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臨時理事会　定例理事会

市長表敬訪問　守山警察署表敬訪問

第1運営(計画)委員会

第一例会　第３事業(市民レクリエーション)委員会

Ｌ西井隆一慰労ゴルフコンペ

尾張旭市地域安全推進協議会　尾張旭まつり実行委員会

地区LCIF･国際関係準備委員会

周年記念大会役員会

周年記念大会役員会　理事会

第１回Ｇ諮問委員会及び第１回Ｒ会議

６Ｒ第１回ＭＣ委員長会議

ＺＣ例会訪問

６Ｒ･LCIF･国際関係委員長会議

ガバナー公式訪問（例会）

理事会

６Ｒ第１回ＹＣＥ･レオ委員長会議

第二例会

理事会

第一例会　奉仕デー 清掃事業

市民ゴルフ大会

第二例会

6 月 出 席 率 7 月 出 席 率

第一例会 --- --- 

第二例会 6月25日 85.11%

第一例会 7月9日 80.43% 

第二例会 7月30日 中止 

会報誌
電子版

　 　 ク ラ ブ カ レ ン ダ ー （8月17日現在での行事結果と予定です。予定は以後追加変更されることが御座います。）



ガバナー紹介

L.藤井　大川（ふじい　だいせん）
所属クラブ 7R1Z 名古屋サウスライオンズクラブ
生年月日 1960年（昭和35年）1月14日
現　　職 後藤俊樹税理士事務所　事務長
● ライオン歴
1993年9月 名古屋サウスライオンズクラブ　入会
1997年度 クラブ会計
2001年度 クラブ幹事
2005年度 地区CSFⅡグループコーディネーター
 ・地区7RLCIF委員
2007年度 地区CSFⅡグループコーディネーター
2008年度 クラブ会長
2009年度 複合地区年次大会　副事務局長
2010年度 7R1Zゾーンチェアパーソン
2012年度 地区年次大会委員長
2015年度 地区運営委員長兼キャビネット副幹事
 ・地区年次大会　交通救護部会長
2018年度 第二副地区ガバナー
2019年度 第一副地区ガバナー
・MJF献金10口・国際会長感謝状　3回
・テーサップリーCSFⅡ国際委員長感謝状　1回
・ガバナー感謝状　1回

ゾーンチェアパーソン紹介

Ｌ高原　裕子（たかはら　ひろこ）
所属クラブ 6R2Z 春日井さくらライオンズクラブ
生年月日 1947年（昭和22年）6月21日
現　　職 高原会計事務所　税務事務
● ライオン歴
2008年3月 春日井さくらライオンズクラブ　入会
2009年度 幹事     
2011年度 第４代会長    
2013年度 GMT／GLT委員長   
2017年度 LCIF委員長

６／２５　6月第二例会
前会長　Ｌ藤原　東沢　挨拶

　一年間いろいろ有難う御座いました。
　いろいろ有ったと思いますけど、（新型コロナのた
めに）一番何もやってない会長だと揶揄されるのでは
ないかと思いますが、（もっといろいろ）やりたかっ
た、ということにして下さい。これが会長としての最
後の挨拶となりますが、（会長職を終えて）また違う
観点からライオンズクラブを見つめ直して参ります。
長いお付き合いになると思いますが、これからも宜し
くお願い致します。

Ｌ若杉　和久　会長　方針

●会長スローガン
　「絆で継ぐウイサーブ」
　尾張旭ライオンズクラブの５０番目の会長をさせて
いただくことになりました。
　この５０年を通過点として、今まで築いてこられた、
礎を大切に、これから活躍される会員皆様と共に、
「新しい生活様式」を実践しながら、奉仕活動を続け
ていく所存でございます。会員と会員との強い結びつ
きで、結び合わせて、われわれ尾張旭ライオンズクラ
ブは奉仕をする、奉仕団体を目指しスローガンとさせ
て頂きました。
●活動方針
　昨年度は下半期、今年度は上半期が新型コロナウィ
ルス感染対策により事業が、困難なことになりました。
　聖徳太子の十七条憲法に、「和をもって貴しとな
す」とあります。語源はみんな仲良く、しっかり議論
して、の意味もあり、会員皆様のご意見を出し合って、
「三密」を避けて、「新しい生活様式」を実践しなが
ら、５０周年の事業も合わせて、事業を継承いたします。
　恥は一瞬、後悔は一生と言います。基本的には恥を
かいていくスタイルで、一年間浅い話を適当にしても
許されるくらいの気持ちで、「仲間」の貴重な意見を
貰い、良い事もそうではないことも含めて、これから
の尾張旭ライオンズクラブを次の５０年目指して出発
いたします。

ワンポイント解説
　会長のキーワード　「和を以て貴しとなす」
　これまで会長からお話しの有ったとおり、聖徳太子
の十七条憲法にある言葉で、何をするにもみんな仲良
く、争わないのが良い。しっかり議論しなさい、とい
う意味です。ちょっとだけググって調べてみました。
　原文の十七条憲法は日本書紀にあり、漢文で書かれ
ています。
「一曰。以和爲貴、無忤爲宗」（ほとんど読めませんね）
「いちにいわく、和を以て貴しとなす、さからうこと
無きをむねとなす」
と読むそうです。「いちにいわく」＝憲法の第一条な
んです。そう、一番大事なことなんですね。ポイント
は、しっかり議論しなさい（争わないだけではなく
て）というところ。調べるほどに深い言葉と感じます。
　ちなみに日本書紀は西暦７２０年に完成されたとい
われております。

７／１３　ゴルフ部会報告

　７月１３日　前ゴルフ部会長　Ｌ西井隆一　慰労ゴ
ルフコンペが開催されました。
　当日は、西井前会長の日頃の行い宜しきを写し、梅
雨前線も暫しお休みの曇天でありました。総勢６組、
２１名の参加者と技を競い合い、Ｗペリアでの優勝こ
そ気鋭のＬ谷口が獲りましたが、何と言っても実力Ｎ
ｏ．１のベストグロス、主役はやっぱりＬ西井。敵い
ません！皆様お引き立てお疲れ様でした。

誕生日おめでとう

Ｌ江藤　英俊　　S17.7.6 (７８)　午  
Ｌ谷口　久公　　S34.7.17 (６１)　亥  
Ｌ長谷川逸朗　　S8.7.22 (８７)　酉　　米寿 
Ｌ西垣　賢一　　S43.7.27 (５２)　申

奥様誕生日おめでとう
谷口　清美様　（Ｌ谷口　久公）　7.2
青山美恵子様　（Ｌ青山　省三）　7.7
Ｌ佐藤　庸子　（Ｌ佐藤　勝美）　7.8
Ｌ内田やす子　（Ｌ内田　敏介）　8.10
武田美都子様　（Ｌ武田　義康）　8.11
三宅　有香様　（Ｌ三宅　郁馬）　8.11
Ｌ金田久美子　（Ｌ金田　満豊）　8.18
Ｌ松原香代子　（Ｌ松原　　孝）　8.26

（一部例会中止のため、写真は６月第二例会時のものです）

トピックス
Ｗｅｂサイトで見る　各ライオンズクラブのコロナ関連対応（抜粋）
（ライオンズクラブ国際協会）
７月２０日）大半の２０２０年フォーラムがキャンセル、
延期または予定変更。
７月８日）国際本部オフィス一時閉鎖。国際協会本部オフ
ィス（米国イリノイ州オークブルック）は、本部建物のス
タッフ入室制限。来館は受付停止。職員の多くが在宅勤務
対応。オンライン・ストアは業務継続中。
５月２９日）国際理事会はクラブを支援する決議を可決。
国際会費の柔軟な措置-１２月３１日まで、国際会費支払
遅滞により活動停止または解散処分を受けることはない。
チャーター費と入会費の免除-７月１日～１２月３１日の
期間、これらすべて免除。
４月７日）パンデミックの渦中にあって、国際協会は、国
際キワニス、国際オプチミスト、国際ロータリーとともに、
慰めと希望をもたらす合同声明を発表。合計３２０万人に
上る会員ネットワークの力を活用し、スキル、リソース、
アイデアを集結して、命を守るために最前線でこの感染症
と闘う医療従事者や救急隊員たちを支援へ。
３月２７日）国際大会シンガポール大会の取りやめを議決、
次回大会は２０２１年カナダ・モントリオール大会に。
（ＬＣＩＦ）
新型コロナウイルス感染症確定症例が急増している地域へ
の支援を優先的に検討。世界保健機関（ＷＨＯ）と日本政
府ガイドラインに沿って取り組んでいる地方自治体の医
療・緊急管理体制に内在するニーズを重視。
（春日井さくらライオンズクラブ）
８月５日例会開催。ＬＩＮＥ例会参加、Ｚｏｏｍでの参加
も可能に。

編集後記
　冒頭に、記念すべき結成５０周年の会報誌第一号と
なりました、今号に向けて様々な方々のお知恵とご協
力を頂きましたこと、何よりも感謝申し上げます。
　紙面を大幅に刷新しました。目指したのは、多くの例
会や委員会、そして事業が中止や延期となる中で、会長
はじめ情報を発信される方々の思いが伝えられるような
内容であること、そして、入会歴の浅い方々にもわかり
やすい紙面であること、の２点です。今号を読み返して、
まだまだ全然ご満足いただけるようなものではないと感
じながらも、今後更に充実させるにはどうしたらよいか、
を常に模索して参ります。そのためには編集委員会メン
バーをはじめ、皆様に一層のお知恵とお手数、更にはご
指導をお願いすることになるものと存じます。
　会報誌は皆様のものです。あらゆるご寄稿を募集申
し上げます一方、お許しいただければ取材に上がりま
す。今年の新語「三密を避ける」中で、会の情報発信
の貴重なメディアとして、会報誌をご活用ください。
　新型コロナ第一波と第二波の間に、思い起こせば奇
跡的とも感じるタイミングに委員会で集まることが出
来、その折に委員会メンバーの皆様から大変心強い後
押しの言葉を頂くことが出来ました。コロナ禍で従来
のように記事の材料が得にくい中でも、そしてこれか
らに向けても、このことを心の支えとしております。

ー  1  － ー  4  －



７／１　守山警察署　表敬訪問

　会長と幹事にて、新年度の始めのご挨拶に、守山警
察署を尋ねました。この春に赴任された杉浦所長から、
いろいろなお話を伺うことが出来ました。
　今は守山警察署管内の犯罪は昨年から減少。懸案だ
った住宅侵入盗は一昨年の全国一番から昨年で５位に。
　しかしその一方で、去年は16年続いた交通事故死
亡者数のワースト１位を返上したにも拘らず、今年は
既にワースト１位で、守山警察署管内も既に２件発生
しているとのこと。
　コロナの関係で通常だと外出される元気な高齢者が
家にいらっしゃるということもあり、電話に出られる
ことが多く、そのため特殊詐欺が多発。守山警察署管
内も例外ではないそうです。何か電話があった時には
すぐに警察に連絡して下さいとのこと。
　この他、薬物乱用防止や、新型コロナの影響など、
お話は多岐におよび、今後何かあればお互いに更に協
力することで合意しました。

７／９　第一例会
瀬戸ライオンズクラブ会長　Ｌ水野　忠治　ご挨拶

　尾張旭ライオンズクラブの皆さん、こんにちは！
　瀬戸ライオンズクラブの新会長の水野忠治で御座い
ます。以後お見知りおき宜しくお願い致します。本日
は尾張旭ライオンズクラブの皆様の貴重なお時間を頂
きまして本当に有難う御座います。瀬戸ライオンズク
ラブより幹事、会計との３名でお伺いさせて頂きまし
た。
　前年度の当クラブの６０周年記念大会の大相撲巡業
瀬戸場所には、コロナで中止にはなりましたが、本当
に沢山のびっくりするぐらいの多くのチケットをお買
い上げ頂きまして本当に有難う御座いました。今年度
が尾張旭ライオンズクラブさんの５０周年記念でもあ
りますので、瀬戸大相撲巡業の恩を倍返しでしたい、
という風に考えております。後ほど５０周年記念大会
委員長さんの報告があるようですので、それをしっか
り聞いて瀬戸ライオンズクラブのメンバーに伝えたい
という風に思っています。
　本日は心温かいおもてなしを頂き有難う御座います。
尾張旭ライオンズクラブ皆様のご健勝とご多幸をお祈
りして、挨拶に代えさせて頂きます。有難うございま
した。

会長　Ｌ若杉　和久　挨拶

　尾張旭ライオンズクラブの５０番目の会長を拝命さ
せていただきます。宜しくお願い致します。５０年間
を築いてこられた諸先輩、本当にお疲れさんで御座い
ます。これからも是非我々を指導して頂きます様宜し
くお願い致します。
　絆（きずな）という言葉も、９年程前の東日本大震
災の時によく使われた言葉ですが、先輩との絆、そし
てこれから入って来られるであろう会員さんとの絆を
大切にしまして、我々は奉仕をする団体でございます
のでＷｅ・Ｓｅｒｖｅの心を忘れずにやっていきたい
と思っております。
　何度もよく申し上げております、聖徳太子の十七条
憲法にある「和を以って尊しと為す」という言葉、み
んなで仲良く議論し合って頑張って参りましょうとい
う意味でございます。私もそのように思っております。
　又、昨年度下期にも、そして今期上期は、新型コロ
ナのお陰で色々と行事の方が差し支えております。三
密を避けながら、新しい生活様式を実践しながら、続
けて参りたいと思います。先程もそうでしたがちょこ
っと私もおっちょこちょいなところが　御座います。
「恥は一瞬、後悔は一生」と申します。基本、恥をか
いてもいいから、頑張ってやりたいと思っております。
　これからも尾張旭ライオンズクラブ、次の５０年に
向けて出発していただけることを、祈念致しまして、
挨拶とさせて頂きます。

結成５０周年記念大会委員長　Ｌ太田　武人　挨拶

　こんにちは、お久しぶりでこの高いところに上がら
せて頂きました。私はライオンズクラブ５０周年記念
大会の委員長を務めさせて頂きます太田と申します、
宜しくお願い致します。最近入会された方もいると思
いますので周年記念に関しての説明させて頂きます。
　周年記念行事は、尾張旭ライオンズクラブのみでな
く世界的に５年ごとにいろいろの大会を行うという事
になっておりますので、尾張旭もそれに準じて行って
おります。尾張旭ライオンズクラブが出来たのは実は
ここにお見えになる瀬戸クラブがスポンサーとなって
出来たわけで御座います。尾張旭クラブ発足前年、約
２０名の人が研修として瀬戸クラブにて指導を受けた
後に発足したという記録が残っております。それから
国内の姉妹提携、外国との姉妹提携と二つありますが、
尾張旭は瀬戸クラブの紹介で台湾の樹林ライオンズク
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ラブと姉妹提携し、記念セレモニーも行っております。
　各々の国の周年記念式典を行う時、日本の周年の場
合はこちらへ来て頂いて、台湾の周年式典の時は我々
クラブメンバーが行くという形で、交流が続いており
ます。ただし、今年に関しては、尾張旭としては招請
に行くことがかないませんので、メールでどうぞ来て
頂けますかということを、連絡しようと思っておりま
す。
　今後の大会の方針ですけど、７月２１日にこの商工
会において５０周年の委員会を開きたいと思います。
いつもは委員会というのは食事会を行うのが通例であ
りますけれども、コロナの問題でこの会場にて会議だ
け行うという方法にさせて頂きたいと思います。それ
から５０周年記念式典は来年、４月１０日マリオット
アソシアホテルで行う予定でおります。一応ホテルも
エントリーはしておりますけれども、日本だけでなく
世界のコロナの状況を見て、状況判断をさせて戴きま
す。近々には決定はできませんが、今年の暮れか来年
になってやるかやらないかは決定出来るかもしれませ
ん。それからですね、ゴルフに関しては今までずっと
行ってきているから、これからも行いたいと思います。
ただ条件として、今年は行いません。来年１月２月は
寒いから、３月から６月までの今期の内に、出来たら
６リジョン２ゾーンの人達を募集して行いたいと思っ
ております。
　それから前後しましたけれども、コロナでもし大会
がストップしたとしても、記念事業は、これは藤原部
長のもとに既に色々と進めて頂いておりますけれども、
これは挙行させて頂きます。それともう一つは記念誌
ですね。記念誌は山本部長のもとに各人からいろいろ
ライオンズのこと以外にも、自分のこと、過去のこと
など、テーマは設けずに全員から原稿を出して頂いて
一冊の本にしたいと思います。周年誌は後から見て、
その時のことを思い出すとか、そして懐かしいなとか、
８０歳になっても９０歳になってもそのことによって
過去が蘇ってくる、というようなもので御座いますの
で、この二つの部会は進めていきたいと思っておりま
す。色々と申しましたけれども今後ともご協力ご指導
をお願い致します。

前６Ｒ・環境保全委員　Ｌ花村　利光　挨拶

　地区の委員として今年一年いろいろありました。そ
のことを報告して挨拶に代えたいと思います。
　皆さんがいってたような地区委員の活動、というか
まぁ初めてやるので、どんな感じかわからなかったん
ですけど、意外と楽しくやれたかな、ていうのが正直
な感想です。１年間に５回、委員会をやるということ
が決まっておりまして、実際は４回、もう１回はコロ
ナで出来なかったんですが、そういった会合も、普通
ですと２回とかいう話でしたので、多く開催をしまし
た。１回目のスタートから、懇親会が異常に盛り上が

って、三次会か四次会まで行ったような記憶がありま
す。その中で、一番思ったのが、もちろん６リジョン
のことを皆さんに伝えるということが大事ですけども、
１リジョンから９リジョンまでのクラブの中で、横の
繋がりが凄く出来たな、というのが一番の、ライオン
ズの根底かなと思いました。いろんなクラブは各々あ
るわけですけど、５人のクラブもありました。でもそ
こで地区委員を出して、会長幹事とやってるっていう
クラブもあり、凄いなと、活動的には細かいことまで
は出来ないと思うんですが、そういったクラブも有っ
たし、いろんな形で勉強させられることが多かったよ
うに思います。クリスマス会もあり、新年会もあり、
これが本当の地区委員の活動ではないとは分かります
けど、でもそういった委員会でしたら、皆さん楽しく
地区委員をやれるんじゃないかなと言う気が致しまし
た。常滑ライオンズからの井口委員長は、自分で司会
をして、進行して、挨拶してって言う、そんな楽しい
委員長でしたので、今年一年、楽しくライオンズを学
ばせてもらったなと感謝しております。
　私たちの活動であまり多くのことは出来なかったの
で、冊子にしました。１リジョンから９リジョンまで
の環境保全委員会の年間スケジュールと予算等を書い
たものを作りました。これはの私たちが最後の環境保
全委員になりましたので、足跡を残すという形で、作
らさせて頂きました。事務局に置いておきますので、
興味のある方はご一読いただけたらなと思います。１
年間ありがとうございました。

6R・LCIF・国際関係委員　Ｌ服部　由正　挨拶

　今年度６リジョンLCIFを拝命させて頂きました、
服部です。
まだリジョンの事業の方は始まっておりませんのでお
伝えすることは余り有りませんが、７月17日に初め
てキャビネット事務局にて委員会が始まる事になりま
した。今年度ZCより120万ドルの目標ということの
みお聞きしております。
　新しく入られた方はLCIFについては余り知らない
方が多いかと思います、LCIFはライオンズクラブ・
インターナショナル・ファンデーションの略です。フ
ァンデーションというのは基礎、つまりライオンズク
ラブの事業を行う基礎で、すなわち奉仕をする為にこ
のような安定した基金が必要で、その為のファンデー
ションで有ります。
　例えば、どんな用途が有るかと言うと、視力保護、障
害者援助金、五献促進、青少年育成、緊急援助金、大災
害指定援助金、使途指定の援助金、等々で有ります。こ
れらの事業をするためには、ファンデーションになる、
基金が必要で、是非LCIFのご協力をお願い致します。
　このコロナ禍の中で大変では御座いますが、L江藤
委員長はじめ皆さんにご協力お願いしたいと思います。
今年一年宜しくお願いします。
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