事業担当でもある第 副2会長兼市民
奉仕委員長であＬ龍川達也より事
業の今後の検討事項などが述べられ、
年間総括が行われ、続いて運営担当
の長内だ 副1会長から年度における
内容などが話されました。
山田計画委員長からは年度の例会
企画についてのスピーチを行い、それ
ぞれの運営委員長から総括がされ
ました。

三役・
運営・事業委員長年度総括
例会を開催
２０１９年６月４日（火）
この日の例会は三役並びに運営・事
業委員会の委員長による年度を総
括するスピーチをして頂きました。
セレモニーでは 長
L.内敬憲が誕生日
の祝福を受けました。
保健奉仕委員長であるＬ前田義治
から年度の事業の対してのお礼が述
べられました。

第１３３２回 例会を開催

２０１９年６月１４日（金）
留萌信用金庫敷地内にて献眼・
献
血登録運動を行った

最終献眼・
献血登録運動を
実施

この日は岡田先輩や仲田先輩など
が同好会に参加され楽しく時間を
過ごしました。
会の最後には年間成績発表などが
行われ、海産物などの商品が贈ら
れました。

２０１９年６月１２日（水）
この日の麻雀同好会は年間、開か
れる最後の麻雀同好会を開催しま
した。 歴代の諸先輩方と会員と
現会員が同好会を通して、親睦を
深めるために開催されているもの
で過去にはカラオケ同好会などが
ありました。

麻雀同好会を開催
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登録者は年々減っってきてはいるが、
献眼・
献血共に市民のご協力により、
たくさんのご登録を頂きました。

認証５５周年における留萌
市長表敬訪問へ
２０１９年６月１９日（水）
留萌市役所において５５周年記念式
典並びに祝賀会を迎えるクラブとし
て留萌市役所へ
市長表敬訪問に

大会三役及び事業部会の会員で中
西俊司様へ協力と式典参加のお願い

へ
伺いました。
市長が出迎える中、大会長、大会実
行委員長から参加のお願いがあり、
行事部会からは周年の記念事業に
対する説明や今後の事業の協力を
市役所へ
依頼しました。田村大会実
行委員長からはクラブ設立から本
周年までの活内容や沿革などを話
されていました。
柳澤大会長からは 周
25年時に建立
された、交通安全啓発モニュメントは
平成元年に寄贈され、今回の令和
元年での維持・
修復作業を行った事へ
の想いなどが伝えられました。

認証５５周年記念事業車い
す贈呈式
２０１９年６月２０日 木( )
私たち留萌みなとライオンズクラブ
認証 周
55年記念事業で今回は市内
の小中学校や商業者によるリングプ
ル収集事業のよって集められた 700kg

閉会宣言では留萌高校吹奏楽部の
合唱と共に柳澤会長による閉会ゴン
グで式典が終了しました。

記念祝賀会
祝宴ではご来場いただく会員に精一
杯のおもてなしができるよう、祝宴
担当委員長である宮下Ｌが一つひと
つ手作りで刺身を入れる木箱で盛り
付けられた刺身盛では鮃や地物の
雲丹などをたくさん用意をし、留萌
の魚介を使った地場産料理の数々で
皆様をお迎えしました。

オープニング吹奏楽部の生徒による
ソーランファンクの踊りから始まり、
氏の現代三味線と留萌高校吹
NIYA
奏楽部のコラボ演奏が披露されまし
た。

のリングプルを車いす２台と交換し、
市内介護福祉施設のウイシュ様へ車
いすの寄贈を行いました。
施設代表の下田 智様と施設責任
者へ車いす２台を寄贈しました。柳
澤大会長、田村実行委員長、江口
記念事業委員長、前田保健奉仕委
員長から施設へ手渡され、今後の介
護事業に対し大変ではあると思いま
すが、お年寄りや社会的弱者のため
に車いすを利用して欲しいと柳澤大
会長から述べられました。

全国みなと同名クラブ年次
大会で阿寒へ
２０１９年６月２１日（金）
全国にみなとという同じ名を持つ同
名クラブの年次大会が阿寒湖畔の
鶴雅で行われ、柳澤会長をはじめ、
伊藤Ｌ、中川Ｌ、坂野Ｌ、小路 、
🅻梅
田Ｌ、伊藤ＬＬ、柳澤ＬＬ、田村ＬＬ、
木村ＬＬの１０名で参加しました。
留萌みなとライオンズクラブの認証
周
55年を控え、留萌での設営組と年
次大会組を分けての参加となってし
まいましたが、この年次大会からも

抽選会では留萌の数の子をはじめ、
たくさんの景品が用意をされ楽しい
祝宴の時間が流れていきました。
祝宴の締めの挨拶は今年度、第 副1
地区ガバナーであるＬ中谷宣巨の
ウィサーヴの発声で祝宴が閉じられ
ました。

今回の周年に際し、多くの方のご協
力で周年事業が行われたことは私た
ち若い会員をはじめ、多くの事を学
ばせていただき、次の 年5間を通して
周
60年を迎える次世代の奉仕の形
を模索する良い機会となりました。
そして今回の事業に対し、吹奏楽部
のＯＢ・
ＯＧや一般社団法人留萌青
年会議所のメンバーに会場設営や準
備の段階から力を貸していただき、
心から感謝申し上げます。

たくさんの同名クラブのメンバーが
当クラブの５５周年に参加していた
だくこともあり、このような参加と
なってしまいました。

今回で４８回目を数えるこの年次大
会は私たちクラブにとってもとても
気の合う仲間が集うもので、今年は
釧路みなとライオンズクラブの主管
により釧路みなとＬＣのＣＮの日程
に合わせ、開催されました。
代表者会議では様々な話がされ、今
回の地震による被害を受けた酒田

新役員就任式並びに認証
５５周年記念大会慰労会
を開催しました
２０１９年６月２８日（金）
留萌消費者センターにおいて新役員
就任式と合わせて、認証 周
55年記
念大会慰労会を開催しました。
セレモニーではテールツイスターであ
る原田 か
Lら最終のドネーション発
表があり、最多ドネーションした田
村Ｌに原田テールツイスターより記
念品が贈られました。
新役員就任式では第 代
55会長 柳
L.
澤 豊より新役員の呼び出しが行わ
れ、新役員へ「ライオンズクラブ国際
協会の一員として、地域の奉仕のた
めにしっかり活動に専念してもらい
たい」
と告げられ今年度三役から新
三役へバッチの引継ぎが行われました。
そして、第 代
56会長に就任した 長
L.
内敬憲より
「留萌みなとライオンズ
クラブに恥じない奉仕活動と会員相
互の親睦を深め活動していく」
と会
員に対し力強い意志が伝えられまし
た。

アワード部門では今年度、柳澤会長
より第５０代から５４代までの歴代
会長・
三役へ
感謝の気持ちを込めて
記念品が贈られ、三役・
運営・事業
委員長へ記念品が贈られ、例会１０
０パーセント会員には出席委員長で

みなとライオンズクラブへ
ドネーショ
ンが手渡されました。
式典や祝宴では全国の同志との祝
宴では各地域の地場産品などのオー
クションなどが行われ、楽しい時間を
過ごし、来年は山形県酒田市で開
催される年次大会での再会を約束
し、年次大会を閉会しました。

最後は
「また会う日まで」
を楽しく
歌い、晩餐会は終了しました。

あるＬ田村 裕より発表があり、宮
下第２副会長より記念品が贈られ
た三役アワードでは新三役より現三
役に記念品とライオンＬに花束が贈
られました。

アワード贈呈式を終了した後、 周
55
年記念大会の慰労会が行われ、 55
周年大会実行委員長よりウィサー
ヴの発声で祝宴が始まり、当日の料
理を全部ではありませんが再現し、
周年を振り返りながら会員・
家族会
員が楽しい時間を過ごしました。

留萌みなとライオンズクラ
ブ認証５５周年記念式典
２０１９年６月２３日（日）
留萌みなとライオンズクラブ認証５
５周年記念式典並びに祝賀会を開
催しました。
式典は留萌文化センター大ホールで
行われ、留萌市長中西俊司様、ライ
オンズクラブ国際協会３３１ｌＢ地区、
地区ガバナーＬ若林輝彦、地区名誉
顧問をはじめとする多くのご来賓が
ご臨席する中、周年式典が挙行さ
れました。
全国みなと同名クラブ会員・３３１
ｌＢ地区内ライオンズクラブ会員３
００名の登録を頂きました。

式典会場をたくさんのバルーンを席
に装飾し、オープニングとして羽幌
町出身の津軽三味線奏者であるニー
ヤ氏のじょんがら節から始まり、設
立以来、温かく見守ってくれるスポン
サークラブへ
感謝状の贈呈が行われ
ました。
留萌ライオンズクラブ 会長 Ｌ杉山
僚一に感謝状を贈呈しました。

この日のアトラクションは旭川より八
幡映美様、菅野優斗様によるピアノ
と三味線のセッション演奏で祝宴に
花を添えて頂きました。
祝宴の締めの挨拶を第 副1会長・ L.
龍川達也のローアでこの日の就任式
と慰労会の幕を閉じました。
これで 2018-2019
柳澤体制の全てが
終了しました。今年度、留萌みなと
ライオンズクラブに御協力を頂きま
した地域の皆様と関係各位に心か
ら感謝申し上げます。
そして重ねて、このホームページの投
稿にお付き合いいただきました皆様
に心よりの感謝を申し上げます。

今年度、最後の事業を開催
２０１９年６月３０日（日）
今年度の最後の事業として朝、７時
より浜中海浜公園にて留萌市海水
浴場クリーン作戦に参加奉仕をし
ました。
柳澤会長、龍川第１副会長、宮下第
２副会長、前田保健奉仕委員長、長
内次年度会長、山田次年度幹事、
次年度岩渕市民奉仕委員長の 名7で
参加しました。

記念事業の発表では記念事業委員
長のＬ江口 元より記念事業の発表
がされ、２５周年の時に留萌市に寄
贈した交通安全啓発モニュメント
「曙
光」のレガシー修復記念事業として
の記念パネルを留萌市へ
寄贈いたし
ました。今回の周年記念事業では留
萌高等学校吹奏楽部へスーザフォン
が寄贈され、夏季ＹＣＥ派遣生とし
て留萌高校から二名の生徒をドイツ
とオーストラリアへの派遣を記念事
業とし、生徒へ
渡航時に着用するブ
レザーが贈られました。
そして、当クラブの青少年育成事業
に多大なるご協賛をいただいている、
旭川トヨペット株式会社様へ
感謝状
が贈られました。

