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ご挨拶
高岡フラワーライオンズクラブ

Ｌ. 小川

第11代会長

利昭

早春の候となりました。本日、当クラブの認証10周年記念式典にあたり、ご多忙
の中、高岡市長

高橋正樹様、334−D地区名誉顧問

Ｌ. 伊勢豊彦、スポンサーク

ラブの皆様方のご臨席を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、
高岡フラワーライオンズクラブは、
当時の地区ガバナー

Ｌ. 伊勢豊彦の『シ

ニアタイプの新しいライオンズクラブ』設立との発想を受け、高岡地区５ライオン
ズクラブのご協力により2006年12月結成、同年12月７日に認証されました。
以来、『花と緑で郷土を明るく』のスローガンのもと、会費や事務局費など金銭的負担を抑えながら、
郷土愛･奉仕の精神を堅持し、「楽しい例会」,「アクティビティーは全員で」を合言葉にクラブ運営をし
てきました。
今後も、クラブ結成の趣旨を堅持し、メンバー相互が信頼・結束し“クラブの身の丈に合った形”で
地域に貢献していく所存であります。今後とも、ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
結びに当たり、皆様方のご健勝とご多幸を祈念し、ご挨拶と致します。

ご挨拶

ご挨拶
高岡フラワーライオンズクラブ
チャーターナイト10周年記念実行委員会委員長

高岡フラワーライオンズクラブ
2R1Z ゾーンチェアパーソン

風光る佳き日、10周年記念

この度は高岡フラワーライ

Ｌ. 筏井

晴夫

Ｌ. 工藤

オンズクラブがチャーターナ

式典を挙行できますことは、

イト10周年をお迎えのこと、

このうえない喜びであり関係

誠におめでとうございます。役目柄他人行儀な

各位に心よりお礼申し上げます。

コメントはこれだけにして、私自身も当クラブ

私たちのクラブはときのＬ. 伊勢ガバナー、

のメンバーとして、クラブ結成当時の事は諸先

Ｌ. 鎌谷エクステンション委員長のご尽力によ

輩方から聞かせていただくだけなのですが、私

り、2R1Zの５ライオンズクラブをスポンサーと

が地区委員として外部に出ました際にも固定の

して34名で結成され、国内3667番目クラブとし

事務局を持たず、運営費を最小限に抑えた当ク

て認証をいただき本日10周年目を迎えました。

ラブの運営形態について他クラブからの問い合

この10年間を振り返ってみる時、経済の低迷

わせや称賛の声を多々お聞きしているので、あ

と混迷する社会情勢の中で、会員は結束と会員

る意味、我々が積み上げてきたことは自信を持っ

増加を図りクラブの発展に力を注いでまいりま

て良いのだと思います。
チャーターナイト10周年を迎え、当初のクラ

した。おかげをもちまして100%出席を２度達成

ブ結成の目的はある意味達成された反面、いろ

し、全員で喜びを分かち合う事が出来ました。

いろな課題も浮かんできている訳で今後更にク

今後はライオンズの歴史を再認識し社会の変

ラブ内での議論が必要かと思います。

化するニーズに対応する奉仕活動を実践し、地

結びに高岡フラワーライオンズクラブのご発

域社会に小さいながらもキラリと光るライオン

展と会員の皆様のますますのご健勝・ご多幸を

ズクラブであり続けたいと思っています。
TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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祝

辞

祝
高岡市長

髙橋

辞
ライオンズクラブ国際協会
334−D地区 地区ガバナー

正樹 様

Ｌ. 久野

好輝

（あわら三国ライオンズクラブ）

高岡フラワーライオンズクラブが、チャーター

高岡フラワーライオンズクラブ創立10周年を
迎えられ、お祝い申し上げます。

ナイト10周年を迎えられましたことを心からお

貴クラブは、高岡ライオンズクラブはじめ５

祝い申し上げます。

クラブのスポンサーにより結成され、以来10年

これも、小川会長をはじめ歴代の会長、役員

に渉り、奉仕活動に取り組んでこられました事

並びに会員の皆様方の弛まぬご努力の賜と深く

に、心からの敬意を表します。これまでの活動

敬意を表する次第であります。

奉仕の数々は地域社会に大きな貢献をされ、こ

貴クラブにおかれましては「花と緑で郷土を

のことは皆様方の尊いライオンズ精神の賜物と

明るく」をモットーに、平成18年のクラブ結成

存じます。
ライオンズクラブ国際協会は100周年を迎え国

から続けておられる、障害者支援施設の利用者

際会長

の方々が描かれたパステル画を紹介する「奏夢

Ｌ. ボブ.コーリュー氏のテーマは「次な

る山を目指して」を掲げています。

展」の開催や、瑞龍寺ライトアップへの協力、

登山が困難で険しい課題の喩えとして描かれ、

小学校でのカローリング大会の開催、市内各所

新しいチャレンジとチャンスを表します。ライ

での除草、清掃活動の実施等、多くの奉仕活動

オンズ奉仕の100年を祝うに当たり、過去に敬

を積極的に行っていただいております。

意を祓い、現在を見直し未来を見据え、次なる

このような皆様方のご活躍は、地域住民の連

山を乗り越えようとするライオンズ達に、奉仕

帯感や社会奉仕の精神の醸成など、活力ある地

の伝統と守るべき道を整えなければならないと

域づくりに大きく貢献するものであり、心より

語って居ます。
ライオンズ精神を繋ぐため、地域に密着した

感謝申し上げます。

奉仕活動と更なる会員、女性家族会員増強と奉

どうか皆様方には、今後とも地域社会のリー

仕活動への参加、LCIF献金、社会的地位の確立

ダーとして、本市市勢の伸展により一層のご支

など、未来に向って意識改革が大きく望まれま

援を賜りますようお願い申し上げます。

す。

結びに、高岡フラワーライオンズクラブの更

貴クラブが新世代に向かって飛躍され、地域

なるご発展と、小川会長をはじめ会員の皆様方

福祉の為We Serve（われわれは奉仕する）の元、

の益々のご健勝、ご多幸とご活躍を心からお祈

更なるご発展を心からお祈り申し上げ、祝辞と

り申し上げ、お祝いのことばといたします。

いたします。
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祝

辞

祝

辞

ライオンズクラブ国際協会
元国際理事

ライオンズクラブ国際協会
334−D地区 名誉顧問

（富山昭和ライオンズクラブ）

（高岡古城ライオンズクラブ）

Ｌ. 高田

順一

Ｌ. 伊勢

高岡フラワーライオンズクラブは高岡地区に

豊彦

Your Club Your Way

ある５ライオンズクラブをスポンサーとして結

Beautiful Flower & Shine 10year

成されました。それ以来貴クラブは環境保全、

高岡フラワーライオンズクラブ結成10周年記
念おめでとうございます。

青少年育成、社会福祉や地域文化への貢献など

「花と緑で郷土を明るく」をスローガンの基、

数々の奉仕活動を重ねられて来られました。そ

地域に必要とされ続けての10年間の素晴らし奉

の輝かしい歴史に対し敬意を表します。そして

仕活動、その御努力に心から敬意を申し上げま

このたびCN10周年の記念式典を挙行されますこ

す。2006年発足当時、新タイプに対する理解度

とはまことにお目出度くお慶びを申し上げます。

は必ずしも100%ではありませんでしたが、貴ク

貴クラブは費用が掛からない例会会場を選定

ラブは忠実にスローガンを守り困難を乗り越え

し、事務局を幹事宅に置くなど運営に工夫を凝

て奉仕を継続されてきました。この御努力が全

らしていらっしゃいます。

ライオンズクラブの明日に繋がる生きる道を明
示されています。

このように簡素で効率的な運営により、既存

今、高齢社会といえ我々の住む地域には豊富

クラブと比較して低額の年会費で充実したクラ

な人生経験を積んだ人、卓越した見識を有する

ブ活動が可能となり、クラブ結成趣旨である「誰

人、類稀なスキルを有する人等、多勢おいでに

もが入会可能なそして市民に大きく入口を広げ

なります。この素晴らしい方々の活動の場とし

たライオンズクラブ」と評価されています。

てお誘いし、ライオンズクラブの奉仕の輪を拡

私はかつて地区ガバナーとして地区構造改革

げたいものです。地域の生活の基本、地域の文

に取り組みましたが、その当時から時代の変化

化を守る貴クラブは、この21世紀に必要とされ

として年会費を抑制しアクティビティに特化し

続けるでしょう。
こ の 輝 か し い 奉 仕 活 動 の 成 果 は、 Ｌ. 鎌 谷

たライオンズクラブが求められているとの認識

Ｌ. 中條のガイデングライオンの助言と初代会長

がありました。

Ｌ. 新田はじめとする歴代会長の崇高な理念に呼

貴クラブがもう一つのクラブ結成趣旨である

応された全会員の御努力の賜物です。

「柔軟な考えで、新しい運営システムで、地域文

今、高岡フラワーライオンズクラブは334−D

化の承継・地域の人々と交わり守り伝える」ク

地区を代表する位置にあります。益々の御活躍

ラブとして益々発展されることを期待し祝辞と

を御祈念申し上げ、ライオンズロアーを三唱し

いたします。

ます。
TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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祝

辞

祝

辞

元ガイディングライオン

Ｌ. 鎌谷

元ガイディングライオン

克彦

Ｌ. 中條

（高岡志貴野ライオンズクラブ）

八一朗

（高岡アラートライオンズクラブ）

高岡フラワーライオンズクラブが、チャーター

CN10周年をお迎えになったクラブの皆様にお
祝いを申し上げることができますことは、結成

ナイト10周年を迎えられましたことは、まこと

からCNに至る過程でお手伝いをさせていただき
ました私にとってこの上ない喜びを感じるとこ

にめでたく心よりお慶び申し上げます。

ろでございます。

設立に際しましては、伊勢豊彦元ガバナーを

10年の節目を考えます時私事で恐縮ですが、

はじめとするキャビネットの皆様、当時の高岡

入会して10年近くはクラブの一員としてただ無

地区５ライオンズクラブの皆様の、温かいご支

当時のライオンズクラブの奉仕活動は、光の

我夢中で活動に参加させて頂きました。
当たらない人々にものを贈ることを中心になさ

援をいただきました。

れていたようです。クラブの予算に占める活動

「より市民に開かれた、新しいタイプのライオ

費も、運営費に比べると比較にならない程低く、
このままでは組織だけが肥大化していくように

ンズクラブ」という皆様の願いは、見事に開花

思え疑問に感じておりました。そして10年また

結実したと思います。

10年と時が過ぎていきました。
あたかも、そんなライオンズライフを過ごし

この10年間、メンバーお１人お１人のご努力

て い た 折 に こ の 疑 問 を 払 拭 す る よ う に、 時 の

とクラブを愛する心により、着実な進展を遂げ

Ｌ. 伊勢ガバナーが、時代に即した新しいタイプ
のクラブを作ろうと提唱され、エクステンショ

られました。その結果、優秀な素晴らしいメン

ン委員長Ｌ. 鎌谷の周到な計画の下に、皆様のク
ラブの結成がなされたのです。

バーが次々と入会され、今や地区内でも、最も

私が皆様のクラブがすばらしいと思っている

足腰の強いクラブの１つと言われるまでになら

ことは、奉仕活動を厳選され、実施に当たって
はクラブ員全員が参加されていることです。そ

れ、たいへん嬉しく思います。

して奉仕活動を通じて、ライオニズム（人々に

これからも、地域に貢献し愛される、新しい

奉仕の心を持つことの大切さを伝える）の高揚

タイプのライオンズクラブとして、大いに発展

に心を砕いておられる尊いお姿です。それは人々

なさることを期待いたしております。

見守り育てられているお姿はライオンズクラブ

の心に「奉仕の心という新種の花」の種を蒔き、
の進む方向に光明を与えるものと信じます。
もう一度おめでとうという言葉を重ねます。

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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①高岡市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・・・・収益金寄贈
・祝ライオンズ国際協会創設100周年
・10月28日（金） 第８回チャリティージャズコンサート
PM6：00〜8：30

高岡市ふれあい福祉センター

収益金を、高岡社会福祉会協議会へ寄附する。
今年もMIWAKOさんはじめ多くの演奏者が出演し盛り上がりました。
入場者約300名でジャズ演奏を楽しんでいただきました。

第８回チャリティージャズコンサート

客席風景

②公益財団法人 富山県アイバンク・・・・・・・・・協力金寄贈
③富山県ライオンズクラブ奉仕銀行 ・・・・・・・・協力金寄贈
と

む そう や

④グリーンサポート 十夢草野の会・・・・・・・・・協力金寄贈
⑤チューリップの球根の配布
高岡フラワーライオンズクラブのスローガン【花と緑で郷
土を明るく】にちなみ、市民やコンサート来場者に配布。
・10月28日（金） 第10回奏夢展&第８回チャリティージャズ
コンサート開催時に来場者に球根配布
・11月７日（月） 高岡駅万葉ロードにて、
市民の方々に配布

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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認証10周年記念座談会
th
会場：Ｌ. 工藤

Ｌ. 榊原

知文

記念誌部会長
司会者

Ｌ. 小川

利昭

現会長

Ｌ. 工藤

光也

Ｌ. 新田

2R1Zゾーンチェアパーソン

初代

昭一
会長

Ｌ. 筏井

邸

晴夫

CN10周年記念実行委員長

『新しいタイプのライオンズクラブとして認証されて10年！
市民に大きく解放されたライオンズクラブとして発足』
既存のライオンズクラブの良きノウハウをベースに、柔軟な考えで新たな運営システムを構築し
地域文化を継続し、地域の人々と交わり守り伝えるクラブとして活動する。
これまでの10年を振り返り、これから先のクラブ運営を考える。

◇クラブ結成当時の想い出話（入会とクラブ結成及認証まで）
Ｌ. 榊原

まず最初に新しいライオンズクラブを目指して当時のクラブ結成までの想い
出を参加メンバーの方にお話しをしてもらいたいと思います。結成時期は2006
年（平成18年）12月２日でしたね。早速ですが、初代会長のＬ. 新田に、当時
の回想してお話していただけませんか？

Ｌ. 新田

当時は自分自身が入会するという意識はなかった。ライオンズクラブは自分
とは全く無縁だとの認識であった。スポンサー（高岡ライオンズクラブ

Ｌ. 四

津井）より新しいタイプのライオンズクラブのお話を熱意を持って聞かされ、
自分の意識は高まり入会した記憶があります。
Ｌ. 筏井

私は、当時Ｌ. 水野から電話もらったのが2006年11月の初旬で、後日当時のガ

Ｌ. 榊原

知文

イディングライオンのＬ. 鎌谷と一緒に訪問して頂き詳しく話を聞いた。その後友人のＬ. 曽田にも「一緒に
やろうよ」と声かけ、入会の同意を得て一緒に入会いたしました。
Ｌ. 小川

私は2006年11月26日（日）当時先輩の叙勲祝賀会に出席した際、同席されていた高岡古城ライオンズクラブ
のＬ. 西森から、新規に発足する高岡フラワーライオンズクラブの入会を勧められました。ライオンズクラブ
への予備知識は、自分が現役（高岡市消防本部）の頃にゲストスピカーとして招かれた事もあり、即刻入会
を了承しました。
その後、Ｌ. 西森が当時エクステンション委員長のＬ. 鎌谷克彦
（中学同級生）を伴い入会手続きのため来宅さ
れ３日後
（12月２日）
クラブ結成式に臨み29番目でライオンズマンとなりました。
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Ｌ. 新田

認証までのお話の為当時を振り返ります。当時の地区ガバナーＬ. 伊勢豊彦の発案で色々なことがすすめられ
た。クラブ名称は当時の招聘されたメンバーが中心になり、総意で高岡フラワーライオンズクラブと決定し
命名された。
またクラブスローガンである『花と緑で郷土を明るく』は当時高岡５ライオンズクラブのスローガンと異なり、
ソフトなものとなった。スローガンについてもガイディングライオンＬ. 鎌谷・Ｌ. 中條両氏が参加し、メン
バーで積極的にみんなで考えるように指示された。

Ｌ. 榊原

当時のお話を色々とありがとうございました。ところでクラブスローガン『花と緑で郷土を明るく』につい
ては、先程会員総意で決まったとの事、もう少し詳しく聞きたいのですが・・・

Ｌ. 新田

花は当クラブのポイント！当時「花」として“ササユリ”を紹介されました。
Ｌ. 水野が古城公園のボランティア活動していたのが縁で、一緒に西山地区の
ササユリを見学したことがあります。余談だがその後“舞の谷”の整備活動の
実施につながった。

Ｌ. 榊原

結成までに色々と困難もあったと聞いておりますが、当時のご苦労話は有り
ませんか？

Ｌ. 筏井

当時の地区ガバナー

Ｌ. 伊勢の発案（新しいタイプのクラブ結成）に対して

異論も多かったみたいです。
Ｌ. 新田

結成の骨子は退職されたサラリーマンで多種多彩な人材を招聘し、新しい運

Ｌ. 新田

昭一

営方法を取り入れ結成することは、これからの時代に合致しているとの信念ですすめられていました。
特に当時は

地区ガバナー

Ｌ. 伊勢

ガイディングＬ. 鎌谷とＬ. 中條の３名が大変熱心に活動され又ご指

導いただきました。
この３名の方々に対しましては、当時の熱い気持ちが会員全員にありました。
その証拠の一つに当時高岡地区の“役職”が回ってきた時に、まだまだ経験不足で今回は辞退しようという
意見もありましたが、私は毅然として反対し、メンバーへ“絶対に受けるべきであると”説得したことを鮮
明に覚えています。
（絶対に受けるべきであると！）今後もこの熱い精神は続いていくものと確信しています。
Ｌ. 榊原

私はチャタ―メンバーではありませんが、当初の例会では色々な失敗がありましたね。
例えば開始のゴングを鳴らし忘れたり、順番を間違ったりとさんざんでしたが・・・
それはそれで、今振り返ると楽しい思い出として残っています。
Ｌ. 工藤は入会が2008年８月（第42回例会）ですね、入会当初の想い出話はありませんか？

Ｌ. 工藤

入会当初はライオンズクラブの何たるかも全く知らない状態で、入会のきっかけは従兄弟（高岡志貴野ライ
オンズクラブ所属）の誘いでした。新しいタイプのクラブということでした。当時のＬ. 中野幹事は三協アル
ミでの顔見知りであり、MERL委員長のＬ. 小川は定塚校下連合自治会の顔見知りで、アッというまに入会式
を迎えていました。
入会させていただいたおかげで、自分の生活の柱の一つにボランティア活動が加わりました。また多種多彩
な会員とのお付き合いは、大変有意義なものとなっています。

◇クラブ入会当初の印象
Ｌ. 筏井

やはり初めての例会は不安がありました。しかし入会してみたら顔見知りの人達が多くホットした記憶があ
ります。その体験からしますとスポンサーライオンが半年間はサポートする必要がありますね。疎外感が退
会につながる要因になることも考えられるので・・・

Ｌ. 工藤

当初はオリンピック精神と同様でアクテビテイに参加させていただきながら、みなさんの後をついていけば
良いという感覚でしたが、会員の皆さんは、それぞれの組織での経験豊富でそれがうまく混ざり合って当ク
ラブの新しい雰囲気を醸しだしているように思いました。
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◇奉仕活動（我々は奉仕する）とアクティビティ
Ｌ. 榊原

ライオンズ国際協会の大切なスローガン“我々は奉仕する：ウイサーブ”ですが当クラブは地域に密着した
奉仕活動を沢山アクティビティとして行っております。
その中には高岡地区７ライオンズクラブ共同での『薬物乱用防止教室』や世界ライオンズデーでの『おとぎ
の森公園』の除草や清掃も継続されていますね。
また当クラブのメインアクティビティである『奏夢展』は今年で第10回の開催となりますし、一昨年は“ガ
バナー大賞”をいただきました。これも永年の活動に対する評価を頂いたものと思います。
その他チャリティー・ジャズコンサートは今年で８回目、毎年多くの人達が来場されております。
スローガンである『花と緑で郷土を明るく』の精神に沿い、最近は市内の保育園での植樹や二上万葉植物公
園の整備や清掃にも参加していますね。当クラブのアクティビティについてお話いただけませんか？

Ｌ. 筏井

私はライオンズの奉仕活動の原点は『労力奉仕』と思っています。それが忙
しいとか、肉体的にきついとかで、金銭アクティビティが主体に変化していっ
たのだと思います。
これがライオンズクラブは金持ちの団体で企業経営者でないと入会できないと
の印象が市民の間に定着し、
入会の足かせになっているのではないでしょうか。

Ｌ. 工藤

数年間継続していた“舞の谷”の整備やボランティア活動は中途半端で終わっ
てしまいましたが、昨年より始まった【二上万葉植物公園】の整備の活動はク
ラブスローガンと合致している活動だと思います。なんとか【グリーンサポー
ト十夢草野（とむそうや）の会】と合同でしっかりと成し遂げたいものです。

Ｌ. 榊原

Ｌ. 筏井

晴夫

次に現状のアクティビティについての課題や問題点と将来のアクティビティについてお話いただきたく思い
ます。会員の中からは、当クラブのアクティビティが多すぎるのではないか？また高齢化に伴い検討すべき
ではないのかと意見もあるようです。

Ｌ. 筏井

自分は決して多いとは思いません。よく考えてみればアクティビティは終日ずっと行っているわけでもあり
ませんし、
各自の健康状態にあわせて選択できるシステムになっています。又メンバーに強制もしていません。

Ｌ. 小川

何時の日かクラブ員の平均年齢の推移によってはアクティビティの適否を選定すべき時は来る。

Ｌ. 工藤

当クラブの活動はそれなりに地域に密着した活動になっていると思います。し
かし問題はそれが自己満足の活動に終始していないか、本当に市民の理解が得
られているか、市民への浸透度をどのようにたかめていくのかといった点が今
後の課題だと考えています。

Ｌ. 榊原

どうでしょうか、やはり５年に一度くらいの割合では各アクティビティの見
直しはすべきと考えますが継続か見直しか、はたまた中止すべきか？アクティ
ビティのスラップ&ビルド！そうでないと段々アクティビティは数的にも多く
なりメンバーからも不満もででくると思いますが？

Ｌ. 筏井

毎年10月にリーダーシップ研修会が開催されますが、それとクラブ内では３

Ｌ. 工藤

光也

〜５月の期間中に新年度の体制と方針の検討時期に当たりますので、この時期が全体見直しにはいい時期か
もしれませんね。現状では６〜７月の時期に見直ししているがこれでは遅いと思います。
Ｌ. 工藤

今年は国際協会の100周年記念の年でもあり、偶然とはいえ当クラブの認証10年と重なり特に今年１年は改め
てアクティビティに力を入れることになりそうです。頑張りましょう。

◇現状の問題点と将来のあるべき姿（高齢化・女性会員・家族会員・例会の見直し等）
Ｌ. 榊原

本日は色々なお話を聞かせて頂きましたが、最後に現状の問題や課題と将来のあるべきクラブの姿について
お話ください。
TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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◇クラブの高齢化対策
Ｌ. 工藤

クラブの高齢化は次第に深刻な問題点として顕在化してきています。若い人材を入会させることが解決策と
して有効ですが、現役世代は時間が取れないのと年金支給が次第に引き上げられてきて60歳定年後も入会の
確率は低くなつているのが現状です。
当クラブが発足した時に“全く知らない人たちが集まる事が出来た”それを再検証して策を練る事も必要か
もしれません。

◇女性会員について
Ｌ. 小川

女性会員は現在（2016年７月現在）12名（全体比27.2%）で他クラブと比較し
ても多いと思います。注目すべきは、４委員会共に今期は女性が委員長である
ことです。
結成以来はじめてのことです。
会長としては密かに活躍を大変期待しています。

Ｌ. 筏井

女性会員を国際レベルまで引き上げることに大賛成です。

◇家族会員について
Ｌ. 小川

家族会員については、当クラブとしてはしっかりと検討して方向を見出す必

Ｌ. 小川

利昭

要があると考えます。他クラブには奥様を別に組織しているクラブもあります。
Ｌ. 工藤

家族会員として本人が例会やアクティビティの出席意志があれば問題はないのですが・・・

Ｌ. 筏井

現行の家族会員のあり方には疑問がありますね。これは全国的にみても不自然な形態になっていると思うの
です。例会とアクティビティの出席が前提だと思います。

◇例会の見直しとサークル活動
Ｌ. 工藤

例会は会員相互の連絡の場であるとともに、相互の理解を深め合うことのできる場でもある。
ある程度定型パターンになるのは仕方ないが、出席して楽しかった、良かったと思われるような例会にする
ことが大切である。例会を盛り上げる“テールツイスター”の働きが当クラブには重要だと考える。

Ｌ. 筏井

私もテールツイスターにもっと幅広く例会運営にかかわってもらってはと思っています。
現在、花見・クリスマス・引き継の各例会に特別な演出を依頼していますが、もう少し通常例会にも工夫が
欲しいですねえ。例えばCN記念例会（３月）にひな祭りをアレンジするとか納涼例会にビール電車で楽しむ
とか・・・

Ｌ. 榊原

楽しい企画ですねえ！今後に生かしたいですよねえ！
さて当クラブには（コーラスグループ）
『コールブルーメ』が毎年施設の慰問をしたり同好会で“囲碁サークル”
があり楽しんでいらっしゃいますよね、登山サークルもゴルフサークルもありますから、サークルに入り楽
しんでほしいです。
最後に当クラブには他クラブのように事務局がなく幹事がその業務を対応しています。
これも大きな課題ですので、最後にこの課題についてお話ください。

Ｌ. 筏井

結成当初は経費の節約で事務所は置かず、幹事がその作業をすることでスタートしました。
最近は幹事のなり手が少なくなり、今後は対策を講じなければならないと思います。
例えば負担軽減のため、幹事・副幹事の両名で作業の分担をし、その線引きを明確にする。
（副幹事は対内的な業務を所管すればかなりの軽減になる筈。）

Ｌ. 工藤

事務作業をこなせる人材は限られてきていることは事実である。幹事の補佐役的な準固定化といった柔軟な
考え方はあってもいいと思う。

Ｌ. 榊原

本日は皆様には貴重なお話やご提言も頂きありがとうございました。10周年は通過点です。
これから先の10年も当クラブが地域に密着したアクティビティを原点にした、躍動し、元気な高岡フラワー
ライオンズクラブであり続けることを、お誓い申し上げ記念座談会を終了いたします。
ありがとうございました。
（文責／Ｌ. 杉村憲一
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写真／Ｌ. 吉田孝）

２回の皆出席例会とＬ. 吉田 孝

例会皆勤

th

第48回

2008年11月15日

第219回

2016年１月９日

第２期

MERL委員長

Ｌ. 曽田

賢治

第10代

会長

Ｌ. 工藤

光也

第３期

MERL委員長

Ｌ. 小川

利昭

第10代

幹事

Ｌ. 橋本

隆一

Ｌ. 彦田

甚一

会員委員会委員長

クラブ初の皆出席達成について
第３期

MERL委員長

Ｌ. 小川

第10期

利昭

会員委員長

Ｌ. 彦田

甚一

「ライオンズクラブの最大のアクティビティは例会出

前任の故Ｌ. 曽田賢治の引継ぎ事項は、
「例会出席は最

席である。
」私が入会時に聞いた古くて新しい言葉です。

大のアクティビティ」と呼び掛けたが、皆出席が適わず

例会皆出席は偶然性もありますが、会員の出席意欲にも

残念。であった。私もこれを引継ぎ、例会の「出席率の

よります。

報告」に併せて、「健康と日程の管理で出席率の向上を」

クラブ発足以来高出席率を誇ってきた例会ですが、や

と、協力依頼を続けたが２〜７名の欠席が続いた。しか

やかげりも見えた矢先、219回例会で７年余振りに２回

し、５か月後の第48回例会で突然「皆出席」を達成し、

目の全員出席の快挙となりました。

驚きながら報告した際には、大拍手の中をＬ. 曽田が演

奉仕活動も多様性を帯びておりますが、活動の原点が

壇に飛び込んで来たので、新旧MERL委員長で、クラブ

例会出席だという基本理念を忘れずにいたいものです。

会員と共に喜び合いました。

例会皆出席

明日に向けて
Ｌ. 吉田

孝

2006年12月２日雨模様の中、高岡商工会議所において第１
回例会（結成式）が行われました。大変緊張して出席したこ
とを昨日のように思い出します。
会長挨拶・例会報告の会長・幹事さんローズタイムのアク
ティビティ報告の各部会長さん、胸にライオンズのバッチを
つけ、緊張感と自信に満ちた笑顔、そういう姿をファインダー
を通して見ることがとても楽しく好きなのです。メンバースピーチ・ゲストスピーチの方々のお話も、豊か
な経験やいろいろな思い出をお聞きし、元気を頂いてきました。例会247回皆出席できましたのはこれらのこ
とが支えてくれたのだろうと思います。
これからも、家族の協力・先祖に感謝し、健康管理に留意し、出来るだけ継続していきたいと思います。
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高岡フラワーライオンズクラブのアクティビティ
th

ガバナー大賞受賞（2013〜2014年）

チャリティージャズコンサート

奏 夢 展

第10回

第５回

ジャズコンサート

第８回

ジャズコンサート

奏夢展ポスター

第７回

奏夢展

第10回

奏夢展

チャリティージャズコンサートは８回連続開催

Ｌ. 荒木

ゆみ

Ｌ. 岡本

12年前、障がい者との出逢いから絵を教えることにな

寛治

ジャズが生まれて約１世紀、独特の力強いリズムとス

りボランティアとして５か所に広がり当時の保健社会福

イングは、人々のハートをとらえ、魅了してやみません。

祉委員会のＬ. 橋本委員長の提案から展覧会を催す運び

CN10周年を記念し、今回はサックス奏者“ミワコ”を

となりました。

中心にし、数々の名曲をお届けします。感動、感激して

それから10年多くの出逢いに接する事で自分自身純真

頂けけること間違いなしです。

な心、思いやり、感動、喜び、優しさを学びました。共

音楽を通して人の和、心の和がさらに拡がることを期

に手伝って下さったアシスタントの皆さんに支えられ10

待します。

周年を迎える事となりました。ありがとうございます。
TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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高岡フラワーライオンズクラブ

活動報告

th

第６期

2011.7〜2012.6

第６代 会長

Ｌ. 岡本

寛治

334−Ｄ地区アクティビィテイスローガン

「愛の手でつなぐ誠の奉仕」

クラブ・アクティビティテイスローガン

「花と緑の輪・人の和を広げる奉仕活動」

「心の絆」で結ばれる誠の奉仕

《新会員》
Ｌ. 玉井 隼也
（８/６）Ｌ. 筏井
Ｌ. 荒木 昭則
（10/22）

2011年３月11日の東日本大震災は、私たちに（絆）
の尊さを改めて教えてくれました。当ライオンズク
ラブは、この教訓を糧に誠の奉仕を実践し、地域社
会の発展に貢献することが求められていると思いま
す。
月２回開催される例会は笑顔にあふれ、出席して
本当に良かった、楽しかったと実感できることが肝
要であります。我がクラブの原則［企画立案は委員
会、アクテイビテイは全員で］を合言葉に、46名の
志士一丸となって取り組んでまいります。
私達の故郷がますます元気になるようそして地域
文化の向上、継承に役立つよう市民の方々と手を携
えて前進しましょう。

クラブ優秀賞

ガバナーズ・アワード
環境保全緑化推進賞
地域文化活動賞

カローリング（横田小学校）
（7/27）

夏の瑞龍寺と夜の祈りと大福市（8/12～13）

高岡地区６LC親善ゴルフ（9/5）

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB

哲治
（10/８）
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古城公園清掃美化（8/7）

花見例会

高岡フラワーライオンズクラブ 活動報告

第７期

2012.7〜2013.6
Ｌ. 彦田

第７代 会長

甚一

334−Ｄ地区アクティビィテイスローガン

「人に

地球に

すべての関わりに」

“Thanks ＆ Heart” ウィ・サーブ！！

クラブ・アクティビティテイスローガン

「住みよい町づくりに役立つ奉仕活動に努める」

奉仕活動を通じて生き甲斐を

《新会員》
Ｌ. 岩井 照子
（５/11）Ｌ. 大谷
Ｌ. 日下 幹子
（５/11）Ｌ. 関原

「奉仕活動に新しいスタイルを」のもとに当クラブ
が発足して７年目、他クラブとは異なる運営上の強
みも弱みも内包した中で、会員の皆さんのたゆまぬ
努力の積み重ねの結果、今胸を張って高岡フラワー
ライオンズクラブの会員であることを誇れるように
なりました。例会を含め奉仕活動にはいろいろな障
害もあるかと思いますが、すんなり終わった活動よ
りもむしろ困難を乗り越えた活動にこそ、喜びや生
きがいを感じると考えます。これからも発足時の基
本理念を忘れることなく、奉仕の喜びを自らの生き
がいとし、時代のニューズに合った活動を続けてい
きましょう。

日本画展鑑賞（7/21）

囲碁同好会

ガバナーズ・アワード
薬物乱用防止賞 YCE活動賞

環境緑化推進賞

コール・ブルーメ（クリスマス例会

薬物乱用防止教室：西条小（1/10）

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB

保子
（５/11）
賢正
（６/１）
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献血呼びかけ：イオンモール
（6/23）
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高岡フラワーライオンズクラブ 活動報告

第８期

2013.7〜2014.6

第８代 会長

Ｌ. 中野

康英

334−Ｄ地区アクティビィテイスローガン

「未来に伝えよう

和の心」

クラブ・アクティビティテイスローガン

「地域の中で地域と協働で、ウィ・サーブ」

We are Friends

《新会員》
Ｌ. 塚原 鐵二
（９/21）

高岡フラワーラインズクラブは、「We Serve」と
「花と緑で郷土を明るく」のスローガンの基に集まっ
たボランティア団体ですが、もう一つの重要な特徴
は、さまざまなキャリアを持った素晴らしい仲間た
ちがいるということです。
この新しく拡がる交友関係は多くのメンバーの入
会の動機の一つにもなっています。
この素晴らしいメンバーとの新しい交流を、もっ
と有効にしかも全面に押し出してクラブ運営をしよ
うではありませんか。「We are Friends」に並ぶス
ローガンに引き上げて、メンバー間のコミニュケー
ションを大切にしていきましょう。

ガバナーズ・アワード
ガバナー大賞「奏夢展」、ガバナー優秀賞「カローリング」
会員維持活動でガバナー奨励賞

第５回チャリティージャズコンサート（11/6）

例会で、ガバナー大賞獲得を喜ぶ「奏夢展」関係者

環境保全写真コンテストで受賞
Ｌ. 吉田 孝

おとぎの森公園清掃（10/8）

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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里山交流センター（たけのこ取り）
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高岡フラワーライオンズクラブ 活動報告

第９期

2014.7〜2015.6
Ｌ. 榊原

第８代 会長

知文

334−Ｄ地区アクティビィテイスローガン

「ひろめよう

真心の奉仕」

クラブ・アクティビティテイスローガン

「奉仕活動は地域の方々ともに」

奉仕活動は地域の方々とともに

《新会員》
Ｌ. 正力 順子
（８/２）Ｌ. 伊東
Ｌ. 円池 信行
（２/17）

当クラブは「新しいタイプのライオンズクラブの
結成を」と、高岡市内５ライオンズクラブのスポン

与二
（12/20）

サーにより結成されて以来９年目を迎えます。
「花と緑で郷土を明るく」のスローガンのもと、
さまざまな奉仕活動を取り組んでまいりましたが、
クラブ運営、奉仕活動ともにマンネリ化に陥らない

ガバナーズ・アワード
ガバナー優秀賞

よう常にクラブ・ライフの活性化を図っていきたい。
「楽しい例会」
「喜んで参加できるアクティビティ」
等を通じて会員相互のコミュケーションを大切に、
より大きな感動や共感が生まれるよう充実したクラ
ブに努めます。奉仕活動は、地域の方々から期待と

ガバナーズ・アワード
LCIF アワード賞

共感をもって受け入れられるよう努めましょう。

第１回文化展（2/28～3/4）七本杉

植樹：佐野保育園（11/7）

植樹：能町保育園（11/7）

世界ライオンズ奉仕デー：おとぎの森公園（10/8）

慰問：雨晴苑（10/21）

慰問：雨晴苑（10/21）

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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高岡フラワーライオンズクラブ 活動報告

第10期

2015.7〜2016.6

第10代 会長

Ｌ. 工藤

光也

334−Ｄ地区アクティビィテイスローガン

「あすへつなげよう

奉仕と感動」

クラブ・アクティビティテイスローガン

「地域への奉仕で育つ人の和・感動の輪」

取り組もう

新しい変革に

《新会員》
Ｌ. 大野 朝子
（３/５）

高岡フラワーライオンズクラブは来年で結成以来
10周年、国際協会も来年で100周年という節目の年
を迎え、変革が求められています。この大事な年を
迎える今期第10期10代目のクラブ会長という大役を
戴き，併せて巡り合わせ上、地区GMT・GLT委員兼
副ZCという役割も兼ねることになってキャビネット
会議のたびに肝心のクラブ例会を第一副会長に任せ
ていかなければならないことが再三にわたり、職務
を充分に遂行できないままに推移したことを皆様に
はこの紙面を借りてお詫びせねばなりません。
私たちは結成以来のクラブスローガン「花と緑で
郷土を明るく」を掲げ、ライオンズクラブのライオ
ンズクラブの基本理念である「ウィ・サーブ」の旗
印のもと、活動を通して広がる人の和を大切にし、
楽しく充実したクラブライフを目指しています。
さらに一歩前進するために、現状に満足すること
なく新しい改革に取り組みましょう。

ガバナーズ・アワード
【ガバナー賞】GM（会員維持活動 ライオンズクエスト活動
合同奉仕活動 クラブ例会出席 アクテイビィテイ参加）

花壇町並みコンクール（9/24）

二上山万葉植物園ボランティア活動（10/10）

植樹：和田保育園（11/12）

植樹：高岡保育園（11/12）

施設慰問：長生寮（3/30）

救急救命講習（5/28）

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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10 年 の あ ゆ み
th
【クラブスローガン】

花と緑で郷土を明るく
結成
認証

結成会・第１回例会

2006年12月2日
2007年３月3日

2006/12/2

記念植樹『うばめがし』
高岡市ふれあい福祉センター 2007/2/17

赤丸城址散策と山野草とのふれあい
2008/4/6

第１回チャリテイージャズコンサート
2009/10/19

YCE生受け入れ
2011/8/1～8/7

CN５周年記念例会

ガバナー大賞受賞（奏夢展）
2014/5/17
高岡南ライオンズクラブとの合同例会
2015/2/19
TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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2012/3/3

会員

紹介
氏

名

住

所

秋元

入会年月日
※チャーターメンバー

荒木

ゆみ

高岡市立野2724
※2006.12.2

伊東

与二

高岡市下伏間江136
2014.12.20

大野

朝子

高岡市大手町2−43
2016.3.5

日下

幹子

射水市中太閤山7−68
2013.5.11

筏井

哲治

高岡市下伏間江263−2
2011.10.8

井村

昭彦

高岡市福岡町下蓑2327
※2006.12.2

岡本

寛治

高岡市大手町16−32
2007.8.18

工藤

光也

高岡市末広町3−1
2008.8.16

筏井

晴夫

明雄

高岡市内免1−5−4
2007.12.15

石川

勢喜子

高岡市木舟町17
※2006.12.2

高岡市桐木町47
2009.5.16

岩井

越礪

照子

高岡市三女子43−3
2013.5.11

小川

利昭

高岡市中川園町5−4
※2006.12.2

榊原

知文

高岡市荒見崎115
2007.7.17

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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直一

高岡市辻252
2009.8.22

金森

昌義

高岡市城東2丁目332−3
※2006.12.2

澤田

孝雄

高岡市羽広1丁目2−4
2010.12.4

The 10th charter night anniversary

荒木

昭則

高岡市中川上町12−19
2011.10.22

一川

順彦

高岡市五福町7−33
※2006.12.2

大谷

保子

高岡市末広町38
2013.5.11

北山

瑞豊

高岡市扇町1丁目2−50
※2007.2.17

正力

順子

高岡市常国289−11
2014.8.2

杉村

憲一

高岡市若冨町427
2009.8.4

津田

陽子

高岡市西町1番1号
※2007.2.17

早川

誠一

高岡市波岡53−1
※2006.12.2

堀

まり子

高岡市六家1170
2010.10.2

関原

賢正

高岡市新横町58
2013.6.1

円池

信行

高岡市野村775
2015.2.17

早川

雅江

射水市小島608−4
2010.4.17

堀澤

満

高岡市福岡町福岡新590
2009.11.21

竹内

且勲

高岡市横田町2−5−5
※200612.2

中野

康英

高岡市風呂屋町17
※2006.12.2

林

浪子

高岡市出来田126−5
2009.3.7

村本

勝夫

高岡市本丸町4−1
※2006.12.2

玉井

隼也

高岡市中川本町8−8
2011.8.6

新田

昭一

高岡市青葉町418
※2006.12.2

彦田

橋本

堀

山本

曽田
吉田

孝

鷲北

志貴夫

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB

賢治

※2006.12.2
2013.1.31逝去

高岡市野村第四1161−3
※2006.12.2
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壽夫

洋春

高岡市美幸町1−2−13
※2006.12.2

物 故 会 員

高岡市上黒田新町381−31
※2006.12.2

隆一

高岡市本町4番6号
2009.7.4

武一

高岡市五福町12−40
2007.12.15

鐵二

高岡市出来田286−4
※2006.12.2

甚一

高岡市木津697−1
2008.3.15

八島

塚原

高岡市駅南3−7−20
2014.9.21

チャーターナイト10周年記念大会組織図
th

大会本部

大会委員長

会長

Ｌ. 小川

幹事

Ｌ. 石川勢喜子

会計

Ｌ. 堀

Ｌ. 筏井

利昭

大会顧問

晴夫

Ｌ. 新田

昭一

Ｌ. 一川

順彦

壽夫

大会幹事
Ｌ. 杉村

憲一

財務担当
Ｌ. 堀澤

総務部会
◎Ｌ. 工藤

光也

○Ｌ. 北山

瑞豊

Ｌ. 荒木

ゆみ

Ｌ. 伊東

与二

Ｌ. 井村

昭彦

Ｌ. 玉井

隼也

Ｌ. 塚原

鐵二

Ｌ. 早川

雅江

Ｌ. 八島

武一

式典部会

満

祝宴部会

記念事業部会

◎Ｌ. 中野

康英

◎Ｌ. 彦田

甚一

◎Ｌ. 岡本

寛治

○Ｌ. 竹内

且勲

○Ｌ. 橋本

隆一

○Ｌ. 堀

Ｌ. 筏井

哲治

Ｌ. 荒木

昭則

Ｌ. 秋元

明雄

Ｌ. 大谷

保子

Ｌ. 越礪

直一

Ｌ. 早川

誠一

Ｌ. 日下

幹子

Ｌ. 大野

朝子

Ｌ. 林

浪子

Ｌ. 関原

賢正

Ｌ. 金森

昌義

Ｌ. 山本

Ｌ. 円池

信行

Ｌ. 正力

順子

記念誌部会
◎Ｌ. 榊原

知文

○Ｌ. 吉田

孝

Ｌ. 岩井

照子

Ｌ. 澤田

孝雄

洋春

Ｌ. 津田

陽子

Ｌ. 鷲北志貴夫

Ｌ. 村本

勝夫

まり子

◎部会長

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
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○副部会長

高岡フラワーライオンズクラブ

歴代三役・地区委員
th

◎歴代三役
代

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

年

度

06～07
07～08
08～09
09～10
10～11
11～12
12～13
13～14
14～15
15～16

Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.

会

新田
新田
一川
筏井
曽田
岡本
彦田
中野
榊原
工藤

長

昭一
昭一
順一
晴夫
賢治
寛治
甚一
康英
知文
光也

Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.

幹

田上
田上
中野
北山
小川
水野
工藤
杉村
越礪
橋本

事

英夫
英夫
康英
瑞豊
利昭
俊雄
光也
憲一
直一
隆一

Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.
Ｌ.

会

計

早川 誠一
早川 誠一
水野 俊雄
早川洋三郎
竹内 且勲
津田 陽子
橋本 隆一
村本 勝夫
筏井 晴夫
堀澤
満

◎地区委員
2010/7～2011/6 334−D地区2R1Z ゾーンチェアパーソン Ｌ. 筏井

晴夫

2010/7～2011/6 334−D地区2R

地区PRライオンズ情報委員 Ｌ. 工藤

光也

2012/7～2013/6 334−D地区2R

地区四献環境保全委員 Ｌ. 杉村

憲一

2016/7～2017/6 334−D地区2R1Z ゾーンチェアパーソン Ｌ. 工藤

光也

2016/7～2017/6 334−D地区2R

瑞豊

地区PRライオンズ情報委員 Ｌ. 北山

《編集後記》
井戸を掘った34名のチャーター・メンバー、その水を飲んで引き継ぎ、現会員44名の方々
のお陰で10周年を迎えることができました。
24頁の記念誌に集約するのは大変でしたが、10年を写真で見るのも楽しく思い出しました。
ここに採用できなかった写真も含め、次の20年に向かっての資料になればと思っています。
今後は、私達「高岡フラワーライオズクラブ」が『花と緑で郷土を明るく』のスローガンの
もと、地域の皆さんと共に「アクティビティ」を通して協働して行きたいものです。
最後に、座談会の会場をこころよく提供して頂いたＬ. 工藤光也とご家族の皆さんに感謝い
たします。また、多くの皆さんにご協力頂き心より御礼申し上げます。
CN10周年記念誌部会

副部会長

Ｌ. 吉田

高岡フラワーライオンズクラブ
チャーターナイト10周年記念誌
発行日

2017年（平成29年）３月４日

例会場所

高岡市ふれあい福祉センター（201～202号室）

編

集

高岡フラワーライオンズクラブ
チャーターナイト10周年記念誌部会

印

刷

小間印刷株式会社

〒933−0935 高岡市博労本町４−１

〒933−0927 高岡市利屋町３

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB

21

The 10th charter night anniversary

孝

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB

th

TAKAOKA FLOWER LIONS CLUB
The 10th charter night anniversary
花と緑で郷土を明るく

チャーターナイト10周年記念誌

The 10th charter night anniversary

