長崎みなと LC55
周年記念
大会式典へ
参加
２０１９年３月２４日（
日）
この日は式典会場へ
向かい会場では
昨日もてなしてくれたメンバー・
ディ
が会場入り口でお出迎えをして頂
きました。
式典では長崎県知事や地区名誉顧
問がご列席の中、奉仕へかけるメッ
セージ性の強いオープニング映像か
ら始まり、会長であるＬ中村真一郎
が開会の点鐘で開式されました。
式の中ではスポンサークラブへ
感謝状
が贈られ、これからの奉仕へ
の礎を築
いてこられた歴史を更に先へ
紡いでい
くことを述べられていました。
式典後は同会場で祝賀会が行われ、
抽選会や中国伝統芸の変面が披露
されました。

舞が終わって演者がお面を取ると小
学生と高校生の可愛い演者でした。
飛行機の時間が間に合わない為、
祝宴を中座し空港へ
向かいました。
今回の周年を通じて楽しい経験やた
くさんの学びをいただきました。

留萌ＬＣ・
留萌みなとＬＣ
新年合同例会を開催
２０１９年１月８日（火）留萌
産業会館にて留萌ライオンズクラ
ブと留萌みなとライオンズクラブ
の新年合同例会が開催されていま
した。

来賓として増毛ＬＣの仙北会長、
古村幹事、岡田会計がビジターラ
イオンとして参加をいただきまし
た。留萌ライオンズクラブは第１
４１３回例会、留萌みなとライオ
ンズクラブは第１３２２回例会と
なり、共に新年の奉仕への想いを
留萌・留萌みなと会長から会員に
伝えられました。
例会後は新年祝賀会では留萌ラ
イオンズクラブチャーターメン
バーのＬ佐藤悦郎よりウィサーヴ
の御発声で祝宴が始まりました。
祝宴では留萌青年会議所の音楽合
宿のご縁で旭川商業高校卒業後、
留萌振興局に入所した、勝野さん
と八幡映美さんによるピアノとフ
ルートの演奏で場を和やかなもの
にして頂きました。

同じみなとまちに住む会員は気さ
くな方ばかりで楽しい時間を過ごす
ことができました。
再会を約束し帰路につきました。

留萌健康の駅出向例会
コホート研究からみる生活
習慣病について
２０１９年４月１６日（
火）この日は
留萌健康の駅へ
出向例会でした。
留萌健康の駅は国内でも珍しく目の
検査からデータを集積し、国内の目
の研究に役立てる珍しい施設となっ
ています。
ライオンズクラブもアイ・
サイトの視
力保護奉仕を行う事もあり、積極
的に個々の施設へ
の協力を行っていま
す。
この日の例会は看護師の山崎洋子様
に目のコホート研究からわかる事と
題し、講演をいただく例会を行いま
した。例会前段で測定などの健康
チェックを行い、終了後に生活習慣
病や塩分の採りすぎからなる健康
被害のお話をいただきました。

計画委員会の余興ではビンゴから
の吹き矢で景品を当てるゲームな
どで楽しい時間を過ごしました。
祝宴の締めは増毛ライオンズクラ
ブの仙北会長より新たな年の始ま
りとしてライオンズローアで会を
閉会しました。

献眼登録運動を実施し
２０１９年１月１３日（
日）久しぶり
に穏やかな天気のこの日は平成３１
年度留萌市の成人式でした。
今年の新成人は２３３名でこの日は
１３７名の新成人の皆さんが晴れの
日を迎えました。前田保健奉仕委
員長をはじめ、１２名の会員が集ま
り献眼登録の呼びかけを行いました。
新成人の皆さんは一様に久しぶりに
会う仲間たちと再会を喜び、楽しい
時間を過ごしていました。
幼稚園や保育園であんなに小さかっ
た子どもたちが大きくなり、時間の
たつのは早いものですね
献眼登録は呼びかけにたくさんの新
成人が献眼登録をして頂くことがで
きました。

ＬＣＩＦ・
青少年育成基金造
成チャリティビアパーティを開
催
２０１９年４月２３日（
火）
留萌みなとライオンズクラブが行う
事業の一つに青少年育成基金造成
チャリティービアパーティーがありま
す。この事業は当クラブの奉仕事業
の柱でもあります。青少年育成事業
を行う式造成が目的となっており、
留萌市内の企業、飲食店のご協賛を
受けてこの事業が行われています。
今回は市内の企業・
飲食店様より３
５８個、約７８万円相当の景品の協
賛を受け開催されました。今回の
ビアパーティーはＬＣＩＦ（
ライオンズ
クラブ国際財団）
とは何か？ライオ
ンズクラブとはどんな活動をしてど
のような奉仕活動をしてるのかを市
民に広く啓蒙することを目的に行
われました。会員みんなでビラやポ
スターを作り、映像で国際財団の活
動をご覧いただきました。各テーブ
ルには募金箱とビラを置き、来場者
に募金のお願いを訴えました。

今回、成人式を迎える新成人の皆
様に心からお祝い申し上げます。
この先しっかりと地域や国を担える
若者に育つことを心から願っていま
す。

増毛ＬＣ１２８６回例会
新年会に出席しました
２０１９年１月１６日（
水）
寿司のまつくらで行われた、増毛ラ
イオンズクラブ 第１２８６回例会で
もある新年例会に柳澤会長、大石
幹事、小路会計の３名で参加しまし
た。
仙北会長の開会ゴング例会が開始さ
れ、仙北会長の挨拶の中で「災害な
どの悪い時の奉仕も大切だが、平和
な時も地域に対して奉仕をしっかり
取り組んで行きたい」
と挨拶中で語
られていました。

今回の募金箱には合計１８０００円
もの募金が集まりました。金額こそ
少なく思えますが、市民一人一人
がしてくれた募金額としてはかけが
えのない金額に思えました。会場設
営や飲み物コーナーなど会員がひと
り 人1が来場者に飲み物を提供し、
木村Ｌ、小路Ｌ、長内Ｌとライオンレ
ディが安定の蕎麦コーナー仕切って
いました。抽選会の目玉は会長提供
のライオンのぬいぐるみの中に２万円、
１万円、５千年の金券が入っており
会長の抽選により３名の方が当たり、
各々が選んだライオンの金券額を読
み上げて特賞が当たりました。その
他にも自転車や卵や花などの景品
が次々と来場者にあたりました。
今回のＬＣＩＦ基金造成と青少年育
成基金造成は３年間に渡り行う予
定となっております。

クラブとともに市民ができる世界で
たった一つの事！ 留萌から世界貢献
しよう！をキーワードに今後も新た
な奉仕の形を模索して参ります。

３３１ーＢ地区
６５回地区年次大会へ
この日は美幌キャビネットの集大成
でもある地区年次大会へ
メンバ１３名
で参加しました。
代議員分科会、代議員総会では今
年度の案件である議題が審議され、

新年懇親会は留萌ライオンズクラブ
会長 Ｌ杉山僚一のウィサーヴの御
発声で祝宴が開始され、祝宴ではビ
ンゴゲームや競馬ゲームなど楽しみ、
景品は国稀の美味しいお酒を頂き、
穏やかな時間を過ごすことができま
した。
会の締めの挨拶とローアは当クラブ
会長のＬ柳澤 豊が務め、祝宴が
終了しました。

次年度地区ガバナーの承認もされ
ました。総会前の代議員の投票を
済ませ、３分科会６名で分科会・総
会の出席し、貴重な体験をさせてい
ただきました。

式典では現地区ガバナーから地区総
括でもある年次報告が行われ、新た
に帯広から排出されるＬ高井信夫
第３副地区ガバナーの紹介や第１副
地区ガバナーから次年度地区ガバ
ナーエレクトとなられるＬ中谷宣巨
の紹介と次年度地区年次大会が開
かれる釧路市の紹介なども行われ
た。年次大会記念アクティビティで
はキャビネット８ホストクラブによる
美幌峠に設置した
「ぐるっとパノラマ
鳥瞰盤」の発表をキャビネット幹事
である 豊
L.澤弘範より発表された。
年次大会の晩餐会では陸上自衛隊
第５音楽隊の演奏や網走出身の走
裕介氏の歌謡ショーなどが行われ、
楽しい時間を過ごしました。

震で北海道内がブラックアウトして
しまった状況と送電網の説明と電力
新料金プランの説明をゲストスピー
チとして行われました。
ブラックアウトから電力復旧までの
重要施設地域の復旧のあと、北海
道電力により重要地区の重点に復
旧したことと各世帯の電力復旧に
時間を要したことのお詫びが述べら
れました。

佐々木グループリーダーからは昨
今、電力の自由化により新電力の売
電業者が増え安くなる電気料金の
現状と保電での新料金プランやお得
な割引制度について会員にお話をい
ただきました。
資料の内容を見る限り、従来の北電
の電気料金の割引を適用した方が
安くなり、今後も状況を注視した
方がより、電気料金が安くなるとい
うものでした。
ゲストスピーチ終了後は指名委員長
である 佐
L藤 功から次期役員及び
理事指名について述べられました。

１月第２例会中間決算報
告並びに年男・
還暦・
古希
会員スピーチ例会
２０１９年１月２２日（
火） 第１３２
９回例会が開催されました。
今回の例会は中間決算報告と年
男・還暦・
古希の会員による会員ス
ピーチ例会でした。セレモニーでは今
月の誕生日会員である、東Ｌ、伊藤
Ｌ、酒谷Ｌが誕生月を迎えました。
当日例会に出席されたＬ東 一雄、
Ｌ伊藤芳樹が会長から記念品が贈
られ、誕生月をお祝いしました。
今回、ｌＣＩＦ財団へ
１０００ドル献
金を行った、Ｌ小路泰孝にＭＪＦ（
メ
ルビン・
ジョーンズ・
フェロー）が財団よ
り記念の盾とバッジが贈られました。
年男・還暦・
古希の会員スピーチで
は年男の神林Ｌがライオンズクラブへ
入会してからの時代の移り変わりの
お話や昔も今もライオンズクラブに
大切にしてほしいことなどが語られ
ました。

緑ヶ丘小学校の生徒がリング
プルを集めて寄贈してくれま
した。
２０１９年３月７日（
水）この日は
市内の緑ヶ丘小学校の生徒が車いす
との交換目的で集めてくれているリ
ングプルが留萌みなとライオンズクラ
ブに寄贈されました。

のリ
日々、家庭や学校で出る 21.2kg
ングプルを集めてくれました。
長内第１副会長、小路会計、前田保
健奉仕委員長のもとに手渡され、
留萌みなとライオンズクラブからは
生徒へ
感謝状が贈られました。

潮静小学校の生徒がリングプ
ルを集めて寄贈してくれまし
た。
２０１９年３月８日（木）
この日は市内の潮静小学校の生徒
が車いすとの交換目的で集めてくれ
ているリングプルが留萌みなとライ
オンズクラブに寄贈されました。

還暦の龍川Ｌは入会してからのお話
やこれからのライオンズクラブに対
しての意気込みなど現在の第２副会
長という立場でのお話もいただきま
した。

古希を迎えた、東Ｌはライオンズク
ラブでのお話やお店にいるミドリガ
メが４０年生きているお話と関連付
け、時代を過ごした想いを感じるお
話を語られていました。
スピーチ後はクラブより古希の記念
品が柳澤会長より贈られました。
そして、保健奉仕委員会より成人式
の日献眼運動のお礼と報告があり
今例会を終了しました。

２月第１例会 節分例会
２０１９年２月５日（
火）
この日は夜間例会として節分例会が
行われました。
２月の誕生日会員は宮下Ｌ・
高橋忠
四郎Ｌ・龍川Ｌの誕生月となり柳澤
会長より 誕生日お祝いが手渡され
ました。

４９．５ｋｇ のリングプルを集めてく
れました。
これで２校合わせて７０．７ｋｇもの
リングプルが集まり、柳澤会長、前
田保健奉仕委員長のもとに手渡さ
れました。

３月第２例会
有澤準一氏映像から観る留
萌の歴史
２０１９年３月 １1９日（
火）
３月第２例会のセレモニーではライオ
ンズクラブ国際協会１００周年記念
会員増強賞がＬ田村 裕とＬ佐藤
功に柳澤会長から贈呈されました。

懇親会では柳澤機長より挨拶があ
り、ウィ・
サーヴの発声を長内第１
副会長がつとめ、楽しい時間を過ご
すことができました。
この豆袋は計画委員会が手をかけて
用意してくれた福豆を各会員の年
齢の数が収め
られたもので、
封筒には神社
でお祓いを受け
た炒った豆が入
っており、封筒
には一つ一つ丁
寧に水引を淡
路結びに結ば
れ、会員の健
康と幸せを願
った大変、手の
凝った作りでした。
福豆の袋は一つひとつ会長から会員
へ
贈られました。

懇親会ではＣＮ５５周年に向けて心
ひとつに楽しい時間が流れていきま
した。締めのライオンズ・ローアを龍
川第２副会長がつとめ、楽しい懇親
会を終えました。

この日はゲストスピーチ例会の３回
目の例会で元沖見小学校、増毛中
学校の学校長でもあった有澤準一氏
とライオンズクラブの先輩ライオンで
もある本村誠一氏をお招きして映
像から観る留萌の歴史のお話をいた
だきました。有澤氏は留萌市内で
色々な題材を取り上げ、映像に残
しＮＨＫなどのニュースソースの投稿
などを行う仕事もしており、市内の
イベントなども積極的に映像に収め、
広く発信されている方です。

この日の映像内容は今は亡くなられ
ましたが大野静峰という鮭の木彫り
職人の生き様を描いた
「鮭に魅せら
れた男」
や小平のタコ漁「運次第」
を
上映しながら、昔の話から少し前の
お話までたくさんのお話をして頂き
ました。そして最後に
「留萌の数の
子史」の映像では本村ＯＢも出演し、
今の数の子のできるまでのドキュメン
タリー作品が上映されました。
今の
「黄色いダイヤ」
ともいわれる黄
色い数の子を生み出されるきっかけ
となった製法は本村ＯＢが考案した

２月第２例会
ゲストスピーチ例会
２０１９年２月１９日（
火）
例会前段では留萌市で行われる萌っ
子春待里実行委員会のイベントＰＲ
とカンパ券の協力依頼の為、村山様、
工藤様、鈴田様の３名がＰＲを行い
ました。
この日は２０１６年に地域再興政策
コンテストでグランプリを受賞し、交
流人口増加を目的に行う一般社団
法人留萌青年会議所の田村裕樹様
をお招きしゲストスピーチ例会を開
催しました。

この事業は地域の公共施設利活用
と交流人口増加を目的に全国的に
珍しい合宿体型を企画した事業と
なっていて吹奏楽部の部員の人数が
地域にもたらす消費と夜遅くまで
ホールで練習環境が整うの施設で練
習できるのは留萌市だけと他地域で
はできない合宿形態を取り入れてい
るとのことです。

ものだそうです。何の気なしに食べ
ている今の数の子の生みの親が本村
ＯＢだったとは想像もしていませんで
した。スピーチの最後には本村ＯＢ
のスピーチもあり、大変良い、思い出
深い例会となりました。

港北小学校の生徒がリングプ
ルを集めて寄贈されました。
２０１９年３月２０日（
水）
この日は市内の港北小学校の生徒が
車いすとの交換目的で集めてくれて
いるリングプルが留萌みなとライオン
ズクラブに寄贈されました。
２９ｋｇのリングプルを集めてくれま
した。
これで３校合わせて１００．６ｋｇも
のリングプルが集まり、柳澤会長、大
石幹事、小路会計、梅田ＰＲ委員長、
前田保健奉仕委員長のもとに手渡
され、クラブから生徒へ
感謝状が贈
られました。

今では吹奏楽部の生徒が卒業し、留
萌市に就職を希望し留萌に定住す
る生徒も出て生きていて交流人口増
加から定住人口増加まで効果を上
げている事業というお話をスライド
を用いりながら丁寧にお話をいただ
きました。

３月第１例会 指名例会
及びゲストスピーチ例会
２０１９年３月５日（
火）
セレモニーでは３月誕生月の会員のＬ
柳澤 豊、Ｌ坂野 敏男、Ｌ前田義
治、Ｌ石黒 真喜子、Ｌ小路 泰孝、
Ｌ永井 信行が会員から誕生日の祝
福を受けました。
２０１８から２０１９ＭＪＦ（
メルビー
ンジョーンズフェロー）のＬ水戸繁男、
Ｌ小路泰孝に１０００ドル献金者の
賞状が贈られました。
この日の例会は 月3第１例会として
北海道電力留萌営業所の山根所長
と道北支社販売グループ、佐々木グ
ループリーダーをお招きし、先の地

