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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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6R第2回MC委員長会議

理事会

第一例会

結成50周年来賓登録部会

地区LCIF親睦ゴルフコンペ

6R・2Z第2回ガバナー諮問委員会

延期 還暦を祝う会

中止 第二例会

第１運営(PR･IT･編集)委員会

延期 第一回音好会

6R第2回YCE･レオ委員長会議 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

飲酒運転根絶キャンペーン

理事会

瀬戸・尾張旭LC親善対抗ゴルフ大会

交通安全啓蒙塔リニューアルお披露目式

第一例会　第１運営(計画)委員会

ライオンズデッキ除幕式 キャンドルナイト

６Ｒ臨時リジョン会議

第二例会(通常)

　尾張旭市社会福祉協議会第2回評議員会

　結成５０周年記念大会役員会

第１運営(財務)委員会

理事会

令和３年新春ゴルフ大会

第一例会(通常例会)

第二例会

理事会

第一例会

第二例会

1 0 月 出 席 率 1 1 月 出 席 率

第一例会 10月8日 82.61％ 

第二例会 10月22日 80.43%

第一例会 11月12日 82.61% 

第二例会 11月26日 中止 

会報誌
電子版

　 　 ク ラ ブ カ レ ン ダ ー （12月3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。）



１０／８　１０月第一例会
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。
今年の十五夜は先週の木曜日１０月１日でした。１年で
一番美しいと言われる「中秋の名月」を鑑賞し、収穫な
どを感謝する行事です。平安貴族が中国の優雅な観月を
取り入れて、秋の収穫物を供えて実りに感謝する行事と
なりました。芋類の収穫祝いを兼ねているので、別名

「芋名月」といい、里芋やさつま芋を供えます。今年は
１０月１日でしたが、旧暦の８月１５日の月を指すため、
毎年変わります。旧暦では７月～９月が秋にあたり、秋
の真ん中である中秋は空が澄み渡り最も月が美しく見え
るため、中秋の名月と呼びお月見をする様になりました。
お米を主食にしている日本の行事は餅や団子が欠かせま
せん。お月見では十五夜にちなんで１５個の団子を三方
や皿に白い紙を敷き、盛ります。団子を食べるには、これ
から実るものに対し豊作を祈願して、お月見をした後に、
月に感謝しながら食べましょう。またススキを生けて供
えますがススキの鋭い花模様が魔除けになるとされてい
る為に供えられています。秋祭りの由来も、五穀豊穣、無
病息災を祈願しての祭事とされていますが、今年は新型
感染症の為に中止となる行事も多く、私の地域でも縮小
しての行事と聞いております。私個人としては、十五夜
の通り作物収穫の祝い、そして無病息災の祈願として、
するべき事はしないといけないと思っています。
　クラブ運営とは少し離れた挨拶になりましたが、皆
様の無病息災を祈念いたし挨拶とさせて頂きます。

会員スピーチ　Ｌ近藤　高史

　私の経歴から思い出深いことを話したいと思います。
小学校の時に母親から言われて、ぶ厚い本で憲法を勉
強しました。第一条と第二条は今でもそらんじること
が出来ます。
第一条　天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の
象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の
総意に基く。
第二条　皇位は、世襲のものであつて、国会の議決し
た皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
中学二年生のときには、先生から「若いという特権に
真剣に取り組め」と言われました。若かったもんです
から、意味が分かりませんでしたが。この齢になると、
やっておけば良かったと、思うこともあります。
　高校では漢文の先生に「むしろ鶏口となるも牛後と

なるなかれ」と教わりました。皆さんも社長さんが多
いので同じ思いと存じます。
　大学生のとき、１年間ＮＨＫでカメラアシスタント
のアルバイトをしました。これによって芸能界の内容
を知りました。私も芸能界で活躍したかったのですが、
顔が悪いは、言葉が悪いわ、すぐ忘れるわで、これは
無理だと思いました。そんなときに中村玉緒に会いま
した。このことが一番印象的で、背が小さくて、おさ
げして、まるで子供に見えました。
　ついでにもう一つ、ＬＣＩＦ献金が尾張旭の通算で、
４０９件あります。開始の１９８７年にＬ安藤語とＬ
池垣俊夫とＬ加藤孝とＬ近藤繁と私、これが初めてで
す。平均すると１０万円少々になると思いますが、お
そらく５０００万円近く寄付していると思います。あ
りがとうございました。

会員スピーチ　Ｌ水野　英哉

　皆様、今日は。
　私が例会を休むようになり十数年が経っています。自
分の病歴からお話し致します。２０１５年、２回ほどの
吐血で緊急入院いたしました。色々な検査行い最後には、
肺の中にカメラを入れました。この検査は胸部の負担が
大きく、二度とやりたくないほど苦しいものでした。
　続きまして２０１７年、今度は右手の腱鞘炎の手術
を致しました。腱鞘炎なら簡単に治ると思っていたら、
手術では手の骨を切り空洞にされました。運悪くその
手術で入れた金属と骨との相性が悪く、骨に悪い影響
を受けるようになり、余分な病に冒されてしまい、鉛
筆も握れなくなってしまいました。どうしても鉛筆が
握りたいですから、よその病院の治療を受け、朗報の
言葉を受けました。これで鉛筆を持ち文字が書けると
思い、即座に手術の承諾を行いました。
　実は、わたくしを紹介した先生が、紹介先の病院へ
行き、こういう患者が来るから適切に診てくれと話し
たそうです。病院にはいろいろな先生がいる。プライ
ドの高い先生には、できるだけ簡易な言葉で簡易に話
して頂ければ良かったものを、親切で、過剰な言葉を
掛けたということで、紹介受けた医学教授は、最後まで
黙って何にも言わないのです。退院した時も同様でした。
　その後も、激痛を伴う時もあり、もう一度と思うよ
うになり、神頼みと同様に、病院を探し求めました。
最後はＮＴＴ病院の専門医にかかりました。そしたら
直すことは出来るけど私に任せてくれとの一言です。
どのような手術か聞いてみたら、「健常な筋を半分に
割いて、固定できない骨に穴をあけ、割いた筋を穴に
とうし固定」するそのやり方しかないと言われました。
それを聞いて私は、そんな勇気ないです、前の手術で
骨を切って骨が腐った、またこれで異常を来したら、
もう手を切断せねばならない、私は親から授かった体
はそのままで、この世を終わりたいです、かたわで死
にたくないと断りました。それからというもの、やは

は翌月に行って一週間楽しんで来たそうです。それ位楽
しい付き合いの中で、ライオンズクラブをやってきたつ
もりです。そしてその中に於いても、楽しさと反面の厳し
さとルールが有ります。今はキャビネットも正直な話何
でもありという方針をもっていっておりますが、基本的
には事業費を運営費には回さないという決まったルール
がずっと有りましたが、キャビネット自体が、仕方がない
のでいいというそんな様々な手を使ってという事で、Ｌ
西井隆一が会長の時に目的ドネーションというのを進め
られて、目的があればいいということで、事業費を運営費
にもっていく事になりました。今は人数も多く、運営もそ
れなりに出来ると思います。ただ、ライオンズクラブも青
年会議所ほか様々な会も、本来は事業がメインであって
運営は質素で良いんですよね。運営費に全部使っちゃう
と事業が何も出来ないという事です。ちょっと耳が痛い
話ですが、例えば昔の話で、家族会をやってその運営にお
金が足りないときは、会長か委員長がバス代をドネーシ
ョンしたりして、事業にドネーションするのでなくて運
営費にドネーションすれば、運営費がひっ迫することは
無くなると思うのです。だから地味な方の金銭的援助を
今後の役員たちがしていくと、運営費が不足するという
事は無くなると思うのです。そうすると事業費からわざ
わざ繰り入れなくてもいい。ですから家族会も何もかも
会費を取るようにすれば、運営費を圧迫することは無くな
ると思っています。事業費にドネーションをいっぱい出
すのを少し減らして、運営費に会費を取っていただけれ
ば、ルールは守れると、ずっと見て来て思っております。
　ただ様々なライオンズクラブの中で、こういう時代だと
何か言ったら皆すぐ辞めちゃうから、まあそれでええじゃ
ないかと、そんな方向に向かっているんじゃないかなと思
っております。私が一番望みたいのは、各委員会の委員長
は会長方針の下で自分がやりたいことをやられて、委員会
を招集して、委員長が懇親会というか意見交換の場を自ら
設けて、皆で委員会を盛り立てようという中でやって頂け
るとよいと思っております。おそらく今は殆ど、会長・幹事
でクラブを運営されているのではないかと思っております。
委員会一つ一つが、もう少し活発化すると良い、そんなこ
とを思っております。委員会の招集も広い場所でやれば密
にもなりませんし、また、お互いの顔を見せればライオン
ズの皆が楽しくやれる、離れていかないはず、との思いが
有ります。そんな中で皆が膝を交えてクラブを運営し、そ
して様々な奉仕活動を出来たら最高だ、と思っております。
　そして、いろいろな方が他界されますが、ライオンズクラ
ブを好きで他界される方には、皆ブルゾンとかの制服をお棺
に一緒に入れて葬儀をされるなど、様々な思いで家族がやっ
ておられます。そうしたこともこのコロナ禍で薄くなって
いるのではないかと思います。本当に良い会で御座います。
どうかもう一度、伝統などを皆さんで守って頂きたく、今
後私も頑張って行きます。どうか宜しくお願い致します。

１１／３０　薬物乱用防止教室
教育・青少年指導・社会福祉・保健委員長　Ｌ谷口　久公

　今年度最初の事業として、２０２０年１１月３０日（月）
に尾張旭市立東中学校・体育館にて、３年生（約２５２名）

を対象に５時限目の１３時５０分より５０分間開催。
　コロナ渦ということで当クラブの参加者も最小人数の
若杉会長、Ｌ森下鉾二、Ｌ日比野和雄、Ｌ岩崎巌、Ｌ西垣
賢一と私（谷口）の６名の参加となりました。感染予防の
ため生徒さん達も縦横１ｍの間隔をとり、内容もＤＶＤ
鑑賞を中心として、講師はＬ日比野が熱弁。最後の決め
文句の薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ！」の全員唱和で終わ
るのですが、今回は飛沫防止のため静かに終了しました。

１０／１９　ゴルフ部会コンペ

　１０月１９日（月）は前夜からの雨も空けて曇天の
中、ゴルフ部会コンペがウッドフレンズ森林公園ゴル
フ場にて開催されました。２４名の参加者による新ぺ
リア方式でスコアを競い、前回のＬ西井隆一慰労ゴル
フコンペの優勝者Ｌ谷口久公が、今度は更にベストグ
ロスを合わせて連覇の偉業を達成されました。

誕生日おめでとう

Ｌ鈴木　清章　　S53.10.22 (４２) 午
Ｌ河口　政実　　S36.11.10 (５９) 丑
Ｌ渡辺　政男　　S24.11.11 (７１) 丑 
Ｌ赤川　和夫　　S22.11.21 (７３) 亥 
Ｌ伊藤　憲男　　S15.11.25 (８０) 辰
Ｌ花村　利光　　S39.11.28 (５６) 辰

奥様誕生日おめでとう

三浦　美恵様　（Ｌ三浦　一成）　10.5
須嵜きら子様　（Ｌ須嵜　　昭）　10.12
Ｌ服部よし江　（Ｌ服部　正勝）　10.17
戝部　幾美様　（Ｌ戝部　康弘）　10.20
河口美智子様　（Ｌ河口　政実）　10.24
Ｌ太田かつ子　（Ｌ太田　武人）　11.10
若杉　淳子様　（Ｌ若杉　　拓）　11.12
Ｌ水野　明美　（Ｌ水野　英哉）　11.26
水野真理子様　（Ｌ水野　真吾）　11.27

編集後記
　期せず会員スピーチ特集号となりました。それぞれ
に深いメッセージが刻まれております。力のこもった
熱弁に感謝申し上げます。

ー  1  － ー  6  －



り、体調良くはなりません。
　実は、女房と二人でゴルフに行き、１ホールだけで
帰ってきた記憶が御座います。その後も１０年経って
５回ほどゴルフに行きましたが、クラブは飛んでいく
は、手が痛くなり何が何だかさっぱりわからない。で
も歩いて回れたということだけは自分で納得はしてお
ります。まだまだ体調管理にゴルフは良いと思い、も
う少しきつく自分に合ったギブスでも何でもいいから
装着し、動ける体になりたいと思っております。今もサ
ポーターをしておりますが、その下に後二つサポーター
をしてかたく固定しております。手に血が通わなくとも
少しでも遊べるという事に専念をして遊んでおります。
　最近では平衡感覚が少し弱くなりました。年に２回
ほど入院しております。その時に、異常がないか調べ
現状維持に努め、動ける体の持続に努めております。
　言葉の方も昔ほど呂律が回らなくなりましたが、なんと
か老人病だけは少し和らげるようにと心掛けております。
　じつは、今日も休むつもりでしたが、ＦＡＸを見る
とここで休んではいけないと思い、足を棒にしてでも
いいから出席して言葉を出したい、そういうつもりで
御座いました。今後とも、休みが多くなると思います
が、体の許す限り在籍して参りたいと思います。
　こうして１０年間を振り返ると、皆様と顔を拝聴させ
て頂け、楽しみと勇気を頂けありがとうございました。

会員スピーチ　Ｌ秋田　昌彦

　クラブへ入会致しまして４４年になります。その間
様々な事が有りました。本当に良い事、悪い事、まあ
悪い事はキャビネットで有った事です。良い事として
尾張旭がトップになった事、それをひとつ皆さんに話
そうと思っておりました。
　３３４－Ａ地区の献眼・献腎・献血・骨髄推進委員会、
これで尾張旭の献眼者が愛知県でトップになりました。
私が入会して４年目位から、三献骨髄推進委員会、特に
献眼をとキャビネットから言われてやってきました。な
かなか登録されても献眼者が無かったのです。どうした
ら献眼する人が増えるだろうということを皆で議論した
のです。登録表を作り献眼登録をされた方々の家の部屋
のよく見えるところに貼ってもらったらどうだろう、と
いう意見も御座いました。でも登録してなくても献眼出
来るじゃないか、など様々な意見も出ました。こんなこ
とから、だんだん献眼者が増えてきました。当初は年間
で５名ほど、そして１０年ぐらい経った時には年間３０
件以上となったのです。それから１５年位に、６リジョ
ン江南ＬＣよりガバナー立候補がありました（故Ｌ大脇
正太郎）。そこで尾張旭ＬＣに三献骨髄委員長というこ
とで、私が指名されました。このあまり良くない頭で１
年間、各リジョンに出向き、持ち時間４５分のスピーチ
を行いました。最初は日本赤十字の先生の書かれたもの
を読んでいただけでしたが、だんだん慣れて原稿無しで
喋れるようになったわけです。この年も３２名の献眼者

が有りました。今でも一つのクラブで１００人近くの献
眼者が有るというところは有りません。

１０／１２　地区若手リーダー育成研修会　Ｌ田中　信吉
　１０月１２日、名駅ウィンク愛知にて行われました
地区若手リーダー育成研修会に参加させて頂きました。
研修会ではＬ浜島清美前ガバナー、Ｌ加藤史典元ガバ
ナーによる研修会が行われました。ライオンズクラブ
の基礎知識、ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）
の仕組み、リーダーの重要性・リーダーシップについ
ての研修会でした。ライオンズの初歩的事からＬＣＩ
Ｆの国際的な奉仕事業などの講習会でした。最後に６
チームに分かれてのワークショップでした。私たちの
チームは会員増強についてでした。魅力あるクラブに
する為の意見交換をさせて頂きました。そして全メン
バーの前で発表という大役をさせて頂きました。
　例年は一泊研修会とのことでしたが、今年は懇親会
も無く他の参加者の方との交流も少なくなってしまい
残念でした。只、今年の参加者は次年度の地区若手リ
ーダー研修会もお声がけ頂けるとの事でした。時間が
合えば是非参加したいと思います。大変貴重な経験を
させて頂きありがとうございました。

１０／１２　６Ｒ第１回奉仕事業委員長会議　Ｌ須嵜　昭
　委員会統合により再編された当会議が今年度初めて
開催されました。これまで委員会は環境保全と献眼・
献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚・糖尿病予防を含め
たいわゆる「六献」の社会・医療事業とライオンズク
エスト・薬物乱用防止を中心とした青少年育成の二つ
の事業が統合され、奉仕事業委員会となったものです。
第1回の今回は本年度の役員、委員の紹介と活動計画
のあらましについて説明がありました。
　組織変更された委員会ということと、コロナ禍の中、
委員長会議は開催されたものの、顔合わせにとどまっ
た感があります。委員長Ｌ竹川亨志が欠席されたこと
もあり、キャビネット内の方針については計画実現に
向けた具体的な方針の説明に乏しかった感は否めませ
んでしたが、各クラブに求められる内容については、
今後当クラブ委員会内でも協議し、コロナ後の本格稼
働に向け準備が必要と感じました。以下、活動計画案
と説明を抜粋します。
ＧＳＴ（Global Service Team　グローバルサービ
スチーム）国際奉仕委員会
〇各クラブに奉仕委員会の設置と奉仕委員長の選任徹
　底→当クラブＬ須嵜昭
〇LCIフォワード仕上げの年
　目標の「２億人以上への奉仕」はすでに達成。アク
　ティビティの地域ニーズへの貢献の検証を求められ
　ているとのこと。
〇Walkathon（ウォーカーソン）
　前年度ＧＳＴ国際委員長より発案されたOCEAL 　
　Walkathonはコロナの影響で中止。国際委員長続
　投により、ライオンズデーもしくは３月頃に実施す
　る可能性あり。
〇アクティビティ資金の活用
　マッチング交付金、地区シェアリング交付金、クラブ
　シェアリング交付金の活用を検討し奉仕事業の計画を
　検討してください。→すでに今期は事業予算確定済み。
〇今年度重点事項

ルス感染症の第三波が来たと考えても良いでしょう。最
近では、感染者が全国的に増加の傾向があり、これから
十二月、一月、二月と寒くなるにつれもっと増えなけれ
ばよいのですが、先ずは感染されない、感染させない。
マスクの着用、手指消毒は忘れずにしっかりと守りまし
ょう。当クラブ運営も一月以降、このまま第三波が続く
ようでは仕切り直す事も、必要かと存じます。皆様のご
意見を聞かせていただき、ご指導をお願い申し上げます。

会員スピーチ　Ｌ佐藤　勝美

　皆さんこんにちは。今日のプログラムを見て頂くと私
の後は青山さんという事で、個人演説会のような感じに
なっておりますが、今日はそれはやりません。（会場爆笑）
　事業を成功に導き適正な報酬を得て、その幾らかの余
裕で奉仕をするというのがライオンズのメンバーである
と思っております。事業を成功に導くためには、やはり
実力だとか、器量だとか、努力だとか、様々なものが有
ろうかと思いますが、「運（うん）」というものも必要では
ないか、私は運に導かれて今が有ると思っております。
　私がまだ若い頃、池田工務店に勤めていたところです
ね、金山の駅前で日新観光ビルの工事をさせて頂いて、
その竣工式での社長さんの挨拶の中で、日新観光は名古
屋の駅前にビルを持ち、金山の駅前に持つ事が出来た、
これは私は運がいい、運が良いからこういうところで商
売が出来る。なぜ運が良いかというと、社名に「にっし
んかんこう」と「ん（うん）」が二つも付いている。それ
で私は今のところ成功しているのだ、と言われたのを覚
えておりまして、自分が社名を決めるとき、協和工務店
と「ん（うん）」が付いているので、これで良い、と思い
ました。そこで尾張旭ライオンズクラブの皆さんの社名
を調べてみました。「ん」の付く社名が２１、付いてな
い社名が２１で、半分のひとには「ん」が付いている。
もう一つですね、これも修業時代の話ですが、材木屋の
社長さんが招待してくれた時に、新規のお客さんにモノ
を売るとき、建設業ではカタカナ文字の社名には警戒し
て付き合う、池田工務店という名前は漢字ですので、掛
け売りでも何でも出来ますよ、と仰られているのを聞い
ておりました。４０年以上前の話ですが、建設業という
のは封建的というか、あまりハイカラでは無かったとい
う事で、昔からの名前が多かった時代でしたが、そうい
うハイカラな名前は警戒して付き合う、そんな話も聞い
たことも有ります。これも調べてみましたが、皆さんの
中に１９社カタカナの名前が有ります。
　それともう一つ、私が池田工務店を出てからですが、ゴ
ルフを誰もがやれるような時代になった頃、あまりゴル
フが上手い社長さんのところには警戒して付き合うとい
う話を聞いたことが有ります。上手い人には銀行もお金
を貸さない、と聞いた時代でした。私の周りでもあまりに
ゴルフに夢中になって商売に失敗した人も確かに有りま
した。しかし全部が全部そういうわけでもない。ここに
いらっしゃる皆さんはそれぞれ、ゴルフも上手で事業も
成功された方だと思いますのでとやかく言うつもりは御
座いませんが、私は社名に「ん」が付いている、カタカ
ナ文字ではない社名を付けている、そしてゴルフはあま
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り上手くならない。この様なことを実践しながら、私は
事業を何とか成功に導いてきたつもりで御座います。
　それで今私が言った三つのことを、まるきり正反対に
やっていて成功されている方がいらっしゃいます。それ
は社名に「ん」が付いてない、カタカナの社名である、そし
てゴルフが上手い。本当に私とは正反対のかたが、私の次
にスピーチをされます。（会場爆笑）　私と正反対でも事業
を成功された、本当に凄い方だと存じます。改めてこんな
凄い人がライオンズクラブにいるのだな、と感心します。

会員スピーチ　Ｌ青山　省三

　先のＬ佐藤勝美のスピーチでは、過分なるお褒めの
言葉を頂きまして有難う御座います。ライオンズクラ
ブの思い出というのは本当に沢山お話する事が有るの
ですが例会時間の都合上ということで少しだけ。
　まず私が入会したのは４３歳の時です、約２６年経っ
ております。その頃は、まだ会員にお医者さんが２～３人
おりましてね、豪快な方で、ずっとライオンズを気を使っ
てやって来たというつもりで御座います。昔からの多く
のしきたりの中で、ライオンズが運営されて来て凄いな、
と思っておりました。そんなときに、先程スピーチされた
Ｌ佐藤勝美が先に入会していて、もう幹事もされていて
凄いな、何でこんなに差がついたのかなと思っておりまし
て、そんな中でなんとか頑張ろうと思ってやってきました。
　私は早い時期に会長を拝命しました。その時には偶然
３人の方々が、次期会長、第一副会長と、ゾーンチェア
パーソンだったかな、事情で辞められたました。３人が退
会して、私とＬ西井隆一とＬ沖田孝雄と３人が至急呼ば
れまして、３人いなくなるんだ、第一・第二・第三の会長
を皆でやってくれと、Ｌ江藤英俊から言われました。やは
りライオンズは断らないという事で、三人がスカッと第
一・第二・第三を受けた、そんなエピソードが有りまし
た。そしてライオンズ、人と人の付き合いをするのがライ
オンズらしくて楽しい、と思っております。一つ苦言とい
うか、最近そういう付き合いが少ないと言うか、今はコロ
ナ禍ですから中々出来ませんが、自分では、例えば前会長・
幹事を労う会など、様々な会を作ってやって来ました。委
員長というのは今、仕切っちゃって皆同じような委員長
で、委員長が方針を語る場が無いと私は思っております。
一つの委員会に４人の委員長がいたら、それぞれ話した
ら長くなりますので、今までは一つずつの委員長の委員
会を開いて、委員長の思いの中でやって行くと言うか、委
員長が委員会を招集していた覚えが有ります。私が委員
長の頃には、正直言って集まるのが好きですので、委員会
を夜にやったこともあります。もちろん飲食実費で会の
お金は一切使っておりません。そういう楽しいライオン
ズ生活を送って来ました。そしてもっと楽しい思いをす
るのが台湾。最近コロナ禍で台湾にも中々行けませんが、
台湾にもよく行きました。台湾の周年には勿論行きまし
たが、それ以外に訪問するのにどういう理由をつけよう
かと考えて。台湾では毎月と言うか、例会のときに各地域
の近隣のライオンズクラブを呼んで楽しくやっているん
です。その例会を訪問した覚えがあります。台湾のライオ
ンズの接待は夜の二次会まで本当に楽しい。それで某Ｌ



　・クラブがコミュニティのニーズに合った質の高い
　　奉仕活動をするための支援
　・アドボカシー活動（様々な社会の課題を解決する
　　ために、政治を動かすための提言をする）の理解
　　を高め参画するための支援。
事業委員会
〇薬物乱用防止認定講座
　有資格者を継続するために実施→当クラブでは継続
　のため受講予定。
〇糖尿病予防セミナー
　11／14の糖尿病予防デーに予定されていたがコロ
　ナの為中止し、クラブ内で実施をお願いしたい。
〇各クラブ奉仕委員
　ＧＳＴとの関連性、地区組織との連続性を鑑み、各
　クラブにおいて奉仕委員を設置し中心となって事業
　推進を図る。

１０／２２　１０月第二例会
会長　Ｌ若杉　和久　挨拶

　本日も、例会にご出席いただきありがとうございます。
　先回の例会にて少し話題に有りました棒の手につい
て、無二流棒の手保存会の一員としてお話させていた
だきます。尾張旭市の棒の手は愛知県無形民俗文化財
に１９５８年（昭和３３年）指定を市内五流派が受け
ました。その内の一つが、無二流といいます。無二流
棒の手の起源は１３６１年に尾張旭市の一部となって
いる旧新居村を開いた水野又太郎良春が奈良県吉野金
峰山寺の執行吉水院宗信法印から棒術と修験道儀礼を
授けられたのが始まりで、新居村の農民に教え、村の
祝祭に取り入れたものが、今日まで伝承されています。
無二流の名称は水野氏の別名が無二と称されていたこ
とから名付けられたとされています。棒の手に使う道
具は棒と木太刀が主で武器として用いられるだけでな
く、神や先祖の霊のよりしろや、五穀豊穣の祈願あるい
は感謝の象徴となっています。作法や形については、
無二流では左右何れの場合でも前の足を伸ばし後ろ足
を曲げる形をいたしますが、蔵王権現にあやかる姿だ
としてほとんどの演技はこの足型で行います。演技に
先立ち用具を持たない左の手首を一回まわす動作が有
ります。これを「いちがんし」と称し修験者の作法の一
つの「へんぱい」に由来すると言われ、相手に怪我をさ
せず自分も怪我をしない作法とされています。このよ
うに無二流棒の手は修験者の儀礼を伝承いたしており
ます。尾張旭ライオンズクラブから、尾張旭駅前広場
の水野又太郎良春の像、旭前駅では演技（肩受け）の像、
文化会館の陶壁と寄贈いただき、有難うございます。
　かいつまんで一部の説明をさせていただきました、
まだお伝えしたい事は沢山ありますが、本日は尾張旭
ライオンズクラブの皆様に感謝いたしまして挨拶とさ
せていただきます。

会員スピーチ　Ｌ太田　武人

　自身の生れてから今日までの思い出を、家族、両親等にも
話した事も有りませんが、本日スピーチの機会を戴きました
のでお話しして自身の心の中を空っぽにしたいと思います。
　戦前生まれ、終戦後に小学生になり、教科書は父が茶色
の紙に筆で書いた本を持参した記憶が有ります。終戦近
い頃、空に白い（後に飛行機雲と判りました）リングが遠
くの空に沢山浮かんでいるのを今でも目に焼きついてお
ります。ラジオの前で家族、近所の人達が聞いているのを
何だろうと思っていました。当時の我が集落も３０軒程
有り、その中の６軒が電気が無くランプで生活しており
ました。たぶん昭和４０年頃迄で、その後は各家も子供が
他県や飯田市内に就職し又家族を持ち、両親を引き取っ
て家を引き払ってしまい、家屋も現在有りません。
　私の一生忘れない思い出――小学校は分校１クラス、
中学校は３クラスになり、家より約５０分山道を通学の
距離でした。小・中学９年間同クラスの一人は両親が栄
養失調で亡くなりましたが。机は二人掛け用で、９年間
で７年近く同一机で授業を受けて居ました。彼は小学生
の頃、昼飯はおそらく先生が面倒を見ていたと思います。
　中学生になると、女子生徒は各々が少しずつ分けてあ
げていた状態をよく見受けました。今でも彼が笑顔でう
れしそうにしている夢を見る事が有り、もっと麦飯・芋・
かぼちゃ等をあげれば彼は喜んだと――後悔＆後悔。
中学生１２０の内、高校進学生は１０％程度でした。
我が家の長男も高校進学させるかどうするか、両親が
親族会議を開き、進学させることを決めました。
　高校卒業後、熊谷組名古屋支社に入社し、一週間後
豊川の現場配属になり、５年後に名城大学夜学へ１時
間半余の時間をかけて通い、帰ると夜中の１１時頃、
自宅に帰り洗濯等を行なった思い出があります。
　大学４年の時、一級建築士に合格し、結婚もしまし
た。卒業後２年程して自分で独立して仕事をしようか
と思い、熊谷組を退職し設計事務所へ修行に行き、３
７歳の時会社を立ち上げ現在に至っております。
　会社は建築の設計・監理業務で県外の７ヶ所で設計監理
業務を行っております。間もなく８１歳になろうとしてい
ますが、体力気力も末期に近づきつつ有ります。これからも
ライオンズの皆様のアドバイスを受けながら、出来る限り
会員としてボランティアを続けるつもりでおりますので、
ご指導の程お願いして私のお話を終わらせて頂きます。

会員スピーチ　Ｌ服部　正勝

　私のライオン歴
１）クラブに入会した動機理由

　私がクラブ入会した理由は大変単純な理由で、私のス
ポンサー故Ｌ加藤桂一は真面目なライオンで私の師と思
っていた方でありました。ある時、Ｌ加藤からライオンズ
クラブに入会のお誘いがありました。当時クラブの名前
は知っておりましたが、内容は知りませんでしたので、考
えておきますと返事をした所で御座います。そして２週
間位して来店して頂き、会社の周年が有るという事で沢
山のお菓子を買って頂きました。そしてまた２週間位し
ましたら当時の会員委員長の故Ｌ津村明男に来店頂き、
ＰＴＡに使うからと沢山のお菓子を買って頂きました。
ライオンズクラブに入る前からクラブの人がたくさんお
菓子を買ってくれるので、入会したらもっと沢山お菓子
を買ってもらえると勝手に思い込み、クラブの内容を考
えないで入会しました。
２）クラブに入会して
　菓子職人で根暗な性格で、特に人前で話をすることは大の
苦手でありましたが、平成元年にクラブに入会し在籍をして
おりますと、委員長や副委員長の役が回って来まして、下手
な委員会報告や発表をしている内に少しずつ成長し、人前で
何とか下手ながら話をすることが出来るようになりました。
３）クラブ幹事・会長になって
　Ｌ伊藤健一が会長の時に幹事に就任しました。その時は
大きく変化した時でありまして、会長・幹事はライオンズク
ラブの顔として、クラブ内外に於いて事業や打ち合わせ等が
あり、尾張旭で目立つ存在になって来る訳です。その影響で
万博の時、オール尾張旭で愛・地球博ｉｎ旭が出来、そのリ
ーダーと観光協会会長、尾張旭指定ゴミ袋協同組合副理事長
と、役が回って来た所であります。そしてライオンズクラブ
の副会長が回って来ましたので、会長の時はＬ山本喜重に幹
事をお願いした所でありますが、当時商工会会長を務めてい
た故Ｌ内田剱之介が、体調不良のため商工会会長を務める事
は出来ないので、次の商工会長をやってくれと言われました。
そこでＬ山本喜重に相談しましたら、絶対商工会会長を受け
るべきと強く言われました。しかしライオンズクラブ会長と
商工会会長を兼任すると、年間３６５日の内２００日くらい
出るという事で、クラブに役職を降りる旨を申し入れまし
た。クラブから了解をして頂き、商工会長に就任をしました。
そして商工会会長を降りましたらすぐクラブ副会長が回っ
て来まして、今度は順調に会長になり、幹事をＬ赤川和夫
にお願いしました。また、その時には樹林ＬＣとの姉妹提
携35周年の年で、35周年記念式典委員長をＬ伊藤健一に
お願いし、今までにない形でやってみようと、長浜ロイヤ
ルホテルにて一泊で盛大に開催することが出来ました。
　このように、ライオンズクラブに入って成長すること
が出来、今日に至っております。皆様も是非、お声が掛か
りましたら率先して役を引き受けて頂きたいと思います。

１０／２４　中学生フェスティバル

　１０月２４日（土）尾張旭市文化会館のホールで、
当クラブが協賛する中学生フェスティバルが開催されま
した。コロナ禍で発表の機会をもつのが難しい中、感染
対策を講じて開催され、尾張旭童太鼓に始まり、吹奏楽、

ダンスや歌・刀の殺陣、漫才、空手など、バラエティ豊富
な内容でした。ちなみに主催の尾張旭市青少年健全育成
推進会議の代表は当クラブ会長でもあるＬ若杉和久です。

１１／２　第２回　６Ｒ　ＭＣ委員長会議

　１１月２日（月）に春日井商工会議所にて開催、内
容は以下の通り。
１）２０２０－２０２１年度　国際平和ポスター・コ
ンテスト審査結果
　コロナ影響下、６Ｒで募集を実施できたのは数クラ
ブに留まったが、力作も。
追って届いた地区での審査結果は以下の通り。
最優秀賞 ８Ｒ 知　立ＬＣ（知立小学校）長尾 奏美さん
優秀　賞 ２Ｒ 豊橋東ＬＣ（東田小学校）河野 史菜さん
優秀　賞 ２Ｒ 豊橋中ＬＣ（福岡小学校）本田 　光さん
優秀　賞 ６Ｒ 丹　羽ＬＣ（柏森小学校）竹安 真央さん
優秀　賞 ７Ｒ 名古屋葵ＬＣ（平子小学校）今村あや子さん
２）地区ホームページに新しい検索機能で便利に。
◇年度 ◇リジョン ◇ゾーン ◇ＬＣ名 ◇キーワードで検索
例：キーワード「献血」と検索すると、献血アクティ
ビティ報告が出てきます。
３）地区からクラブへの依頼事項
・Ｍｙ　Ｌｉｏｎの登録依頼（今までの「サバンナ」は
　近い将来無くなる）。
・クラブ奉仕マーケティング調査の実施依頼。
・地区ＭＣ委員長へのアクティビティ報告の依頼。

１１／１２　１１月第一例会
会長　Ｌ若杉　和久　挨拶

　本日も、例会にご出席いただきありがとうございます。
最近、鬼滅の刃というアニメが大変好評で、いろいろな
分野で影響を与えております。お菓子のパッケージ、マ
スクの柄、その他のグッズに使用されてよく売れている
ようです。経済的には良い事かと思いますが、このアニ
メは鬼の血を罹った主人公の妹が鬼になってしまうので、
それを防ぐために鬼と戦う物語です。鬼の首を切る場面
が何度も出てくるのです。その場面をダンスにして小学
校で演じていると新聞に有りました。アニメゲームの戦
闘物では死者がよみがえり、漫画・映画では刀で鬼の首
を切る。首を切るダンスがカッコイイと流行する。青少
年への影響はいかがなものかと心配です。一時の流行が
子供達にとっては、大人が思う以上に深く多くに影響さ
れています。今、確かな学校教育と家庭での対応、地域
の協力が大切な時代と思います。また、新型コロナウイ
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