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二上山万葉植物公園の植樹（2016/11/12）



高岡フラワーライオンズクラブ　会長　Ｌ. 小川　利昭
　シニアライオンズの趣旨は、経費の掛からない新しい形式のクラブで、『豊富な経験と卓越した識見・
知識・技能・技術を身につけた熟年が、奉仕を通じて地域社会に貢献しましょう。』であります。
　当クラブは、シニアタイプのクラブとして結成以来、『花と緑で郷土を明るく』のスローガンのもと
でクラブ運営を行い、今期ＣＮ証認10周年を迎えました。３月４日に関係者多数を迎えて記念式典を開
催出来たことは、会長としてこの上ない喜びであります。
　一方、シニアライオンズは、23年前に第１号が結成以来53クラブが結成されましたが、クラブ員の

高齢化に伴う退会者が続出し、既に解散したクラブや、活動に支障を来たすクラブも出ております。
　当クラブも、平均年齢が70歳超である現状を認識し、「ＣＮ10周年記念」を機に、自らの健康管理と、活力ある新会員の
招請に協力することで体制を維持し、引き続き「当クラブの身の丈に合った形」で、地域に貢献して行きましょう。

奉仕を通じて地域社会に貢献しましょう

クラブスローガン
TAKAOKA FLOWER

LIONS CLUB
クラブスローガン

アクティビティスローガン

「花と緑で郷土を明るく」

「CN10周年 気持ちを新たに We Serve」

［第11期 会長方針］
１．ライオンズクラブ国際協会は、1917年創立者メルビン・ジョーンズの呼びかけにより、アメリカ合

衆国のシカゴで誕生した。来期に100周年を迎えるに当たり、『100周年記念特別プロジェクト』の中で、
「奉仕チャレンジ」「会員増強」及び「コミュニティ・レガシ・プロジェクト」等の諸活動を計画しており、
当クラブもこれに参加・協力する。

２． 当 ク ラ ブ は、2006年 に 地 区 ガ バ ナ ー で あ っ た Ｌ.  伊 勢 豊 彦 の、 団 塊 の 世 代 を 念 頭 に し
た「新しいタイプのライオンズクラブの結成を!」との強い信念と指導力により、2Ｒ1Ｚの 
５ＬＣのスポンサーにより結成された。以来、「花と緑で郷土を明るく」のスローガンのもと、様々な
奉仕活動に取り組んで来ましたが、今期10周年という節目を迎え、クラブに「ＣＮ10周年記念式典実
行委員会」を編成し、クラブ員が一致協力して記念事業を行う。

３．当クラブ員の平均年齢は、結成時より約７歳高くなっており、新会員の招請
に努め年齢構成の適正化を図るとともに、会員一人ひとりが健康管理、体力維
持に努める。更に、現行のアクティビティを検証し、クラブの実態に即した活
動を行う。

◇記念事業の成功
　　国際協会100周年記念、クラブＣＮ10周年記念

◇地域奉仕のアクティビティ
　　体力、気力に応じた工夫で全員参加を

◇例会出席は最大のアクティビティ
　　誰もが出席したくなる魅力的な仕掛けを

◇会員増強は永遠のテーマ
　　会員の熱意で活力ある会員の招請を

　『ひろげよう つなげよう 奉仕の心』

　国際会長テーマ『次なる山を目指して』

334ーＤ地区アクティビティスローガン

高岡フラワーライオンズクラブ
www.geocities.jp/takaoka_flower/
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〒933−0023 高岡市 末広町4−5−1305
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幹事　石川　勢喜子 方
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アワ
ード

高岡フラワーライオンズクラブ

　以前、舅や主人が高岡ライオンズクラブに所属
しておりましたが家族会員として参加していた私
にはお楽しみの会でしたが、フラワーライオンズ
に自身が入会し一年を経ておもいだしますのはラ
イオンズの基本理念を認識せねばと、諸先輩を見
て改めて感じているところです。
　宜しくお願いいたします。

Ｌ. 大野　朝子

入 会 日　平成28年３月５日
スポンサー　Ｌ. 石川　勢喜子
住　　所　高岡市大手町２番43号
勤 務 先　株式会社　古城製作所
趣　　味　詩吟

アワード

新 入 会 員

会員維持・ライオンズクエスト
合同奉仕・クラブ例会出席
アクテイビテイ参加の活動で受賞

１月９日の新年例会にて第２回目の例会
全員出席を達成しました。

（第１回目は2008年11月15日　第48回例会）

結成10周年・1000ドル献金で受賞

ガバナー賞（2015～2016）

２回目の全員例会皆出席
（第21９回例会）

例会皆出席者（13名）

シェブロン交付（第241回例会）

2006～2016
10年間

L.吉田 孝

L.岩井 照子

L.彦田 甚一

L.澤田 孝雄

L.工藤 光也

L.筏井 晴夫

L.荒井 昭則

L.円池 信行

L.小川 利昭

L.堀澤 満

L.堀 壽夫

L.鷲北 志貴夫

L.橋本 隆一

2013～2016　３年間 2014～2016　２年間

2015～2016　１年間

2008～2016
８年間

2009～2016
７年間

2012～2016
４年間
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アクティ
ビティ

アクティビティは全員で
献血呼びかけ
（1月24日・8月28日・11月20日）

春のライトアップ 4月29日〜5月1日

第２回文化展 3月３日〜6日

ふれあい福祉センター除草 6月4日

施設慰問 長生寮 二年連続の慰問 3月29日

新幹線効果もありさらに見学者が増加
荘厳な雰囲気がとてもいいですね。

どれも素晴らしい作品ばかり

いつもお世話になっています。感謝の除草

コーラス・詩吟・三味線・尺八と最後に皆さんと合唱し
楽しくすごしました。

市内４校での薬物乱用防止
教室実施。子供たちの成長
を祈り熱心に語る。
◀博労小
２月８日

牧野小▶
２月１日

イオンモール高岡にて
３回の献血呼びかけ

2016年１月～６月
１/15㈮　薬物乱用防止教室　西条小学校

１/24㈰　献血呼びかけ　イオンモール高岡

２/１㈪　薬物乱用防止教室　牧野小学校

２/８㈭　薬物乱用防止教室　博労小学校

３/３～３/６㈰
第２回文化展　　　まなぶん

３/29㈫　長生寮慰問

４/３㈰　二上山万葉植物園整備

４/29～５/１㈰
瑞龍寺春のライトアップ

６/４㈯　ふれあい福祉センター除草
里山交流センター９回
　　　　（2016/１月～12月）
1/17　2/14　3/13　7/17　8/7
9/25　10/23　11/20　12/18

薬物乱用
防止教室
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アクティ
ビティ

高岡7LC合同記念植樹も同日実施 11月12日

第８回チャリテイ―ジャズコンサート 10月28日

燈火の路 10月７〜９日

第10回 奏夢展 10月28〜30日

世界ライオンズデイー 10月8日

カローリング 二塚小学校 8月18日

花壇コンクール表彰式 9月23日

ラ イ オ ン ズ 
創 立100年 と
クラブ10周年
記念し開催。
今回は
チューリップの
球根も配布
しました。

家 持 1300 年 
記念の朗唱の
会盛大に！
朗唱には全国
から参加され
ています。

10回目の節目の
奏夢展
力作も沢山出品。
多くの人が見学に
訪れて下さいました。

高岡７LC合同にて
清掃・草刈実施
（おとぎの森公園）

暑い中
みんな一生懸命
楽しんで
くれました。

花で街を
美しく！
表彰先は

「林自治会・
花と緑の会」

７LC合同
二上山万葉
植物園での
記念植樹

ライオンズクラブ国際協会設立100周年記念

2016年７月～12月
８/７㈰　古城公園清掃美化運動
８/13～14㈰　瑞龍寺夏のライトアップ
８/18㈭　カローリング大会　　　二塚小学校
８/２㈯　ふれあい福祉センター除草
８/28㈰　献血呼びかけ　　　　　イオンモール高岡
９/23㈮　花壇コンクール表彰式　　　高岡市役所
10/７～９㈰　燈火の路　　　　　古城公園
10/８㈯　二上山万葉植物園整備
10/８㈯　おとぎの森公園清掃
10/28㈮　チャリティ―ジャズコンサート　ふれあい福祉センター
10/28～10/30 第10回奏夢展　　　高岡文化センター
10/31㈪　薬物乱用防止教室　　　千鳥ヶ丘小学校
11/７㈪　チュウリップ球根配布　　　高岡駅周辺
11/20㈪　献血呼びかけ　　　　　イオンモール高岡
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例会 楽しい例会 （2016年1月〜6月）
	 例会回数	 月日	 出席数	 出席率 	 例会回数	 月日	 出席数	 出席率

第219回 １月９日 44名 100％
新春お茶会　工藤泰子社中

第220回 １月16日 36名 82％

メンバーズスピーチ
　L.竹内　且勲

演題

「家族を語る」

メンバーズスピーチ
　L.大野　朝子

演題

「今思う事」

メンバーズスピーチ
　L.岡本　寛治
演題

「山を知り、
　 山を楽しむ」

メンバーズスピーチ
　L.山本　洋春

演題

「保護司として」

ゲストスピーチ
　石井　崇 氏
演題

「常願寺川の
  土砂災害と
  立山砂防事業」

ゲストスピーチ
　松田　勉 氏
演題

「立山の雷鳥に
　　　ついて」

ゲストスピーチ
　増田　恭次 氏
演題

「立山の高山植物
　　　　ついて」

第221回 ２月６日 40名 89％

第222回 ２月20日 39名 89％

第223回 ３月５日 42名 91％

新会員入会式　L.大野　朝子

CN9周年 元ガイディングライオン
L.鎌谷、L.中条　ご出席

第224回 ３月19日 42名 91％

第225回 ４月２日 42名 91％

第226回 ４月16日 38名 83％

花見例会　古城亭 林先生の独唱

第227回 ５月７日 42名 91％

第228回 ５月28日 37名 80％
救急救命研修 高岡消防署 例会風景

第229回 ６月４日 39名 85％

第230回 ６月18日 38名 83％
引き継ぎ例会　山の手倶楽部

第2回目の例会皆出席

1月誕生祝
L.榊原、L.玉井

5月誕生祝　L.大谷

6月誕生祝　L.八島

ふれあいセンターの桜

ドネーション報告
L.八島
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例会楽しい例会 （2016年７月〜12月）
	 例会回数	 月日	 出席数	 出席率 	 例会回数	 月日	 出席数	 出席率

第231回 ７月２日 32名 80％
新年度　第11期のスタート！

メンバーズスピーチ
　L.早川　誠一

演題

「仕事と人生」

メンバーズスピーチ
　L.林　浪子
演題

「金メダリスト
 登坂選手の
 保育園時代から」

メンバーズスピーチ
　L.澤田　孝雄

演題

「国旗と国歌に
　　　ついて」

ゲストスピーチ
　L.見津 氏
演題

「家族及び
　女性チームに
　　　 ついて」

第232回 ７月16日 42名 95％

第233回 ８月６日 33名 80％

副地区ガバナー・地区委員の例会訪問

第234回 ８月20日 38名 93％

第235回 ９月２日 38名 93％
「合同例会」ホテルニューオータニ高岡にて開催

第236回 ９月17日 32名 78％

第237回 10月１日 38名 93％

第238回 10月15日 34名 83％
LCIF1000＄献金表彰  L.工藤

第239回 11月５日 36名 85％
会計報告　L.堀 ドネーション報告　L.金森

第240回 11月19日 33名 80％
L.堀澤　瑞宝小綬章伝達式 11月誕生祝　L.林、L.井村

　　　　　　 L.荒木、L.岡本

10月誕生祝　L.石川、L.北山
L.堀澤、L.中野、L.澤田、L.筏井

第241回 12月３日 36名 85％

第242回 12月17日 32名 78％
クリスマス例会　ホテルニューオータニ高岡

7月誕生祝
L.荒木、L.工藤

副地区ガバナー
L.宇波

YCE委員
L.谷道 訪問された４名

12月誕生祝
L.吉田、L.一川
L.早崎、L.金森

保健社会福祉報告
L.堀澤

ガバナー賞受賞

9月誕生祝　L.大野、L.鷲北ドネーション報告　L.円池
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高岡フラワーライオンズクラブ組織図（第11期）（2016.7〜2017.6）

委員長　岡本寛治


