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３回目の例会皆出席（第327回例会 2020.7.4）



高岡フラワーライオンズクラブ　会長　Ｌ. 筏井　哲治
　今期は新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより活動を大幅に自粛することになりました。未知の感染
症に対し、最大限の注意を払うことは当然であり、致し方ないものとわかってはいても行動を制限されるつらい
日々が今もなお続いています。しかし、そのおかげで如何に何気ない普段の例会が尊いものであるか、しみじみ
と思い知りました。またコロナ禍にあっても、止めてはならない活動である献血の協力や小学校６年生への薬物
乱用防止教室の開催などはしっかりと実施することが出来ました。いましばらくは窮屈な日々が続きますが、や
がてコロナ禍が去り再び自由闊達な奉仕活動ができる日を楽しみにしながら、今しばらくは会員一丸となって限
られた活動に全力を尽くして参りましょう。

コロナ禍でも、地域に密着した奉仕活動を！

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」

「今こそ地域のために We Serve」
［第15期 会長方針］

　2020年の年明けから中国は武漢を震源地とした人類がまだ免疫を持たない新型のコロナウイルスが世
界中に蔓延しました。日本国内でも緊急事態宣言の発令による外出自粛や、全国の学校休校など、前例
のない対策が取られており、しばらくの間は私たちの生活や活動は制限されることになりそうです。そ
のような中、当クラブは今年第15期を迎えることになりました。大変多くの方々のお力添えがあって今
日まで運営を続けて来られたことは感謝の念に耐えません。しかし、体を動かすアクティビティが奉仕
の中心にある当クラブにとっては、活動内容の変更を余儀なくされることもあると思います。今年度の
各事業委員会の活動についても、新型コロナウイルスのリスクをしっかりと見極め、三密には十分気を
つけながら、会員一人ひとりの健康と安全確保を最優先に進めて参ります。今年一年、今こそ私たちが
どのように地域に奉仕できるかじっくりと考える機会にし、また一回一回の例会を大切に会員相互のコ
ミュニケーションと信頼関係の構築を図りたいと思います。さらには永遠のテー
マである会員増強についても、引き続き積極的に声掛けを行い、新たな仲間を増
やすことをもう一つの目標に活動して参ります。新型コロナウイルスをきっかけ
に、顔を合わせ、話をするという当たり前のことの素晴らしさを会員の皆さんと
分かち合いたいと思います。

◇地域奉仕のアクティビティ
新型コロナウイルスの状況を見定め、会員の気力／体力の範囲内で、主に三密を
避けた広い場所や屋外でのアクティビティに力を入れる

◇例会出席は最大のアクティビティ
国際協会やキャビネットからの連絡事項はなるべく事前送付
で終わらせ、例会ではアクティビティ報告や会員スピーチ、会
員提案、クッキータイムなどの会員交流の時間を大切にする

◇会員増強は永遠のテーマ
沢山の人に本会を知ってもらおう。フェイスブックの利用を
さらに推進し、情報の発信に努める

『明日へつなげよう We Serve』～Enjoy LC activities～

334ーＤ地区アクティビティスローガン

国際会長テーマ『We Serve』(思いやりと多様性で結束する)

高岡フラワーライオンズクラブ
www.geocities.jp/takaoka_flower/

会長　筏井　哲治

【事務局】
〒933−0929 高岡市木舟町17

幹事　筏井　晴夫 方
Tel（Fax）：0766−22−0446
Mail：takaoka_flower@yahoo.co.jp
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アワ
ード

高岡フラワーライオンズクラブ

　筏井会長からお声がけいただいた
時、未熟な私が入会に値するのかと身
に余る思いでした。
　ライオンズクラブに入会したからに
は、奉仕の精神で自分を高め、先輩方
に教えてもらいながら、地域社会に貢
献する気持ちを培っていきたいです。

Ｌ. 松本　啓介

入 会 日　令和２年10月17日
スポンサー　Ｌ. 筏井　哲治
住　　所　高岡市中曽根
勤 務 先　マツモトケイスケ一級建築事務所
趣　　味　読書・茶道

アワード

新 会 員

ライオンズ国際協会334−Ｄ地区ガバナー公式訪問

例 会 皆 出 席 者（9名）

L.鷲北 志貴夫

2014～2020
６年間

L.筏井 晴夫

2009～2020
11年間

L.小川 利昭

2012～2020
８年間

L.堀 壽夫

2018～2020
２年間

L.工藤 光也

2018～2020
２年間

L.荒木 昭則

2018～2020
２年間

L.橋本 隆一

2018～2020
２年間

L.村本 勝夫

2018～2020
２年間

ガバナー　Ｌ.岸　省三 高岡市長　高橋正樹ホテルニューオータニ高岡　2020年８月18日

L.岡本 寛治

2018～2020
２年間

薬物乱用防止活動賞“優秀賞”



高岡フラワーライオンズクラブアクティ
ビティ

アクティビティは全員で
薬物乱用防止教室
1月28日　千鳥丘小学校

薬物乱用防止教室
1月29日　博労小学校

桜の木植樹
2月25日　西条小学校

桜 の 木 植 樹
3月2日
牧野小学校

コロナ禍
先生達との植樹

薬物乱用防止教室
2月25日　西条小学校

桜の木植樹
2月28日　城光寺運動公園

薬物乱用防止教室
2月14日　牧野小学校

桜の木植樹
2月26日　博労小学校

献血呼びかけ
1月12日　イオンモール高岡

2020年１月～６月
１/12㈰　献血呼びかけ イオンモール高岡

１/28㈫　薬物乱用防止教室 千鳥丘小学校

１/29㈬　薬物乱用防止教室 博労小学校

２/14㈮　薬物乱用防止教室 牧野小学校

２/25㈫　薬物乱用防止教室 西条小学校

２/25㈫　桜の木植樹 西条小学校

２/26㈬　桜の木植樹 博労小学校

２/28㈮　桜の木植樹 城光寺公園

３/２㈪　桜の木植樹 牧野小学校

２



高岡フラワーライオンズクラブ アクティ
ビティ

衣装もなかなか、お似合い！

コロナの為ビデオでの参加

世界ライオンズデー
10月8日　古城公園相撲場

献血呼びかけ
10月24日　イオンモール高岡

朗　唱　の　会
（ビデオ参加）

8月27日

献血呼びかけ　7月11日　イオンモール高岡

花壇コンクール表彰式　9月1日ふれあい福祉センター清掃　8月1日

薬物乱用防止教室
12月17日　千鳥丘小学校

高岡フラワーライオンズクラブ賞
高岡市立佐野公民館

2020年７月～12月
７/11㈯　献血呼びかけ イオンモール高岡

８/１㈯　ふれあい福祉センター除草

８/27㈭　朗唱の会（ビデオ参加）

９/１㈫　花壇コンクール表彰式

10/８㈭　世界ライオンズデー 古城公園相撲場

10/24㈯　献血呼びかけ イオンモール高岡

12/17㈭　薬物乱用防止教室 千鳥丘小学校

３



高岡フラワーライオンズクラブ
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例会 楽しい例会 （2020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

ジャズコンサート収益金寄贈

高岡市社会福祉協議会
会長　尾崎　憲子

ケーキとコーヒーで
お祝い！

テールツィスター
Ｌ.鷲北　志貴夫

誕生祝
Ｌ.筏井瑠美子

例会風景 誕生祝
Ｌ.小川　利昭

LCIF寄付金
アワード伝達
Ｌ.堀　寿夫

Ｌ.中野　康英
家族で合唱！

メンバースピーチ
Ｌ.筏井　哲治

演題「経済指標で見る
　　　　日本と世界の推移」

引継例会・古城亭

メンバースピーチ
Ｌ.井村　昭彦

演題「オリンピックに想う」

100ドル寄付金Pin表彰

第315回 １月４日 21名 95％ 第319回 ３月７日 18名 81％

第316回 １月18日 20名 90％ 第320回 ３月21日 19名 86％

第317回 ２月１日 18名 81％ 第325回 ６月６日 21名 95％

第318回 ２月15日 20名 90％ 第326回 ６月20日 20名 90％

第321回〜第324回はコロナ禍にて中止！

新春お茶例会　工藤泰子社中（博労公民館） チャターナイト13周年

Ｌ.堀会長“バトンタッチ”
〜新会長Ｌ.筏井　哲治



高岡フラワーライオンズクラブ
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例会楽しい例会（2020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

地区役員例会訪問 誕生祝　Ｌ.工藤　光也
　　　　Ｌ.中野多貴子

Ｌ.松本　啓介　入会式

ガバナー公式訪問・ニューオータニ ゲストスピーチ　志貴野ライオンズ　Ｌ.小西　良信
演題「天文宇宙を浅く広く」

方針発表 例会での懇談 例会風景Ｌ.堀まり子在籍10年シェブロン授与

Ｌ.大野　朝子 在籍５年表彰 誕生祝　Ｌ.大野　朝子
　　　　Ｌ.鷲北志貴夫

誕生祝　Ｌ.金森　昌義メンバースピーチ
Ｌ.松本　啓介

演題「私と仕事と建築」

第327回 ７月４日 21名 100％ 第333回 10月３日 20名 95％

第328回 ７月18日 19名 90％ 第334回 10月17日 19名 86％

第329回 ８月１日 21名 95％ 第335回 11月７日 21名 100％

第330回 ８月18日 14名 66％ 第336回 11月14日 20名 95％

第331回 ９月５日 19名 90％ 第337回 12月５日 21名 95％

第332回 ９月19日 20名 95％ 第338回 12月19日 20名 86％

新年度・皆出席達成（3回目）新会長　挨拶 オブザーバー参加　松本氏 ゲストスピーチ
荒井公浩氏（荒井学園理事長）
演題「私立高校を経営して思うこと」

ゲストスピーチ　樋詰　豊氏（ひづめ美術店主）
演題「骨董を楽しむ」

クリスマス例会　デュオ

ミワコ＆飯野さん演奏
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ライオンズクラブ国際協会
334−Ｄ地区2Ｒ1Ｚ

高岡フラワーライオンズクラブ
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高岡フラワーライオンズクラブ組織図（第15期）（2020.7〜2021.6）

コーディネーター
　　　 〃

コミニュケーション

榊原　知文

榊原　知文

工藤　光也
堀　　壽夫

2024.6
2024.6

評議員

第１副会長


