ゲストスピーチ
例会
パレスグラン
デール
 12：15

第1086回
 23日 （水）
委員会活動報告
例会
パレスグラン
デール
 12：15

第
２
例
会

2018年
12　月11　月10　月９　月８　月７　月

第1083回
 ５日 （水）
年末健康維持例
会
パレスグラン
デール
 12：15

第1081回
 ７日 （水）
新蕎麦賞味例会
パレスグラン
デール
 12：15

第1079回
 ３日（水）
ゲストスピーチ
例会
パレスグラン
デール
 12：15

第1077回
 ５日 （水）
会員スピーチ例
会
パレスグラン
デール
 12：15

第1075回
 １日 （水）
早朝座禅例会

常林寺

 ６：00

第1073回
 ４日 （水）
新会長方針発表
例会
パレスグラン
デール
 18：30

第
１
例
会

第1084回
 20日 （木）
クリスマス家族
例会

パレスグラン
デール
 17：30

第1082回
 21日 （水）
ヌーボーワイン
賞味例会

パレスグラン
デール
 18：30

第1080回
 17日 （水）
会員スピーチ例
会

パレスグラン
デール
 12：15

第1078回
 19日 （水）
芋煮例会

パレスグラン
デール
 18：30

第1076回
 29日 （水）
１Ｒ合同
ガバナー公式訪
問例会
パレスグラン
デール
 18：00

第1074回
 19日 （木）
ＺＣ訪問・委員
会発表例会

パレスグラン
デール
 18：30

第
２
例
会
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　PR・会報編集委員長を務めさせていただきました。各例会、奉仕活動にお

いて、編集用の写真を残そうと撮影にがんばりましたが、思うように取りき

れなかった事も多数あったと思います。しかし会員の皆様より数多くのご協

力をいただいた事を心より感謝申し上げます。鈴木会長のもと思い出に残る

１年間が凝縮されました、広報「霞城」が出来あがりました。撮影にご協力

いただき誠にありがとうございました。感謝申し上げます。（PR・会報編集委員長　Ｌ．有川　真隆）

編 集 後 記

2018．９．５　会員スピーチ

　講演　「花束の実演」
　　　　　L．青　木　隆　博

2018．10．３　ゲストスピーチ

　講演　「臓器移植の必要性・しくみ」
　　　　　石　川　志　保  様

2018．10．17　会員スピーチ

　講演　「山形霞城結成LC45周年記念式典に向けて」
　　　　　L．佐　藤　正　悦

2018．12．５　年末健康維持

　講演　「糖尿病の予防と対策について」
　　　　　　　山形済生病院　看護師長兼糖尿病療養指導士　川　合　陽　子  様

2019．２．20　ゲストスピーチ

　講演　「スペシャルオリンピックスとは」　
　　　　　　　スペシャルオリンピックス日本・山形　

専務理事・事務局長　荒　井　俊　夫  様　　　　　　

2019．４．17　会員スピーチ

　講演　「耳の聞こえの話」
　　　　　L．石　山　弘　将

2019．５． 8 　ゲストスピーチ

　講演　「中核市移行に伴う今後の山形市の動向等」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形市長　佐　藤　孝　弘  様

ゲストスピーチ・会員スピーチ会員
皆さんありがとうございました

ゲストスピーチ・会員スピーチ
皆さんありがとうございました
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