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カレンダー略記の注釈）
 ・MD 複合地区 ・周年 結成５０周年記念大会
 ・R リジョン ・ＭＣ マーケッティング・コミュニケーション
 ・Z ゾーン
 ・G ガバナー
 ・ZC ゾーンチェアパーソン
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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

R2年度共同募金委員会第2回運営委員会

第2運営(会員増強･会則付則･出席)委員会

次期第二副地区ガバナー候補者選考について

第二例会　第1運営(計画)委員会

第5回尾張旭まつり実行委員会　地区LCIF･国際関係セミナー

第6回音好会

6Ｒ第1回FWT委員長会議

結成50周年記念事業部会

理事会

第1運営(PR･IT･編集)委員会

第一例会　奉仕デー(雨天中止)　旅行同好会役員会

次期第二副地区ガバナー候補者選考について

地区若手リーダー育成研修会　6R第1回奉仕事業委員長会議

ゴルフ部会コンペ

第二例会　奉仕事業委員会(第3事業)

中学生フェスティバル

第１回指名会

第2回MC委員長会議

理事会

第一例会

地区LCIF親睦ゴルフコンペ

第二例会

第１運営(PR･IT･編集)委員会

薬物乱用防止教室

11/30-12/1 旅行同好会 葛城GC一泊

旅行同好会 葛城GC一泊

理事会

瀬戸・尾張旭LC親善対抗ゴルフ大会

第一例会

第二例会(年忘れ家族会)

8 月 出 席 率 9 月 出 席 率

第一例会 8月6日 中止 

第二例会 8月27日 78.26%

第一例会 9月2日 56.52% 

第二例会 9月24日 78.26％ 

会報誌
電子版

　 　 ク ラ ブ カ レ ン ダ ー （10月8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。）



８／２７　８月第二例会
6R　ZCP　Ｌ高原　裕子　挨拶

　例年では３月会合が御座いますが、今年はようやく
７月３０日にゾーン会議が行われました。そこでＺＣ
が活動方針を発表致しましたところ、話題としてはや
っぱりガバナー公式訪問ですが、コロナ禍でどうして
いったら良いだろうかと、皆様当惑されていたのが現
実でした。ガバナーとしましては今の風潮でという意
見で、ガバナーを囲む会だけにしたり、大きな部屋を
借りて頂くところもありました。２ゾーンもホテルプ
ラザ勝川で、来る９月２日にやらせて頂きます。やは
りガバナーも皆さんにお会いしたいと思うのですね、
宜しくお願い致します。
　去る８月１７日にガバナー諮問会議にて活動方針を
頂きました。その時も皆様なかなか（事業が）出来な
いという中、皆様の気持ちが伝わって参りまして、私
は無理なくおこなって頂ければいいと思っております。
　ガバナーの運営方針をお伝え致します。スローガン
「人の環(わ)　心の和(わ)　奉仕の話(わ)　We　Serve」、
キーワード『One for All, All for one』(「一人はみ
んなのために、みんなは一つの目的に向かっていこ
う」)、となっております。
　新しい国際会長メッセージとしては、『思いやりと
多様性で結束する』。コロナの大流行による未曾有の
試練は、私たちの世界地域社会、ライオンズに影響を
及ぼしています。世界は今、これまで以上に思いやり
を必要としています。これまで以上にライオンズを必
要としている。全１４０万人の一人ひとりが、その多
様な才能・経験・文化を私達の奉仕に注ぎ込む必要が
あります。
　そして地区では国際協会の方針に基づき、奉仕が必
要とされる五つの分野に取り組んでいます。その重点
分野は、糖尿病・視力保護・食糧支援・環境保全・小
児がん、と５分野があります。そして基本目標が御座
います。第一に会員増強ですね。コロナウイルスによ
って会員増強が難しい中、会員維持を第一に掲げてい
らっしゃいます。そして　ＬＣＩＦです。シェアリン
グやマッチングによるＬＣＩＦの活用、並びに地区Ｌ
ＣＩＦ寄付金総額１２０万ドルを目指しております。
そして奉仕事業です。近年では多くのクラブの会員数
が減少しております。他クラブ会員が気になる奉仕事
業があれば、喜んで参加出来るような各クラブになっ
て欲しいと思います。奉仕事業に新しく参加出来る雰
囲気があれば、新しい仲間が見つかるでしょう。そし
て合同例会です。例会の運営方法を各クラブごとに考
えていく時期になっている、と思います。楽しい例会
であれば出席率も上がるでしょう。最近では他のクラ
ブに出席するメークアップを強く言わなくなっており
ますが、他のクラブの例会で何かのヒントが得られる
かもしれません。また合同例会を行えば新しい出会い
が有ります。風通しが良いクラブになって頂きたいで

す。各クラブのメインの奉仕活動をお互いでグループ
ワークのように語り合って頂ければ、何か新しい発見、
新しい方向が見つかると思います。
　私は朗読が好きなものですから、この３月から５月
の自粛生活中、り家にいなきゃいけないとしていまし
た。これまではやっぱり贅沢していたと思いました。
その時にこの、雨ニモマケズ、という詩を思い出し、
これを皆様に聴いて頂きたいと思いますので、読ませ
て頂きます。
　雨ニモマケズ　宮沢賢治　
雨ニモマケズ　風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ　丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク　決シテ瞋ラズ　イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト　味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ　ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ　ソシテワスレズ
野原ノ松ノ林ノ?ノ　小サナ萱ブキノ小屋ニヰテ
東ニ病気ノコドモアレバ　行ッテ看病シテヤリ
西ニツカレタ母アレバ　行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ
南ニ死ニサウナ人アレバ　行ッテコハガラナクテモ
イヽトイヒ
北ニケンクヮヤソショウガアレバ　ツマラナイカラヤ
メロトイヒ
ヒデリノトキハナミダヲナガシ　サムサノナツハオロ
オロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ　ホメラレモセズ　クニ
モサレズ
サウイフモノニ　ワタシハナリタイ
　以上です、有難う御座いました。

会長　Ｌ若杉　和久　挨拶

　本年度２度目の例会にご出席いただきありがとうご
ざいます。本日は６Ｒ２Ｚ・ＺＣ　Ｌ高原裕子に例会
訪問いただきました。「ようこそ尾張旭へ有難うござ
います。後でご挨拶よろしくお願いします。」
　あまりお話をしたくは無いのですが、やはり避けて
通れない事で、新型感染症と熱中症にはくれぐれもお
気をつけて、新しい日常生活を送っていただきますよ
うお願い申し上げます。今朝の新聞にアフリカ大陸ポ
リオを根絶・藤田医科大は低濃度オゾン感染力を低下
と記載されていました。人類は今迄いろんな感染症に
対応し克服して来ました、今の新型感染症も必ず収束
します。今は自粛ムードの中で尾張旭市民祭も中止の
意向ですが、尾張旭ライオンズクラブが奉仕の力で、
尾張旭市が活気づくような事が出来ればと、思ってい
ます。是非とも会員皆様のご意見を頂きたくお願い申
し上げます。
　さて、ライオンズ必携にドネーションの説明が有り
ます。「会員の慶事、誕生、結婚、入学、新築、全快など
の内祝や弔意、見舞いなどに対する謝礼その他の意を
もって会員が自発的に行った寄付金がこれである。」

 環境保全公衆安全 委員 
1993 会員会則付則 副委員長 
 LCIF国際サービス 委員 
1994 会員会則付則 委員長 会員理事
 社会福祉薬物乱用防止 委員 
1995 接待大会 委員 
 LCIF国際サービス 委員 
1996 指導力育成 委員 
 LCIF国際サービス 副委員長 
1997 会員会則付則 委員 一年理事
 LCIF国際サービス 委員長 
1998   第3副会長
1999   第2副会長
2000   第1副会長
2001   会長
2002   前会長
2003   会計
2004 会員会則付則 委員長 
2005 指導力育成 副委員長 テールツイスター
2006   6R　LCIF委員
2007 環境保全 副委員長 地区 CSFⅡGC
2008 環境保全 委員長 
 計画 委員 
2009 指導力育成 副委員長 
2010 指導力育成 委員長 
2011 指導力育成 委員 副テールツイスター
2012 接待大会 委員 テールツイスター
2013 LCIF国際関係 副委員長 
2014 LCIF国際関係 委員長 副テーマー
2015 指導力育成 副委員長 テーマー
2016 指導力育成 委員長 
 会員会則付則 副委員長 
2017 会員会則付則 委員長 
2018 LCIF国際関係 副委員長 
2019 LCIF国際関係 委員長 副テールツイスター
2020 財務 委員 テールツイスター

誕生日おめでとう

Ｌ内藤　武史　　S32.9.6 (６３) 酉
Ｌ近藤　高史　　S19.9.9 (７６) 申　　喜寿
Ｌ秋田　昌彦　　S11.9.11 (８４) 子 
Ｌ王　玉　鋼　　S44.9.22 (５１) 酉 
Ｌ藤原　東沢　　S24.9.24 (７１) 丑

特集記事　マルウェアって何？
　去る９月１日に、クラブ事務局の隣室である尾張旭
青年会議所（以下ＪＣ）のパソコンがEmotet（エモ
テット）と呼ばれるマルウェアに感染し、大量の迷惑
メールが発信されてしまう、という現象が起きました。
ＪＣでは速やかに対応され、翌朝には完全解決された
とのこと。当クラブ事務局にも感染を誘う迷惑メール

が届きましたが、感染は未然に防止することが出来ま
した。これで一件落着と言えど、油断してはなりませ
ん。この機会にマルウェアについて学びましょう。
　マルウェアとは「mal＝悪、悪意」「ware＝物、道具」
を組み合わせた英語の造語です。世間でいう「パソコ
ンウィルス」「ランサムウェア」「ワーム」「スパイ
ウェア」などなど、全てひっくるめた総称です。
　その被害現象は「勝手にメールを大量送信」「大事
なデータを消去」「データを人質に送金を迫る」「パソ
コン乗っ取り」など様々で、どれも大変困るものです。
　今回の例は、パソコンの所有者にわからないように
メール送受信のデータを盗み、そのデータを利用して
実在のアドレスから実在のアドレスへ、そして件名や
文面などもまことしやかに成りすまして、片っ端から
感染メールを送り付けるというものでした。この現象
は解決しましたが、パソコンから盗まれたメールデー
タは既に流出しているものと思われ、どこで悪用され
るかわからない、という心配が残りました。
　防止策は、一般には対策ソフトを購入してパソコン
に入れて活用すること。うかつにメールを開くな、と
も言われますが、それでは仕事が出来ません。テレワ
ークが一般化しつつある今、身近な危険としてマルウ
ェアを学び、ご注意下さい。また、ご遠慮なく当委員
会（岩崎）にお知らせください。

編集後記
　いい意味でも悪い意味でも慣れてきた新型コロナ対
応の生活に、今回掲載のＺＣ　Ｌ高原裕子のお話の中に
あった「これまで贅沢していたんだな」の言葉は、その
通りだ、と心に響きました。普通に顔を突き合わせて話
が出来ることが、とても贅沢なことだったと感じます。
　私事、私は今年から民生委員を仰せつかり、ご近所
のお年寄りに「つつがなくお過ごしですか？」とお声
がけして回る役を頂いております。市役所でお年寄り
と定義されるのは７０歳以上の世帯なのですが、驚い
たのはその件数の多いこと。私の近所では約半数近く
の世帯がお年寄りとされ、地図に色付けしたらとても
カラフルな地図になりました。
　気になって尾張旭市の人口統計データを見ると、４０
代に次いで２番目に多かったのが７０代の人口でした。
この街全体が私の近所と同様なのか。
　そこで誠に失礼ながら当クラブの名簿を散見。ここ
まで書くと既にお気づきの通り、当クラブも７０代以
上の方が２０人ほどでした。それでこれらの皆様がど
うかというと、ゴルフは上手いし弁も立ち、何よりも気
安く接して頂けて、公に私にご経験から様々なことを
教えて頂ける。そう、これは私にとって正に贅沢と言え
る環境です。そこでお願い。市役所の定義するお年寄
りに該当する皆様にはこれからも健やかにお過ごし頂
き、全ての会合に欠席することなくお越しの上、まだ
辛うじて５０代の私に引き続き贅沢させて下さいませ。

ー  1  － ー  6  －



と、記載されています。心当たりのある方は、よろし
くお願いします。「奉仕の力」の源になっております。
　本日は長谷川逸朗Ｌが元気にご出席されました。ま
た、会員の皆様へ米寿の内祝いをご用意していただい
ております。会員の中で唯一の昭和一桁生まれですが、
これからもますます元気に私ども後輩のご指導とご鞭
撻賜りますようお願いします。
　二度例会を中止しました、本日は例会が出来ること
に、感謝いたします。

Ｌ長谷川　逸朗　米寿おめでとう

 所属（略称） 役職 役員職名
1996 計画 委員 （12月入会）
 LCIF国際サービス 委員 
1997 計画 委員 
 教育青少年指導 委員 
1998 指導力育成 委員 
 献眼献腎献血 副委員長 
1999 計画 委員 一年理事
 献眼献腎献血 委員長 
2000   副幹事
2001   幹事
2002   第3副会長
2003   第2副会長
2004   第1副会長
2005   会長
2006 会員会則付則  前会長
2007 財務 副委員長 会計
2008 会員会則付則  
2009 教育青少年指導  副テールツイスター
2010 YE国際関係LCIF  テールツイスター
2011 YE国際関係LCIF 委員長 
 接待大会 副委員長 
2012 教育青少年指導 副委員長 一年理事
2013 教育青少年指導 委員長 二年理事
2014 ＹＣＥ国際関係 副委員長 
2015 ＹＣＥ国際関係 委員長 
2016 接待大会 委員長 （優待会員）
2017 献眼献腎献血  （優待会員）
2018 PR・IT・編集  （優待会員）
2019 献眼献腎献血  （優待会員）
2020 会員会則付則  （優待会員）

８／３１　第1回　6R　LCIF・国際関係委員長会議

　８月３１日、尾張旭商工会館にて、地区ＬＣＩＦ・
国際関係委員長Ｌ加藤喜久、１Ｚ・ＺＣ　Ｌ多和田兼
道、２Ｚ・ＺＣ　Ｌ高原裕子をお迎えして、地区　Ｌ
ＣＩＦ・国際関係委員長会議を開催しました。
　Ｌ加藤喜久委員長の挨拶の中、ＬＣＩＦ（ライオン
ズクラブ国際財団）は１９６８年の設立以来、世界各
地の人道支援事業に１０億ドル以上の交付金を提供し、
ライオンズ活動を支援してきました。これは、私たち
がＬＣＩＦに寄付したものが資金となっております。
今までＬＣＩＦに寄付をされていなかった方々にも、
少額づつでも協力をお願いし、また寄付するだけでな
く、交付金を積極的に活用して頂きますようよろしく
お願いします。
　又、各クラブの委員長さんより各クラブの目標を発
表して頂きました。
（尚、９月２５日にはウインクあいちにて、地区ＬＣ
ＩＦ・国際関係セミナーが開催されました。講師にＬ
鈴木誓男、Ｌ浜島清美、マーズ佐子（OSEAL　調整事務
局長）をお迎えし、充実したセミナーとなりました。
＜ＬＣＩＦの使命＞・・・人道奉仕事業をおこない、
地域と世界に希望をもたらすライオンズとそのパート
ナーの取り組みを、交付金を通じて支援します。
活動として、人道支援・災害援助・視力保護・青少年
支援・糖尿病・小児がん・食糧支援・環境保全・など
が有ります。

ＬＣＩＦの歳出
　皆様からＬＣＩＦに寄せていただいた貴重な寄付金
が、どのように使われているのか、気になるところで
す。ＬＣＩＦのパンフレットに掲載されている昨年度
決算から抜粋し、ご紹介致します。

ＬＣＩＦ歳出（２０１８－１９年度）
項目 金額 歳出に占める％
交付金 ３７，２３９，１３０ドル 　６３％
プログラム支出 　７，３００，４９１ドル 　１２％
運営管理 　４，５０８，５５８ドル 　　７％
開発 １０，５００，２１６ドル 　１８％

交付金の内訳
活動項目 金額
人道支援※ １４，９２９，９５５ドル
視力保護 １４，２５２，３１７ドル
青少年支援 　３，９５５，２６５ドル
災害援助 　４，７１４，７９０ドル
糖尿病 　２，２９３，５７３ドル

※人道支援には、小児がん／食糧支援／環境保護も含
まれます。

会員スピーチ　Ｌ伊藤　健一

　スピーチの機会を頂き有難う御座います。テーマは
何でもよいということでしたが、ライオンズの場です
ので、ライオンズに関したことをお話しします。
　以前訊かれたことがありました、なぜ例会が木曜日
なのか、の疑問にお答え致します。当クラブは市制発
足記念の年に設立されたのですが、Ｌ大岩、Ｌ太田、
Ｌ川島、Ｌ樋田など、当時の会員には医者の方が多く、
特にＬ大岩は元軍医で発言力が強かったのですね。そ
んなことから（お医者さんの休みの）木曜日になった
そうです。
　もうひとつ、過去の記念事業についてお話致します。
設立当初は文化系の事業が多かった。初代Ｌ堀会長が
小中学校に書庫２１基を寄贈されました。５周年は、
スリランカへの友情の物資を贈りました。１０周年で
は（著名な陶芸作家の）加藤瞬陶の陶壁を文化会館に
寄贈しました。今はもう会館は取り壊されて見ること
は出来ないですが、市の筋の話によれば陶壁はどこか
に保管中とのことです。１５周年は会長Ｌ岩崎が長池
の東屋と、体育連盟開会式などで使われる連盟旗の全
てを寄贈。２０周年は会長Ｌ鎌田が尾張旭駅前広場に
水野又太郎良春のブロンズ像を寄贈。当時私は幹事で
した。年度始めの市長訪問で当時の朝見政冨市長を訪
問した際に、市長室に小さなブロンズ像が置いてあっ
たことから、大きいのを駅前広場に、ということだっ
たのです。日展作家で多治見に工房の有る寺澤孝明さ
んに作成を依頼しました。、約３メートルの台座は市
が準備して、ブロンズ像は２．７メートルでした。私
達はその進行具合を確認すべく何度も多治見に訪問し
たのですが、心配なことになかなか進んでいない。実
は「烏帽子」と「馬」をどのようにするか、悩んでお
られました。期日には間に合ったのですが、寺澤さん
は製作に夢中になるあまり、工房の小屋から出すのを
忘れてしまい、完成したものは大きすぎて小屋から出
ない大きさだったものですから、小屋の間口を潰して
出したということになりました。ついでながら、ブロ
ンズ像というのは出来立てはキンキラキンに光ってい
るのですね。今は落ち着いた色になっていますが。ま
た、２０周年記念式典の際は、来賓への記念品に一合
のぐい呑みを贈ったのですが、これが重いということ
で、幹事である私が後日、リジョン内の各１１クラブ
全てにお配りすることになってしまいました。軽トラ
ックいっぱいに積んで一人で地区をまわらねばならな
いとき、Ｌ秋田昌彦が快く手伝ってくれました。２５
周年はＬ酒井会長が、尾張旭駅前広場に時計塔を寄贈。
３０周年は会長Ｌ寺島美門が、維摩池の前の石像「和
の影」を寄贈しました。３５周年は会長Ｌ長谷川逸朗
が駅前広場に太陽電池式の時計を寄贈しました。４０
周年は旭前駅前広場に、棒の手のブロンズ像を寄贈し
たのですが、その年は東日本大震災の年で、台湾樹林
ＬＣから１５０万円の寄付を受けました。４５周年は
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ご存じ会長Ｌ金田満豊が、市役所中庭に「あさぴーパ
ティオ」、そして市内各所に防犯カメラを寄贈しました
ね。５０周年は尾張旭駅前にステージと、本地に防災
倉庫を寄贈する予定になっています。
　印象深いのは私が第２９代会長のとき、３０周年の
準備だけしておればよい、と思っておりましたら、１
９９９年９月２１日に台湾で大震災が発生し、約２４
００人もの死者を出すという災害が発生したのです。
丁度ライオンズデーのころ、緊急理事会を開いてお見
舞いに行くことを決定し、Ｌ近藤高史とＬ江藤英俊そ
して私の３名で樹林ＬＣのＬ陳水源会長に１００万円
を、訪問して寄贈致しました。そして続く２０００年
５月には、台湾樹林ＬＣのＬ王国城の若くしての訃報
があり、訪台致しました。姉妹提携覚書には供花又は
弔電だったのですが、行くということは初めてで、Ｌ
江藤英俊とＬ近藤高史とＬ鎌田俊彦と私の４名で弔問
致しました。この時のお葬式は、ライオンズ葬とでも
いうか、棺にライオンズ旗を被せて、三角帽子姿でメ
ンバーがそれを担ぐというものでした。
　他にも、当時のＬ岩田とＬ川島が、「メガネが欲しい」
とパラオ共和国のパラオ・ライオンズクラブからのメ
ッセージを受け、先のお二人にＬ江藤英俊と私の４名
でパラオを訪問したことも、印象深いことでした。本
来は渡航することは何もないはずが、この１年間で３
回も海外へ訪問し、国際サービス委員長のＬ江藤英俊
にはその都度同行して頂き、大変だったと思います。
この年はまた、2000年４月２１日に尾張旭郵便局か
ら一日郵便局長の指名を受け、体験させて頂きました。
　まだまだいろいろな思い出がありますが、時間のこ
とがありますからこの位で。皆さんも、これから活動
の中でいろいろ楽しいことが有るはずです。頑張って
いきましょう。有難う御座いました。

Ｌ近藤　高史　喜寿おめでとう

 所属（略称） 役職 役員職名
1984 計画 委員 （11月入会）
 教育 委員 
1985 編集 委員 
 国際サービス 委員長 
1986 会員会則付則 委員 副幹事（10月～）
 国際サービス 委員 
1987   幹事
1988 編集 委員 二年理事
 国際サービス 委員 
1989 会員会則付則 委員 一年理事
 教育 委員長 
1990 計画 委員 
 国際サービス 副委員長 
1991 計画 委員 
 LCIF国際サービス 委員長 
1992 会員会則付則 委員 



９／２　ガバナー公式訪問　合同例会
３３４Ａ地区ガバナー　Ｌ藤井　大川　挨拶

　国際会長の方針、そしてガバナーの方針を皆様にお
伝え致します。
チョイ国際会長は「思いやりと多様性で結束する」
チョイ国際会長は、ライオンズクラブ会員がコロナに
感染などを非常に心配しておられます。いろんな選択
肢がある奉仕活動で、一体になったクラブになって欲
しいというのがチョイ国際会長の願いです。
私の方針「人の環（わ）　心の和（わ）　奉仕の話（わ）
ＷｅＳｅｒｖｅ」。人の環＝皆様と一緒になって、心
の和をもって、奉仕の話をしながら、奉仕をしよう。
　そして地区ガバナーキーワード『One for All，All 
for one』（「一人はみんなのために、みんなは一つの目
的に向かっていこう」）。ライオンズクラブで、奉仕活
動一つに向かって、みんなで結束して行こう、というの
が私の１年間、クラブにお願いしたいことで御座います。
　この新型コロナによって奉仕活動が非常に難しくな
っております。クラブ全員で話し合って頂きたい、そ
れが一つの奉仕活動の結束になるのではないかという
願いで御座います。基本目標が会員増強、LCIF、等
御座います。会員増強も難しいかも知れません。退会
だけはしないように、全員で結束して頂きたい。クラ
ブの奉仕活動、感動出来る奉仕活動をみんなでやって
いく、その力が感動のある事業にするというもので御
座います。是非がんばって頂きたいと思います。
　ＬＣＩＦのシェアリングやマッチング、交付金の活
用が御座います。各クラブでいろんなＬＣＩＦを活用
して頂きたいと思います。名古屋サウスライオンズク
ラブも３年前に、耳の不自由な幼稚園から小学生の子
供達の補聴器をつける事業でした。子供達は成長する
と、聞こえる範囲が少しずつ、ずれてくるんです。今
の補聴器がすごく性能が良くて、ここの範囲の音を特
定して拾える機械なのですが、学校の方の機械が古く
なってしまって、新しい補聴器に合わなくなってしま
っている。県でも予算がない、という話が御座いまし
た。その時にＬＣＩＦから１２０万位でしたかね、お
金を出して役立てさせて頂いております。是非、こん
なものどうかなと思ったクラブが御座いましたら、キ
ャビネットの方にご相談して下さい。
　また、奉仕事業で御座います。コロナで活動しにく
い中、是非知恵を絞って宜しくお願い致します。
　また、ＹＣＥ活動で御座います。本年度は残念なが
ら、この夏、冬についても中止となり、子供達は悲し
い思いをしております。来年の夏こそ、派遣しようと
努力しており、今年の夏に行けなかった子供達に声が
けをしております。もしチャンスがあれば来年の夏行
かないかと、アンケートをとっております。三分の一
くらいの子供達ですかね、もしチャンスがあればもう
一度行きたい、と言ってくれております。是非クラブ
の方でもそういう子供達にチャンスを与えて頂ければ

と思います。海外との公式事業であり、子供達が成長
して帰ってくる、素晴らしい事業で御座います。ライ
オンズクラブってすごい、ひとつの出会い、また子供
達との出会い、是非そういったことをやって頂きたい
と思います。
　これからは私の経験したお話で御座います。先ほど
チョイ国際会長と申し上げました。それって去年の国
際会長じゃない？と思われる方もいらっしゃるかと思
います。本来は国際第一副会長が次の国際会長となる
のですが、去年の１２月１７日にヘンリー・タウンゼ
ント国際第一副会長がお亡くなりになられました。そ
のために第一副会長が空席になり、第二副会長、第三
副会長はそのままで、充当ということが１月の国際理
事会で話し合われました。故ヘンリー・タウンゼント
副会長は色んな事をやっておりました。思いやりが大
切だ、というスローガンにしようとしておられました。
そのことを引き継いで頂けるという同期の国際理事の
ダグラス・アレキサンダーという、アメリカの方が充
当されました。しかし３月の中旬にシンガポール政府
から６月の国際大会について、大規模な行事はやめて
くれ、と国際本部に御座いました。そこで代替地とし
てアメリカのシカゴで国際大会を開催予定で動いてい
ましたが、ご存知のように、アメリカも遂に新型コロ
ナウイルスが蔓延し、国際渡航が不自由となり、今年
は国際大会が開けないということになりました。国際
大会が開けないということは、国際大会における選挙
も出来ないため、国際会長の選出が出来ないことにな
りまして、チョイ国際会長が全ての役員を１年間スラ
イドさせるという決断をされました。そのために２年
間チョイ国際会長が務めるということです。実はチョ
イ国際会長は８月２６日に日本に公式訪問をされる予
定で御座いましたが、アメリカの外に出ると後２週間
は動きが取れない、また帰って来ても２週間動きが取
れないため、もう２月からずっとアメリカでホテル住
まいということで御座います。また、シカゴの本部も、
現在でも一週間に一人の職員が１日しか入れず、後は
テレワークになっております。各クラブからのいろん
な申し込み等も、なかなか処理がうまくいかない。シ
ェアリングも以前ですと大体２週間位で裁可が降りて
きたのが、今はそれが４週間位ということです。それ
でも国際本部はテレワークを導入しながら動いており
ます。この新型コロナウイルスがピンチだけでなく、
何か変革出来るチャンスと捉えて、コロナ禍だからこ
ういうことやってみよう、ああいうことやってみよう
と、いろいろやって頂きたいと思います。
　もう一点、私の経験をお話しさせて頂きます。私は
１９９３年９月に入会式が御座いました。私のスポン
サーは時の会長で、その前に理事会をやっていたので、
まあ座っててもいいよ、ということで座っておりまし
たら、とある方から「君そんなとこに座ってるんじゃ
ない！」と叱責を受けました。これは怖いクラブに来
てしまった、私もまだ３３歳で、上は９０某歳でした
ので、御祖父ちゃんから孫みたいな状態で御座いまし
た。なんとかアクティビティに参加しようと思って、
先ほどお話しさせて頂いた、聾学校の子供達にサンタ
のクリスマスのプレゼントを渡す企画が御座いました。
子供たちがすごく喜んで「有難う！」って言ってくれ
て。その有難うって言葉が私の心に響いたんです。子
供達から奉仕してもらった。これがウイサーブだなぁ、

って思うんです。先輩方が言うウイサーブ、皆で奉仕
していくんだ、というそれだけじゃなく、私が感じた
のは、自分が奉仕したことを受け止めてくれた、それ
が私に対する感動を生んだ、奉仕ウイサーブ、それが
私がずっと続けられた、ひとつの感動を受けたという
話です。これだけは是非お話ししたい思っておりました。
拙い話で御座いましたけれども、有難う御座います。

ガバナー公式訪問　合同例会の様子

　新型コロナの感染予防のため、入り口では手の消毒、
演台にはアクリル板、ソーシャルディスタンスでの客
席の配置、唱和は無し、歌は斉唱ではなく聞くだけ、
ロアーは無く拍手のみ、握手は無しなど、随所に工夫
がなされた形で行われました。新しい生活様式を探る
中で暗中模索せざるを得ない、主催者の努力を随所に
感じることが出来ました。

８／２５　６Ｒ　ＭＣ委員長会議

６Ｒの平和ポスター事業経過報告
　８月２５日　第１回　６Ｒ　マーケティング・コミ
ュニケーション委員長会議で、　国際平和ポスターコ
ンテストの経過が報告されました。新型コロナ流行を
受けて、キャビネットとしては、やれる範囲でやって
いただきたいとのコメントを受け、実質は各クラブそ
れぞれの実施判断という状況にならざるを得ませんで
した。その結果、６Ｒにある１２のクラブでは、丹羽
ＬＣは例年通り実施、春日井中央ＬＣは学校単位、春
日井さくらＬＣは学校掲示板に案内など形を変えて実
施、他の９つのクラブは中止のやむなきとなりました。

ＭＣ（マーケティング・コミュニケーション）とは？
　マーケティング・コミュニケーション（以下ＭＣと
略）という聞きなれない言葉。
　ライオンズクラブ国際協会が作った造語で、ＰＲ（広
報）するだけでなく、クラブを世間に売り込む（マーケ
ティングする）意味合いが強く加わっております。ラ
イオンズじゃない会での活動で、バッチや帽子などの
ライオンズグッズをチラつかせたりすることも、控えめ
なマーケティングとされるようで奨励されております。
　国際協会の発行するマーケッティング・コミュニケ
ーション委員長ガイドブックがＷｅｂで公開されてお
りますが、英語から無理やり日本語に訳したような表
現でとても難解です。以下はそこからの抜粋です。

「ＰＲには、ありとあらゆる形のコミュニケーション
が含まれます。また、ライオンズのラペルピンを着用
することや、パレードで行進するなどの行為も等しく
重要です。クラブが行う奉仕活動を地域に知らせるよ
うな効果的なＰＲが、地域からの支援を促すことにつ
ながります。ＰＲはクラブの会員を増やす取り組みの
一助ともなり得ます。人々は、成功しており、かつ信
頼のおける組織に所属したいと願っています。自分の
クラブと、クラブが行っている有意義な活動を積極的
に宣伝することが、地域において良い印象を与え、参
加価値のあるクラブであることを示していくことにつ
ながるのです。
　広報はすべての会員の責任ではありますが、ＭＣ委
員長は特に以下の役割を担います。
・マスメディアを含む地域社会に対し、クラブについ
　ての情報を発信する。
・クラブ内部にＰＲ活動の内容と結果について知らせる。
・国際本部にクラブの素晴らしい奉仕活動やプログラ
　ムについて報告する。」

９／２４　９月第二例会
会長　Ｌ若杉　和久　挨拶

　本日は、例会にご出席いただきありがとうございます。
　今月、国際会長より各クラブにメールが来ておりま
すので、ご紹介します。
　件名は、「地域社会を通じて奉仕の拡大を」とあり、
私たちが奉仕するとき、それは思いやりの行為以上の
ものであり、自分のパーソナルなものとなります。皆
さんのご献身は、皆さんが関わりを持たれている人々
の生活を豊かにし、お互いの関係を強めます。皆さん
は単なる一人のボランティアにとどまることなく、地
域社会において不可欠な存在となります。このつなが
りの重要性がかってないほど高まっています。安全に
奉仕を続けていく上で、地域社会との関係構築に焦点
を置くことは非常に大切です。私たちの使命は奉仕す
ることですが、私たちの奉仕は周囲の人々に、行動を
起こす意欲と活力を与えます。そして私たちが団結し
たときに、新たな課題に立ち向かい、私たちにとって
最も重要となる問題を解決する力を持てるのです。
今後ともよろしくお願いいたします。　国際会長ジュ
ンヨル・チョイ
　以上の文面が届いておりました。ＬＣＩＦ財団を通
じて各国に新型コロナ感染症の関係寄付がされている
ので、そのお礼のメッセージと、今後新型コロナ感染
症の配慮しながら、奉仕活動を続けてほしい二つのメ
ッセージと受け取りました。
　尾張旭ライオンズクラブの事業から新型コロナ感染症
が発症しないように、今後も気を配りクラブ運営を進め
ていきたいと思います。尾張旭市の活力となる奉仕活動
を、会員皆さんに色々とご協力をお願いして進めて行き
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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