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The Kajo第62号

　７月より、会長職を拝命
し、時速66kgのスピードで、
あっという間に過ぎようとし
ています。この間、多くの会
員の皆様には激励の言葉を頂
いたり、背中を力強く後押し

て頂けたり、霞城の温かさを感じた一年でした。
本当にありがとうございました。世界中の人々に
猛威を振う新型ウイルスの発生。それに基づく国
内の自粛要請による経済の低迷、我姉妹クラブの
いわきを襲った台風・大雨等記憶に残る災害の一
年であったと思います。周年行事に追われた前年

に比べ「今年はゆっくりと真剣に奉仕活動を」と
願ったものでしたが、一日一日が緊張の積み重ね
と感じました。特に印象に残ったのが、飲料水と
タオルを持ち込んだ「いわきライオンズクラブ」
会長の感謝の涙でした。多くの会員の皆様には、
当時手に入り難いペットボトルを探し回ってもら
いご協力頂きました。今思えば、我クラブの姉妹
クラブへの意気に感動です。そして２月頃より、
猛威を振るい始めた新型ウイルスに対し、市内学
童クラブの子供達3580名に、飲料水ボトルと消毒
液を寄贈したり、市内小中学生22000名に、抗菌マ
スクケースをプレゼントするなど我クラブの奉仕
に対する熱を強く意識しました。
　本当に一年間「熱と意気」のご協力心より感謝
致します。

一人はみんなのために
     みんなは一人のために

会　長 Ｌ．寒河江　祥　一

　私が幹事を拝命して一年が
経とうとしております。私の
ような若輩者が一年間の活動
をなんとか終了出来たのは、
クラブ会員皆様のご協力が
あっての事と思います。心よ

り感謝申し上げます。
　幹事の役割というものを理解していたつもりで
したが、自際は分からないことばかりでスタート
当初は手探りだったのを思い出します。
　光陰矢のごとしとは申しますが、この一年間は

非常に長く感じました。しかしながらたくさんの
事を学んだ一年だったとも思います。
　今年はコロナウイルス蔓延という今まで経験を
した事のない事態がいまだ続いています。自粛生
活の中で例会、理事会、委員長会、委員会活動を
思う様に出来ず下期の年間計画を大幅に変更せざ
るを得なくなり、寒河江会長肝いりの計画も軒並
み中止となりました。幹事として大変心苦しい下
期でした。
　しかしながら、このような状況下だからこそ出
来る奉仕活動を計画し実行出来た事は大きな収穫
だと思います。
　最後になりますが、一年間支えていただいた会
員の皆様、そして事務局の佐藤様に感謝を申し上
げます。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．石　川　　　隆

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　今期は、会計を担当させてい
ただきました。初の三役を経験
させていただき、緊張しながら
例会を迎えていたなと思い返
しています。「会費１万円減」を
目玉とし、その上での例年通り
のアクティビティに加え、例会

の料理をグレードアップしたり、奥様もお迎えして
の映画鑑賞例会等、会費を下げての新しい試みは実
情なかなか厳しい面もあり、ただただ上期は無我夢

中でやってきたように思います。
　下期となり、あと残り半期どうやりくりしようか
と考えながら２月まで活動したところ、３月以降コ
ロナウィルスの猛威により丸３カ月も活動ができ
なくなりました。先が見えず不安を拭うことができ
ない状況の中でしたが、やらせていただいたアク
ティビティ（市内学童施設に消毒液・ドリンク配布。
会員の皆様へ蕎麦・マスクケース・花配布。市内小
中学生へのマスクケース配布。）で中身の濃い下期
になったと感じております。
　会計としては、あまり上手く機能していなかった
ように思いますが、大変勉強になりました。
　皆様のご協力で何とか１年やらせていただきま
した。ありがとうございました。

今期を振り返って

会　計 Ｌ．青　木　隆　博

　今朝　寒河江会長より、ライ
オンテーマの拝命を頂き微力な
がら全力でご協力させて頂こう
と思っておりましたが、前期は
進行する難しさを感じさせられ、
会員の方々には大変ご迷惑をお
かけした気がいたします。後期

は新型コロナウイルスのため、令和 2 年 3月から 6月

の第一例会まで休会となってしまいました。その
ような訳で、私自身、何も役にたてずに 1年があっ
という間に過ぎたような感じでした。本年 1 年間
皆様のご協力、ご指導を賜り厚く感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

追伸
　この度、一身上の都合によりクラブを退会させ
ていただくことになりましたが、賛助会員として
参加させて頂きますので今後ともよろしくお願い
いたします。

短く感じられた一年間

ライオンテーマ Ｌ．羽　角　房　雄

　私がテールツイスターになれた
きっかけは、会長の寒河江様よ
り依頼があったからです。
　今までやったことがないので
請けても良い気持ちになりまし
た。正直言って、昼の例会に出
席できるかが問題でしたが、何と

かやれる気になれました。最初のころは何とかやれま
したが、10月頃から、仕事の関係で出席出来なくなりま
した。
　その時は、自分でクイズを作りその都度、寒河江会

長や石川幹事に頼んで皆さんに披露して頂きました。
　それから約一冬そんな状況が続きました。
　春先になると時間が取れるようになりました。しかし
今度はコロナウイルスのおかげで、例会そのものが出
来なくなりました。そのおかげで当初予定していたド
ネーションも達成出来なく断腸の思いでした。
　何から何まで、皆さんにはお世話になりました。
　今回の一年の半分は、コロナで始まりコロナで終
わったような気がします。
　三役及び会員の皆様には、大変お世話になりまし
た。手前味噌の話しなのですが、クイズを作った事に
より自分なりに知識がついてきたような気がします。
　そして、次期五役の方々の活躍を期待しております。
　一日も早くコロナが収束して、以前のような暮らしが
できますように、祈念しています。

今期を振り返って

テールツイスター Ｌ．水　井　利　通

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　会員委員長を拝命してあっと
いう間の１年でした。年度始めに
委員会の３役と合同で懇談会を
開催しました。近年クラブ会員の

減少に歯止めがかからない状況になっているので早急
に、新入会員の勧誘と、退会者防止の活動を起す様、会
員全員で推し進めてまいりました。８月に、２名の新入

会員の入会がありましたが、退会者も出ております。２
月の理事会に於いて、さらに会員の減少が予想される
ので、早急に会員増強をしなければ、霞城ライオンズ自
体が、危うくなってくるとして、特別委員会を立ち上げ
ました。しかし、３月よりコロナ禍に巻き込まれて思う
様に活動が出来ない中、２名の新入会員の申込をいた
だき、大変喜んでおります。今後退会者も出る様ですの
で大変危惧しております。今後共、会員増強と退会防止
を会員全員での取組としてお願いします。力不足で会
員増強が出来なかった事が残念ですが、皆様のご協力
をいただき誠に有難う御座いました。

一年を振り返って
会員　GMT委員会　委員長

Ｌ．髙　梨　俊　一

　私にこの委員会の委員長の話
があったのが今年度の前の春
だったと思います。現寒河江会長
より依頼され軽い気持ちで引き

受けました。クラブとしての皆出席の目標の達成、私個
人としては何とか皆出席の目標を立てて臨みました。
しかしながらクラブ全体としての目標の未達成、個人

としても早々と皆出席からの離脱と委員長としての責
務果たすことが出来ずに１年を終了した事申し訳なく
思います。重ねてコロナウィルスによる例会、年次大会
の中止等、他委員会と同様満足いく活動が出来なかっ
たこと大変残念でなりません。
　次年度はこの度のコロナウィルスが収束し、会員全
員で大声で話し、笑いそして酒を酌み交わせるような
年に早くなればと思います。
　最後に、委員会メンバーの皆様、特に副委員長として
ご協力いただきました山口四郎１年間大変ありがとう
ございました。

出席・大会委員会の１年を振り返って
出席　大会委員会　委員長

Ｌ．斯　波　　　誠

　財務・長期計画委員長を仰せ
つかり、あっという間に一年が過
ぎてしまいました。皆様からは迅
速な会費納入にご協力頂き大変

感謝しております。また私自身も予算案作成から参加
させて頂いた事で LC の活動内容と財務委員の役割を

把握できた事が大変ありがたく有意義でした。年度後
半はコロナウィルスの影響で計画通りの活動が出来
ず、大変な状況のなかでの引継ぎとなってしまいまし
たが、次年度からは大会参加・出席委員会と統合され
ますので、次期委員長には更なる適正な財務管理、そし
て例会ならびに周年行事参加を促す活動行われますこ
とをご期待申し上げます。最後に今後とも皆様からの
ご指導をお願いすると共に、自分自身もライオンズク
ラブ活動を通して成長して行けるように積極的に活動
に参加して行こうと思います。ご協力頂きました皆様
一年間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
財務・長期計画委員会　委員長

Ｌ．佐　藤　明　夫

　昨年７月に発足しました寒河
江丸、まずはクラブの命である
「スポ少夏季大会の応援」事業順
調にスタートし以後の活動もス

ムーズに進行していました。
　台風 19 号に伴う追加活動も難なくこなし対応力速
さと幅の広さを感じる前半でした。
　しかしながら１月半ばから新型コロナ騒動は私たち

の活動まで制約しましたので３役の思いは戸惑いの連
続だったと思います。
　寒河江会長は計画を実行できずにさぞ悔しがってい
ることと思います。
　我が会則委員会も「ライオンズ必携の配布」は本部か
ら届かないので配布できず、３月に予定しておりまし
た会員委員会と共同の「ニューメンバーと語る会」も３
密での自粛のため実行できませんでした。大変残念で
す。
　今期の消化不良は次期村井丸に解消していただくよ
うお願いいたします。
　会長・幹事・会計・各委員会の皆様１年間お疲れ様
でした。

寒河江会長おつかれさまでした
会則　GLT委員会　委員長

Ｌ．木　内　　　彰
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　332－E地区をはじめ、332MD
地区、東日本エリア、西日本エ
リア等の情報収集に務めてまい
りましたが、皆様に報告できる

ような良い情報が見当たりませんでした。会員数の増
減動向についても、際立った推移は無く全国的に減少
傾向にあるということは、ライオン誌の中に掲載され

ている通りであります。それでも前期の間に皆様に何
かご報告できるものはないのかと、常々模索を繰り返
してきましたが、後期に入り新型コロナの影響下で、
例会もままならぬ状況となり、活動も休止状態となっ
てしまいました。地区並びに各ライオンズクラブホー
ムページ、IT関連情報も、４月までは滞ったままとな
り、５月に入り、アクティビティとしてマスクの寄贈
のニュース等の記事が掲載されるようになりました。
　次年度は、今年度よりも委員会活動が活発になるこ
とは間違いないと思いますので、期待してください。
　一年間、会員の皆様のご協力、本当にありがとうござ
いました。

低調な一年間に反省
IT　ライオンズ情報委員長　委員長

Ｌ．安孫子　健　彦

　一年を振り返り、接待・計画委
員会では会員の皆様に楽しく喜
んでいただけるような活動を
行ってきました。

しかし残念ながら、2020 年に入り新型コロナウィルス
が猛威を振るい、東京オリンピックの開催延期、各イベ

ントの中止、また霞城ライオンズクラブの活動も一部
が中止となりました。
　世界で不安な日々が続くなか、何ができるのか改め
て「ライオンズの誓い」を意識する機会となりました。
霞城ライオンズの一員として今できることを一つ一つ
行動していくことが大切であると実感しております。
　委員会行事を最後まで開催できなかったことが心残
りではございますが、未熟ながらも皆様からご協力ご
指導をいただき、無事に委員長を務めることができま
したことに深く感謝申し上げます。一年間ありがとう
ございました。

一つ一つ行動
接待　計画委員会　委員長

Ｌ．神　保　英　夫

　地域社会奉仕委員会は、主に事
業活動として山形市スポーツ少
年団総合大会を支援致します。
直ぐに始まる事業のため、会員の

皆様より大変なご尽力を頂き感謝致します。
　また、開会式閉会式では、猛暑のため急遽時間の変更
があり急な対応をして頂きましたこと重ねて御礼申し
上げます。
無事、318 個のメダル全てを皆様のご協力を頂き授与致
しました。

　しかし、残念ながら来期は、新型コロナの影響で７月
末～８月１日２日に行われる予定の山形市スポーツ少
年団総合大会が、中止になるとのことです。
　但し、令和３年２月吉日に行われる山形市スポーツ
少年団スキー大会は継続予定とのことであります。
メダルを獲得した子供たちの笑顔が、素晴らしく脳裏
に焼き付いておりますが致し方ないとも考えます。
　しかし、山形市児童生徒理科研究作品展及び山形市
中学生理科研究発表会など楯の寄贈は行われます。
　また、来期は、組織として環境保全委員会様とご一緒
になり事業活動は膨らむはずです。
　地域社会奉仕委員会委員に携わり、貴重な一年間を
過ごすことが出来ました。
　光陰矢のごとし。一年は、長くそして短くもあります

一年間を振り返って
地域社会奉仕委員会　委員長

Ｌ．西　山　雅　文

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　コロナ渦により様 な々業種に計り知
れないほどの大きな影響が出ていま
す。そのようななか、料理飲食業はダ
メージの大きさが象徴的でわかりや
すいようでかえって、皆様からのご支

援をいただけるケースの多い部分もありました。
　本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、ありがとうご

ざいます。
　社会に出てからは、新たな友人と呼べる人と出会える機会
はなかなかありません。
　数年前お誘いいただいた当クラブへの入会は、小職にとっ
て大きな転機となりました。活動の中身をしっかりと理解して入
会したわけではないのですが、、、友達はたくさん出来ました！
　毎月の例会は楽しいことの連続ですし、クリスマス会は家
族も大喜びです。コロナで下を向くだけではなく、上を向いて
明るく行こう！と教えていただきました。運営の皆様をはじめ、会
員の皆様、本当にありがとうございます！
　そして、これからもみなさまの「おそばに」よろしくお願いいた
します。

感　謝
社会福祉　アラート委員会　委員長

Ｌ．熊　谷　晃　一

　アイバンク啓発・ひかりの箱募金活
動は、皆様のご協力のもと前期第１
回目が終了しました。その後第２回目
の募金活動の準備をしていたのです
が、新型コロナの影響で活動ができ

ませんでした。後期は山形県立山形聾学校へのアクティビ
ティや、駅前、七日町での街頭募金活動等も計画していました
が、実行できなかったことが残念です。
　また、過去には山形県立山形盲学校への支援活動もあり
ましたが、近年は交流がないようです。何かできることはないか
と、色 な々ところに想いが及んでも、行動に移すことが中々難し
いと感じた１年間でした。次年度の委員長には、新型コロナが
無事収束し、活発な委員会活動が実施できることを期待して
います。
　一年間、会員の皆様のご協力に感謝いたします。

皆様にご協力に感謝
視聴力保護推進委員会　委員長

Ｌ．大　滝　万紀子

　今期　献血・臓器移植推進委員
長をさせていただきました。
　今回は、寒河江会長より持続可能
な事業計画を立て、各委員に過度な
負担を掛けないような取り組みをして

ほしいとのご意見も頂き、私自身も同じような考えを持っていた
こともあり、会員献血を年３回と隔月に２回程度の献血支援ま
たその内半数は別の委員会よりの応援体制を頂いての活動
目標を立てました。
　今年の２月までは会員皆様の協力もあり、順調な活動をし
ておりましたが、コロナ感染の影響から３月からは活動が実質
休止状態となり、悔いがのこる結果になりました。
　しかしながら、会員献血においては各回100名以上の御紹
介を頂き、感謝に堪えません
皆様のご協力ありがとうございました。

皆様のご協力に感謝
献血　臓器移植推進委員会　委員長

Ｌ．菅　野　俊　一

　今季は道半ばから突如新型コロ
ナなどという予想もしていなかった強
敵が現れ振り回された下半期でし
た。本来環境保全委会は、スポーツ
少年団統一ボランティア清掃活動、

大平地区『雪椿まつり』会場の清掃、また当日の祭りへの参加

となっていますが、今季はスポーツ少年団の清掃活動と雪椿
祭り会場の清掃活動のみとなり、祭りは中止となりました。それ
でもあの綺麗な水芭蕉はいつも通り綺麗に咲いていました。ま
た、地区の皆様も元気でおられたことに先ずは一安心でし
た。このような状況であったにも関わらず当霞城Ｌの皆様より
多数のご協力ご参加を頂き心より感謝申し上げます。来季環
境保全委員会は地域社会奉仕委員会と合併することとなり
ますが、現在行っている活動は変わらず続くことだと思います
ので、新型コロナ君には早く鎮静化して頂きこれまで以上に
活発な活動が出来ることを切に願いみんなで頑張ってまいり
ましょう。

一年を振り返って
環境保全委員会　委員長

Ｌ．三　浦　幸　二

　今期の国際関係委員会の活動
は、長きに渡り行われてきたスピーチ
コンテストに代わり昨年からスタートし
た、山形大学の留学生を対象とする
蕎麦打ち体験授業を更にブラッシュ

アップして５月に開催する予定でした。このアクティビティは霞
城ライオンズクラブと山形大学との太いパイプ、またクラブ内に
蕎麦愛好会があるからこそ出来るイベントで、規模は前イベン
トより小さいながら大変ユニークで充実感のあるアクティビティ
でしたが、コロナウイルスの影響により残念ながら中止というこ
とになってしまいました。
結果的に今期の国際関係委員会の活動は、献血委員会の
お手伝いとして行った献血支援のみとなってしまいましたが、
来期以降にコロナが落ち着いた際には再び霞城だからこそ
できる国際交流アクティビティが開催されることを切に願って
おります。一年間大変お世話になりました。

一年を振り返って
国際関係委員会　委員長

Ｌ．石　山　弘　将

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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2019 ８.４スポーツ少年団 ミニバスケ大会

2019 ８.21ビア例会



The Kajo第62号

8

献血 山形市役所 2019 ８.９ ZC訪問例会 2019 ９.４

2019 10.２

2019 10.６まるごとマラソン

ゲストスピーチ例会
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2019 11.６新蕎麦賞味例会

2019 11.20ヌーボーワイン賞味例会
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2020 １.８新年例会

2019 12.20クリスマス家族例会

2020 ２.５千歳LCと合同例会
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９　月 10　月 11　月 12　月８　月７　月

第
１
例
会

第
２
例
会

2019年

３　月 ４　月 ５　月 ６　月２　月１　月

第
１
例
会

第
２
例
会

2020年

2019～2020年度　332－E地区年次大会アワード

アクティビティ部門 青少年教育推進賞　金賞

国際平和推進賞　　銀賞

サスティナビリティ推進賞ガバナー特別賞

第1097回
３日（水） 

18：30

2019年７月～2020年６月　山形霞城ライオンズクラブ運営計画表

新会長方針発表
例会
パレスグラン
デール

第1099回
７日（水）

６：00

早朝座禅例会

常林寺

第1100回
21日（水） 

18：30

暑気払い
ビア例会　

パレスグラン
デール

第1101回
４日（水） 

12：15

ZC訪問例会

パレスグラン
デール

第1102回
27日（金）

ガバナー公式訪
問例会

国際HL

第1103回
２日（水） 

12：15

ゲストスピーチ
例会
パレスグラン
デール

第1104回
16日（水） 

18：30

芋煮会例会

パレスグラン
デール

第1105回
６日（水）

12：15

新蕎麦賞味例会

パレスグラン
デール

第1106回
20日（水）

18：30

ヌーボーワイン
賞味例会

パレスグラン
デール

第1107回
４日（水）

18：00

映画鑑賞例会

第1109回
８日（水）

18：00

新年会例会

国際HL

第1111回
５日（水）

12：15

千歳LC合同例
会（千歳担当）
パレスグラン
デール

第1113回 第1115回
１日（水）

12：15

次期第三副会長
選挙花見例会
パレスグラン
デール

第1117回 第1119回

第1110回
15日（水）

12：15

委員会活動発表
例会
パレスグラン
デール

第1112回
19日（水）

12：15

寒鱈汁賞味例会

パレスグラン
デール

第1114回 第1116回 第1118回 第1120回
17日（水）

18：30

新旧役員引継例
会
パレスグラン
デール

第1108回
20日（金）

17：30

クリスマス家族
例会

パレスグラン
デール

第1098回
17日（水）

18：30

委員会活動発表
例会（土用の丑）
　
パレスグラン
デール
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ゲストスピーチ
皆さんありがとうございました

ゲストスピーチ

子ども達にマスクケ一スを贈るプロジェクト実行委員会とマスクケースを贈呈子ども達にマスクケ一スを贈るプロジェクト実行委員会とマスクケースを贈呈

皆さんありがとうございました

2019.  10.  ２　第1103回　ゲストスピーチ例会

　秋葉　　裕 様
　　山形済生病院健康増進センターめぐみ健康運動指導士

　　テーマ「脳が喜ぶ、笑顔がうまれる、
　　　　　　　　　シナプソロジーを体験しよう」

2020.  ２.  ５　第1111回　ゲストスピーチ例会

　須田　　稔 様
　　山形県教育庁　村山教育事務所　指導課青少年指導担当

　　テーマ「薬物乱用防止教室について」

編 集 後 記

　去る2020年６月24日（水）に会長Ｌ．寒河江祥ーが、子ども達にマスクケ一スを贈るプロジェクト実
行委員会会長遠藤正明様と同行し、佐藤孝弘山形市長と玉手英利山形大学学長を表敬訪問し、マスクケ一
スを贈呈してまいりました。遠藤実行委員長は「子どもを守るのが大人の役目。」とこの度の山形市内の
小中学生にマスクケ
一スを贈る動機をお
話され、佐藤市長・
玉手学長両氏とも大
変喜んでいらっしゃ
いました。

　入会３年目にPR・会報編集委員長を務めさせて頂きありがとうございました。私自身できる限り多くの例
会やアクティビティに顔を出し写真を残そうと決意したものの、なかなか実行できていなかったことを最初に
お詫び申し上げます。また、皆様の生き生きとした、笑顔溢れる瞬間を逃したり、構図も考えずにただ
シャッターを切っているなどお詫びは尽きませんが、この１年間の活動を思い出す一助になれば幸いです。
撮影にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

PR　会報編集委員会　委員長　　Ｌ．我　妻　壽　一

2020年６月24日（水）
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