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40周年記念誌 会長挨拶

時計台ライオンズクラブ 会長

L 木村 孝二

CN40年 ごあいさつ
　１９７９年９月１０日札幌クラークＬＣ

のスポンサーにより在札１５番目として当ク

ラブは誕生しました。

　この度、創立４０周年を迎え、記念式典

を開催いたしたくご案内を申し上げましたと

ころ、大変ご多忙の中、北海道知事 鈴木直

道様、札幌市長 秋元克広様を始め多くの来

賓の方々をお招きし、元国際理事 Ｌ . 杉本

忠雄、３３１- Ａ地区ガバナー Ｌ . 鈴木善

一、元地区ガバナー、地区名誉顧問、地区

役員の皆様方のご臨席を賜り、３３１- Ａ

地区ブラザークラブ、そして姉妹クラブ、福

岡南ＬＣ、台北東ＬＣのメンバーの参加を

いただき開催できましたことに心より感謝い

たします。

　当クラブは、初代会長 Ｌ . 山形正明の

元に、チャーターメンバー７５名で始まり、

その後歴代会長を中心に数々のアクティビ

ティーに取り組み、活動してきました。

　また、キャビネット運営も故　Ｌ . 山形正

明を始め２名のガバナーを輩出し、札幌パ

イオニアＬＣを始め、いくつものクラブをエ

クステンションしてまいりました。

　令和元年周年の節目は、クラブの歴史と

伝統を引き継ぎ、今後の更なる発展と活動

に結び付ける事にあると同時に、ライオンズ

活動の原点に戻り、ライオンズ精神である

奉仕の心を再認識し、会員としての自覚と誇

りをもち、自己修練の場であることを見つめ

直す機会であると考えます。

　さて、今世界は不安を感じる状況が広がっ

ていて、日本の将来は地球温暖化による自

然災害や人口減少等、先の見えない不安定

なものであります。この様な時にこそ ｢友愛

と相互理解の精神｣ を育むライオンズ活動

は有意義であります。固定観念に縛られず

柔軟な発想で新しい時代に合ったクラブ運

営をし、札幌時計台ＬＣを更に活性させて

いく所存です。

　結びに、この度の記念式典にご参加いた

だきました皆様のご支援と友情に心から感

謝申し上げ、挨拶とさせていただきます。
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北海道知事

鈴木 直道

お祝いのことば
　札幌時計台ライオンズクラブが、結成４０

周年の節目を迎えられましたことを心からお

喜び申し上げます。

　貴クラブは、１９７９年に結成されて以

来、長きにわたり、小学生を対象とした薬物

乱用防止教室やバスケットボール教室の開

催、障がい者施設でのイベントの手伝いや出

張コンサートの実施など、将来を担う青少年

の育成や障がい者福祉の向上に献身的に取り

組まれ、地域の発展に多大な貢献を果たして

こられました。

　木村会長をはじめ歴代の会長、役員並びに

会員の皆様の熱意とこれまでのたゆまぬご努

力に、深く敬意を表します。

　昨年の北海道胆振東部地震をはじめ、近

年、北海道では、地震や台風といった自然災

害が相次ぎ、また、人口減少の進行やＩＣＴ

の普及により、私たちを取り巻く環境が大き

く変化しており、道民の皆様の安全・安心な

暮らしや地域とのつながりの維持・確保は、

これまで以上に重要なものになっています。

　このような中、会員の皆様が長年にわたり

取り組まれている思いやりの心に満ちた奉仕

活動は、地域の活性化と地域住民一人ひとり

の暮らしを支える力として、ますます大きな

役割を果たされることと思います。

　令和という新しい時代を迎え、多様で活力

ある北海道を実現していくため、道として

は、未来を担う人づくりや市民活動の促進、

安全・安心な暮らしの確保など様々な取組を

一層進めてまいりますので、皆様のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。

　札幌時計台ライオンズクラブの皆様におか

れましては、会員の皆様の絆を更に深めら

れ、これまで受け継いでこられた尊い奉仕の

精神を大切にしていただき、一層ご活躍され

ますことをご期待申し上げます。

　結びに、札幌時計台ライオンズクラブの更

なる発展と会員の皆様のますますのご健勝を

心から祈念し、お祝いのことばといたしま

す。
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祝　辞
　札幌時計台ライオンズクラブの結成４０

周年を心よりお喜び申し上げます。

　皆様におかれましては、昭和５４年の結

成以来、長きに渡り青少年の健全育成や障

がい者支援、薬物乱用防止など、地域に根

ざした社会貢献活動を展開されております

ことに深く敬意を表します。また、平成

２８年春に開園いたしました「小金湯さく

らの森」へ時計塔をご寄贈いただいたほ

か、日頃より札幌市政の推進に多大なるお

力添えを賜っておりますことに、改めて感

謝申し上げます。

　皆様のクラブが創立されてからの４０年

間、札幌は人口や観光客数の増加に加え

て、都市基盤の整備も進み、生活の利便性

などの面においても、近代的な大都市へと

成長してまいりました。

　こうした目覚ましい発展を遂げてきた札

幌は、自然と調和した美しい街並みや魅力

ある文化芸術など、今なお多くの方から愛

され続けておりますが、それを支えている

のは心豊かな市民であり、そして、この市

民気質を育んでこられたのが、札幌時計台

ライオンズクラブをはじめとする奉仕団体

の皆様の熱意ある活動に他なりません。今

後もこの街が発展し続けるためには、行政

だけではなく、市民や団体、企業の皆様の

お力がますます重要になってまいります。

本市といたしましても、誰もが安心して暮

らせることはもとより、人々を魅了してや

まない街・札幌を次世代へとつないでいく

ため、市民活動の促進をはじめとした様々

な取り組みを進めてまいります。

　皆様におかれましては、今後とも真心の

こもった温かい奉仕活動を通じて、地域の

リーダーとして、住民の、そして未来を担

う子どもたちの笑顔が絶えない明るいまち

づくりへのご協力をお願い申し上げます。

結びに、札幌時計台ライオンズクラブの限

りないご発展と会員の皆様のますますのご

健勝、ご活躍を心からお祈り申しあげまし

て、お祝いの言葉とさせていただきます。

札幌市長

秋元 克広
6
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祝　辞
　札幌時計台ライオンズクラブが結成40周

年という佳節を迎えられましたことを心から

お祝い申し上げます。

　貴クラブは札幌クラークライオンズクラブ

のスポンサーにより、1979年9月10日に結

成されて以来、40年の長きにわたり地域社

会への奉仕活動を積極的に続けて来られまし

た。

　近年は合同事業としてライオンズクラブ

国際財団の交付金事業による“重症心身障が

い児へスーパートーカーの寄贈”に始まり、

“ラッサルクッション”などを北海道全域225

施設を対象に寄贈する継続事業を実施され、

この度40周年記念事業として“ハートリーフ

ビープロン：姿勢保持機器”を多くの施設へ

寄贈され、弱い立場や困っている人達に希望

を与える活動を行われておりますことは素晴

らしい奉仕活動と敬意を表すところでござい

ます。

　ライオンズクラブ国際協会は今年で103年

目を迎えました。

「We Serve」“我々は奉仕する”を世界共通の

テーマとして活動しております。

日本はもとより世界のライオンズメンバーは

千差万別でありますが、この違いこそが強み

と捉え、より良い地域・より良い奉仕・より

良いクラブをグローバルな発想で更なる結束

を固め発展されることをご期待申し上げま

す。

　更に今年は、知的障がい者のアスリートの

大会である『2020年第7回SON冬季ナショ

ナルゲーム・北海道大会』が札幌市・岩見沢

市・江別市にて開催されます。オール北海

道6000名のライオンズメンバーでSONのア

スリートの応援活動支援を行い、北海道のス

ポーツの振興と多くの青少年とアスリートの

皆様の活力に繋がればと願っております。

我々、ライオンズメンバーは今後も一生懸命

に頑張る人達を応援し続けてまいります。

　結びに、「40周年　心ひとつに　ウィ・

サーブ」 札幌時計台ライオンズクラブ木村

会長スローガンのもと会員全員、心ひとつに

今後のライオンズライフを楽しみご活躍され

ますことと、令和（Beautiful Harmony）美

しい心・仲間との調和、令和元年に相応しい

一年を迎えられますことをご祈念申し上げ、

お祝いの言葉とさせていただきます。

ライオンズクラブ国際協会 331-A 地区
地区ガバナー

L 鈴木 善一
7
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祝　辞
　札幌時計台ライオンズクラブ、結成40

周年、心よりお慶び申し上げます。貴クラ

ブは、先人の方々の足跡の下、今日をお迎

えになり、深い敬意を表したいと存じま

す。クラブの皆様は、地元密着の人道奉

仕事業に力点を置かれ、数多くのACTの証

は、時計台クラブのネーミングにふさわし

い奉仕と共に、札幌市民にも、より一層理

解されているものと思います。

　さて、時計台クラブ設立当初、とてもユ

ニ一クな予科練の＂イデ夕チ＂は、A地区

を魅了したこともあり、ご存知の方もおい

でかと思います。昔話によると、多くの女

性の憧れの服装であったこと。

　さて、今年元号が変わりましたが、平成

の30年間は、日本の経済の伸び悩み、成

長は、平になった。これを今日的に申し上

げるならば、時代は明らかに変わった。

AI（人工知能）によって企業経営も、実現

可能とも言われる時代の到来もあり得るか

もしれません。人間の能力を超える様な

ことになると、人間と違って、AIには、寿

命がないこと。それは、どんな変化をする

のか知ることのできない部分かも知れませ

ん。

　次に、ライオンズクラブのペーパーレス

化は、極めて大切なことでしょう。それに

は、クラブメンバー全員が、パソコン、又

は、アイフォーン等で、情報を共有するこ

とが、必要不可欠と思われる。

　現在は、ごく一部の方々と共有されてい

るが、出来るだけ速やかに取り組むこと

が、各メンバーの理解度を深めていくこと

になると思います。これが、経費節減に

も継がることでしょう。更に、100年を経

過したライオンズクラブは定型化されるこ

となく、発想の転換が必要でしょう。メン

バーが日常使うウイサーブは、いつまでも

無償の行為が優先で、これからも老人や、

子供達の笑顔をみることの出来る様、各ク

ラブは成長してほしいと願っております。

　終わりに、貴クラブのご発展と、メン

バー皆様のご健勝をご祈念申し上げ、祝辞

と致します。おめでとうございます。

令和元年９月

ライオンズクラブ国際協会
元国際理事

L 杉本 忠夫
8
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祝　辞
　札幌時計台ライオンズクラブがＣＮ４０周

年を迎えられましたことを心よりお祝い申し

上げます。

　貴クラブは、当クラブがＣＮ５周年を記念

して1番目のエクステションで1979年９月

に札幌時計台ライオンズクラブとして結成さ

れました。

　貴クラブ初代会長故L山形政明又当クラブ

6代会長故L山本靖の両名はライオンズの情

熱には鏡のような方でした。会員一同はその

意思を引き継ぎされましたことと思います。

　当クラブと致しましては、会員が減少の中

貴クラブに於きましては会員増強に実績を残

され素晴らしい力のあることに心より敬意を

称します。

　当クラブよりＬ山口富雄ガバナーがキャビ

ネットを構成したおり、当クラブには地区Ｐ

Ｒ・ライオンズ情報委員会を担当して頂きま

した。委員長Ｌ山田清司を筆頭に委員会のラ

イオンには並々ならぬご尽力を頂きましたこ

とは、今でも感謝しております。

　この度、４クラブ ライオンズクラブ合同

アクテビティを札幌時計台ライオンズクラブ

が先頭になりＬＣＩＦ人道支援・ハートリー

フビープロンの贈与式を鈴木善ーガバナー始

めキャビネット役員の皆様ご出席頂き盛大に

開催出来ましたこと厚くお礼申し上げます。

　これからも、貴クラブの益々のご発展と会

員各位のご繁栄ご健勝をお祈り致しましてご

祝辞と致します。

札幌クラークライオンズクラブ　会長

L 豊田 恒了
9
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発刊のことば
　札幌市民のシンボル札幌時計台より名

を冠した我が時計台ライオンズクラブ 本

日、結成40周年記念式典ならびに祝賀会

を迎えるにあたり、鈴木北海道知事、秋元

札幌市長、杉本元国際理事、鈴木331A地

区ガバナー、地区名誉顧問、地区役員の皆

様、ブラザー各クラブ、姉妹友好クラブの

福岡南ライオンズクラブ、台北東区ライオ

ンズクラブをはじめ多数の皆様のご臨席を

賜り開催出来ます事にクラブ会員一同心よ

り感謝申し上げます。

　1979年9月札幌クラークライオンズク

ラブのスポンサーで、在札15番目のクラ

ブとして結成されました。私共札幌時計台

ライオンズクラブは常に次代を担う青少年

の健全なる育成に努めて参りました。本

年も結成40周年記念アクティビティーと

して7月14日キッズバスケットボールクリ

ニックをレバンガ北海道さんのご協力を頂

き、全道より100名を超える小学生が参加

し、開催されました。

　7月27日には市民ホールにて「ハート

リーフビロン贈与式並びに講習会」を開催

しアカシヤライオンズクラブ、クラークラ

イオンズクラブ、パイオニアライオンズク

ラブ、時計台ライオンズクラブのブラザー

4クラブの合同アクティビティーとして行

われ、当クラブから北海道立子ども総合医

療・ 療育センター、札幌市立北翔養護学

校、堺福祉法人志成会 朝里ファミリアの3

施設に寄贈致しました。

　7月17日公益財団法人PMFさんの御協力

を頂き、第1回ミュージックキャラバンを

豊成養護学校にて出張コンサートを開催致

しました。

　7月23日に第２回ミュージックキャラバ

ンPMFリンクアップコンサートを札幌コ

ンサートホール キタラで700名を超える

市内小学生が参加し開催致しました。

　来期には時計台ライオンズクラブより３

人目となるガバナーが誕生する予定です。

諏訪昇三ライオンに絶大なる御支援、御協

力を御願い申し上げます。

　40周年の大きな節目を終えて、今後も

我がクラブ諸先輩ライオンが築いた良き伝

統を継承し、又、時代に即応したクラブ運

営と奉仕活動に精進して参ります。

　最後になりましたが、皆様のご健勝とご

多幸をご祈念申し上げ、記念誌発刊のご挨

拶とさせて頂きます。

結成40周年記念実行委員長

L 今野 正明
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40周年アクティビティ
40th Anniversary Activity
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　札幌時計台ライオンズクラブ40周年記念として、2019年7月14日札幌国際大学にてレバンガ北海道の 
協力を頂き、第19回ジュニアスポーツフェスタ キッズバスケットボールクリニックを開催いたしました。当日
はレバンガ北海道から折茂選手、川邊選手、コーチ三名を迎え、全道から小学4年生から6年生、遠くは釧路 
市からの参加者もいる中、約100名を対象にプロの技を伝授していただきました。子供たちが真剣な眼差し
でプロ選手から指導を受ける姿は感動的でした。参加者にはサイン会も行われ当クラブからは、オリジナル 
クリアファイルと合わせて、薬物乱用防止のパンフレットも渡しました。
　青少年育成に役立てられる活動を今後も継続的に行っていきたいと思っております。

Charter Night 40th Anniversary Activity

Junior Sports Festa  ジュニアスポーツフェスタ 
Kids Basketball Clinic  キッズバスケットボールクリニック
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　2019年7月16日　ミュージックキャラバンとして、札幌市豊成養護学校にベルリン・フィルハーモニーの
ホルン奏者　サラ・ウィリスさんと演奏家15名を招いて、普段コンサートホールに演奏を聴きに行くことが
出来ない生徒さんたちに出張コンサートを開催しました。
　当日は、豊成養護学校と北翔養護学校から親御さんも含めて約70名の参加がありました。
　私達は、会場設営の手伝いや体育館までの入場の補助を行いました。演奏後は、奏者の方々と子供たちの
ふれあいもあり、直接楽器に触れるなどの感動的で有意義な時間を過ごせたと思います。

　当クラブのチャーターナイト40周年を記念して、新たに文化芸術での青少年育成につながる事業への支
援を進めるあたり、パシフィックミュージックフェスティバル札幌とお互いに意義のある共同企画として、 
2つのアクティビティを実施しました。

Charter Night 40th Anniversary Activity

Music Caravan  ミュージックキャラバン

14
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　2019年7月23日　コンサートホールキタラにて、PMFリンクアップコンサートを開催いたしました。
　市内の小学校から約700名の生徒が参加して、日頃練習してきたリコーダーをプロの演奏家と一緒に演奏
しました。当日は一般の方々も無料開放で大変、盛況のうえ実施することが出来ました。
　私達は、生徒にプレゼントしたイベントバックにパンフレット封入や生徒の出迎えを行いました。
　音楽を通して、平和な将来のために役立つ活動を推進したことは、大変有意義なアクティビティでありま
した。

PMF Link Up Concert  PMFリンクアップコンサート

15
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　2019年7月27日にはライオンズクラブ国際財団（LCIF）の人道支援マッチング交付金
事業として、札幌アカシアライオンズクラブ、札幌クラークライオンズクラブ、札幌時計
台ライオンズクラブ、札幌パイオニアライオンズクラブの4クラブ合同で、重症心身障害
児、重症肢体不自由児支援ハートリーフビープロン贈与式および講習会を行いました。
　私どもは重症心身障害児、重症肢体不自由児への支援の一環として、今までにスパート
カ39施設、ラッサルクッション16施設、そして今回ハートリーフビープロンと言う、姿
勢保持器具を12施設に寄贈し月に900名が奉仕を受けると思われております。
　この機器の使用により肢体不自由児の機能回復、自立支援に向けての生活、教育環境の
充実が図れることを目標といたしました。

4 clubs joint 4クラブ合同  LCIF贈与式・講習会

LCIF Gifting Ceremony
Training Session

16
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5年のあゆみ
5years of  history
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●役員・理事 ●運営委員会委員長

●事業委員会委員長

指導力開発・会則付則

接待・姉妹
会　員
出　席
財　務
運営計画・事務局

PR情報

青少年育成
薬害視聴力・社会福祉

国際Y E

会長  L 宮本 吉人

2014-2015
役員・委員長

L 村太 悦郎
L 近藤 昌克
L 田中 康裕
L 大笹 　進
L 佐藤 雅光
L 荒木 隆二
L 神保 千晶
L 佐藤 雅光
L 佐藤 伸昭
L 伊藤 隆平
L 磯田 健人
L 諏訪 昇三
L 今野 正明
L 木村 孝二
L 佐藤 伸昭
L 山田 清司
L 福島 昭雄
L 中原 　猛
L 大和 久男
L 森 　正男
L 神保 千晶

前会長
第一副会長
第二副会長

幹　事
副幹事
会　計
副会計

ライオンテーマー
副ライオンテーマー
テールツイスター
副テールツイスター

理事二年

理事一年

会員理事
会計監査

L 杉山 正明
L 大西 侃彦
L 大和 久男
L 久保 富男
L 小林 洋文

L 阿部 敏則
L 伊藤 芳比呂

L 林　 清治

L 神保 千晶
L 磯田 健人

2014.7～2015.6
SAPPORO TOKEIDAI LIONS CLUB

　札幌時計台ライオンズクラブ結成３５周年（３６代）の会
長にL宮本吉人が就任しました。
　L宮本は昭和５４年にチャーターメンバーとして、豊富な
知識と貴重な経験を持つ、ベテランのライオンであります。
　会長スローガンは「有難う・三十五周年・引き継ごう・真
摯な心」また”ライオンズ精神”は奉仕の心の意義を再確認
し、大切なことはライオンズの会員としての自覚と誇りをシッ
カリと持ち、決して奢ることなく、真面目に一生懸命に奉仕
をし、活動をさせて貰っているということに感謝する心を
持って続けることであり、35周年の節目はクラブの歴史と
伝統・事業を見つめ直し、ライオンズの精神・奉仕の心を
再認識しようと方針を発表しました。

35周年の節目の年
2014.7月

新会長にL宮本吉人が就任

18
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新たな未来への継続
有り難う・35年　引き継ごう・真摯な心

ガバナースローガン

会長スローガン

　朝から綺麗に晴れ上がり、気温32度の予報の８月3日、
清田区有明の釣り堀「藍鱗」と滝野すずらん丘陵公園に
て恒例の暑中家族会が行われました。
　釣り堀では猛暑のなか、皆それぞれひと時の釣りに没
頭していました。釣った魚はバーベキューで美味しく頂き
ました。食事のあとはバスで移動し、滝野すずらん丘陵
公園で自然を満喫しました。

　副ライオンズテーマーL佐藤伸昭の司会で、会長L宮本
吉人の開会ゴングで今期の活動頑張ってスタートしまし
た。盛りだくさんの例会となり、７月５日の３５周年記念事業
ミニバスケットボール大会、７月26日の障害者支援・介助
事業小樽潮まつり参加、８月3日の暑中家族会への参加と
各事業委員会発表がありました。
　また新入会員中川賢一さんの入会式あり、ライオンズ
バッチ・キャップ・誓いの贈呈、入会の誓い、歓迎の挨拶・
歓迎ロアーで終わり、９度目のテールツイスターL伊藤隆平
が寅さんの衣装でバナナ叩き売りに扮し、合計４０万円を
あつめました。

家族と楽しく大自然を満喫
2014.8月

暑中家族会

2014.7 → 2015.6

19
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　2014年9月18日札幌パークホテルにて、兼ねてから準備
を重ねてきた35周年記念式典を開催いたしました。
　当日はご来賓、地区役員、参加LC、姉妹クラブ福岡南
LC、台北東区LCなど、180余名にご参加いただきました。
　第二部祝賀会では、場所を移し240名が参加し、盛大
に余興が行われ、最後は大きな輪を作り“また会う日まで”
を斉唱し閉宴となりました。
　ご出席いただいた、ご来賓、各クラブのライオン、当クラブ
のライオン、本当にありがとうございました。

　2014年10月9日暴力追放パレードに参加いたしました。
札幌時計台LCから8名のライオンが中島公園よりスタート
し、大通公園までの間の約２㎞を警察音楽隊の行進演奏
を先頭に暴力追放を訴えながらパレードいたしました。
　天候にも恵まれ、他にLCやいろいろな団体も参加し総
勢1200名となる長い隊列で、沢山の市民に見守られなが
らの暴力追放の呼びかけとなりました。

札幌時計台ライオンズクラブ 祝35周年 暴力追放を訴えながらパレード
2014.9月 2014.10月

結成35周年記念式典 暴力追放パレード

20
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　2014年11月8日　13時30分より贈与式・講習会を札幌
市の札幌産業振興センターに於いて実践しました。当日は
３３１－A地区よりガバナーL三澤聖一、元地区ガバナー・
地区名誉顧問L山口富雄はじめ、キャビネット役員7名ご
参加を頂き、３クラブの会長をはじめライオン14名の参加、
事務局員1名、贈与される３６施設４８名の参加、北海道
新聞1名、マシン説明者２名の合計７３名の参加のもと行
われました。贈与式では札幌クラークLC会長L富本荘一よ
り歓迎挨拶、ガバナーL三澤聖一よりライオンズクラブの事
業・今回の事業がLCIFの一般交付金であることなどお話
がありました。
　札幌クラークLC会長L富本荘一より施設代表  北海道
立子ども総合医療・療育センターリハビリテーション課長 
金田実様へ３９台贈与され式典の部は終了しました。
　スーパートーカーは知的障害・自閉症で有意味言語を用
いて話すことできない児童が行動障害を起こす、その児童
にVOCAという音声出力型コミニュケーション・エイドを使
用することで、家庭・他の児童との共通認識やコミュニケー
ションが良くなっていくことは「自分のことを理解してくれる
人が増える」ことに繋がって、そして行動障害が減少する。
　スーパートーカーは多機能であり、様々な場面での使用
が可能で、対象児童の身体機能や知的・学習能力に応じ

重症心身障害児 重症肢体不自由児支援事業
2014.11月

LCIF一般交付金事業 ３クラブ合同ACT

2014.7 → 2015.6

6月18日 お別れライガー
6月26日～30日 国際大会

この年の主な出来事

2014年7月1日～2015年6月30日
2014年
7月5日 新役員就任式　会長方針
7月29日 ガバナー公式訪問（2R）
8月3日 暑中家族会
10月16日 一日役員例会
11月13日～16日 東洋東南アジアフォーラム
12月18日 クリスマス家族会（CN37周年）
2015年
1月4日 在札新年交礼会
1月15日 新年例会
3月5日 次期役員指名例会
3月19日 新入会員歓迎ライガー
4月2日 次期役員選挙例会
5月7日 お花見例会
5月30日 地区年次大会

野々村竜太郎氏号泣会見
「ベネッセ」が顧客情報を大量流出
「御嶽山」が噴火
日銀が「追加金融緩和」を決定
日豪EPAが発効
英国のウィリアム王子が初来日
北陸新幹線、長野-金沢間・上野東京ライン開業
常盤自動車道が全線開通
日経平均株価、15年ぶりに2万円台回復
ミラノ万博開幕
日本・サウジアラビア外交関係樹立60周年
2016年の「伊藤志摩サミット」決定／日韓国交正常化50年

て、カバーできる。身体機能に制限がある場合、広い入力
スペースがあり押しやすく、外部入力によるスイッチ操作も
可能で、知的レベルに応じてVOCAを始めてから段階的
メッセージを増やすことができ、場面応じて８レベルまで切
替が可能である。また録音するメッセージ・生活音・童話な
ど最大16分間のデジタル録音再生中にオモチャなどを動
かすことが可能であり、より楽しみながら教育の向上を図る
ことができる。
　今回は施設の指導者にスーパートーカーを託し、児童の
自律・教育の範囲が広がり、教育環境の充実に繋がること
となり、使用範囲が児童から大人へひろがると思います。

▲スーパートーカーVOCA
 （voice output communication aids)
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●役員・理事 ●運営委員会委員長
指導力開発・会則附則

接　待
出　席
会　員
財　務
計画大会
PR情報・資料記録保存

青少年育成
薬害視聴力・社会福祉

国際Y E

会長  L 近藤 昌克

2015-2016
役員・委員長

L 宮本 吉人
L 田中 康裕
L 佐藤 伸昭
L 佐藤 雅光
L 大和 久男
L 神保 千晶
L 久保 富男
L 佐藤 伸昭
L 磯田 健人
L 磯田 健人
L 佐藤 雅光
L 山田 清司
L 中原　 猛
L 福島 昭雄
L 杉山 正明
L 伊藤 隆平
L 村太 悦郎
L 久保 富男
L 今野 正明
L 大笹　 進
L 林　 清治

前会長
第一副会長
第二副会長

幹　事
副幹事
会　計
副会計

ライオンテーマー
副ライオンテーマー
テールツイスター
副テールツイスター

理事二年

理事一年

会員理事
会計監査

L 諏訪 昇三
L 大和 久男
L 大西 侃彦
L 今野 正明
L 荒木 隆二
L 大笹 　進

L 中原　 猛

L 阿部 敏則

L 中川 賢一
L 長谷田 正勝

合同事務局改善
L 大笹　 進

2015.7～2016.6
SAPPORO TOKEIDAI LIONS CLUB

　私は平成10年5月に札幌時計台ライオンズクラブに入会
して、今年で17年目になりました。
　元来、空気を読まない、読めない人に気を遣わない　
気がつかない、お金持ってない使わない人とのコミュニ
ケーションがうまくとれない人間です。
クラブでは9年目に会計を経験しただけでクラブに貢献し
ていません。そんな人間が会長という大役を任されました
が、精一杯全力で頑張りたいと思います。
　ライオンズの誓いは「われわれは知性を高め、友愛と相
互理解の精神を養い、平和と自由を守り、社会奉仕に精進
する」です。知性を高める、そろそろ還暦が近い私ですがも
うすこし知性を高めようと思います。友愛と相互理解の精
神、もともと人よりあると思います。平和と自由を守る、自分
では努力しても無理なので心の中で念じます。社会奉仕に
精進する、そうしたいと思います。　前期は宮本会長のもと
35周年記念式典をライオン皆様の力で成功しました。また
クラブの改革、内規の見直しもおわり、今期は奉仕活動だ
けに全力を注ぎたいと思います。
　以上のことを踏まえて、スローガンは「ライオン　みんな
の力で奉仕活動」としました。
　その実行のため青少年育成委員会、薬害視聴力社会
福祉委員会、国際ＹＥ委員会の三委員会を立ち上げ活動
していきたいと思います。そのためにも会員増強がいつも
のことですが重要です。五名の新入会員と退会防止で五
名の純増を目標にしたいと思います。
　会員の皆様のご理解と協力をお願いします。一年間よろ
しくお願いします。

奉仕活動に全力を注ぐ
2015.7月

新会長にＬ 近藤 昌克

●事業委員会委員長

●特別委員会委員長
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ウィ・サーブ・日 ・々是・獅子道
ライオン　みんなの力で奉仕活動

ガバナースローガン

会長スローガン

　去る７月２５日、小樽潮祭「潮ねりこみ」参加アクティビティ
を実施致しましたのでご紹介致します。
　小樽潮祭は、毎年７月最終日曜日の２日前から３日間に
渡り、開催されるお祭りで、「潮ねりこみ」はその２日目に催
されるイベントです。そこでは、小樽市内外の企業や団体な
どがチームを結成し、小樽市街地を「おたる潮音頭」「潮お
どり唄」で踊りながら練り歩くのです。
　もちろん、我がクラブが、チームを結成して踊るのではあ
りません。主役は、障がい者支援施設・社会福祉法人志
成会・朝里ファミリアの入所者の皆さんです。私たちのアク
ティビティは、施設の職員の方々、学生ボランティアの方 と々
ともに、入所者の皆さんの車いすを押して、「潮ねりこみ」に
参加し、入所者の皆さんのお手伝いをするというものです。
　このアクティビティは、今年で３回目になります。我々は、こ
れまで同様、本番前の練習からお手伝いをしております
が、練習と言っても、まさに本番さながらで、皆さんがどれほ
どこのイベントを楽しみにしているか分かります。
　“準備万端いざ出陣”
　昨年、一昨年は天候に恵まれず、特に昨年は、「潮ねり
こみ」が中止となりましたが、今年は、天気に恵まれました。
皆さん、力一杯鈴の付いた団扇で調子を取り、大きな声で
音頭に合わせ、「ソーレ〜、ソーレ〜」と掛け声をあげ、昨年
の無念を晴らしていたようでした。そして、我 も々、大きな声
を出し、笑顔をもらいました。また、職員の方々、学生ボラン
ティアの方々の、常に障がい者の皆さんのことを考えての
行動には、常に頭が下がる思いでした。
　とても楽しく、そして感銘を受けた一日でした。皆さんあり
がとうございました。

おたる潮まつりで潮ねりこみ
おたる潮音頭 潮おどり唄に合わせおどる仲間達!!

2015.7 → 2016.6

　8月1日、札幌この実会北の沢デイセンターにてボランティ
アアクティビティが行われました。
　黄色の満開に咲いたキンセンカをライオンが摘み取る！
　花片を毟り取り乾燥ハーブを作るとの事。
　満開の花壇で枯れた花片をすき取り、ガーデン内散策
道草取り整備を手伝い本日のACT終了でしたが、日頃セ
ンターの皆さまがどれだけ手をかけご苦労して育てている
かが、このきれいなガーデンと満花の花たちを見ればわか
ります。今日はほんの少しの手伝いでしたが、とても清 し々
いACTでした。ありがとうございました。

社会福祉環境保全ボランティア
2015.8月

花壇の整備と花片摘み取り
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　少し雨模様でしたが、8：30LC事務局北星ビル前をバス
で出発。早々に野幌百年記念塔を見ながら先日リニューア
ルした、 北海道博物館まで〝のんびり〟〝ゆっくり〟散歩、森
林公園は静かで澄んだ空気。なんと気持ちがよく癒される
…。歩いて15分博物館。意外とライオンの皆さん、初博物
館。入ってみると、ナウマン象の化石レプリカが〝ドーン〟と
２体迫力！ゆっくり見学、北海道120万年物語、アイヌ文化
の世界・北海道らしさの秘密・私たちの時代。共存する生
き物達など多彩な時代の流れが見れ 皆さんしばし食い
入る眼差し真剣！！
　次は開拓の村、バス移動。あれ雨が。。皆さん見学を

暑中家族会
2015.7月

2015.8月
待ちに待った家族が喜ぶ特別例会だ〜

　あ〜夏です。“暑いっス”世間ではクールビズ。そして、 
本日8/6はススキノ祭。我がクラブのお友達はきっと、きっと
間違えなくお帰りは午前様。。。
　“なんでこんなにススキノが呼んでいるのだろ〜”
ならばとの事でL佐藤幹事の提案、浴衣を着て例会を。つ
いでにススキノ？いや、ついでに例会か？どちらにしても例
会活性化の一貫で〜。
　早々声を上げ『着てみたい、持ってない、でも着る！！』…
買いました、L小林、L阿部。あれ、幹事も。

夏恒例の楽しい例会
粋な浴衣が“いいネ〜”

　10月1日赤い羽根共同募金。募金活動の説明があり既
に町内会、学生、など各団体も揃いいざ出陣。互いエール
を送りガンバってネ。ヨロシクネ！！
　われら札幌時計台ライオンズクラブは、クラブ名の由来
でもある札幌時計台前にてライオン8名、島田事務局員含
め街行く皆様に「『赤い羽根共同募金』ご協力よろしくお願
いしま〜す。」 と声掛け。ライオン独特のオッサン声、低くて
渋い『よろしくお願いします〜』も。
　海外観光客が多く、なかなか反応悪し。それでも、急ぐ足
を止めご苦労様と声をかけていただき、募金をして頂く そ
んな人が何人もおられました。とても嬉しく、心温まるそん
な一日を過ごせた奉仕活動でした。

　「赤い羽根
共同募金」活
動一週間ほど
続きます。皆様
も街角でこん
な風景を見ま
したら、「ご苦
労様」の 一声
と、募金に協力
して下さい。
　 素 敵 な 笑
顔に出会えま
すョ。 

札幌市赤い羽根共同募金
2015.10月

ご協力よろしくお願いしま〜す“声”

ショートカット、そんな中木村Ｌの元気男子孫２名生馬車
鉄道に乗ってますネ〜、木村Ｌいいですネ〜 楽しいです
ネ〜。開拓の村は、雨で早めに切り上げ、これからが本番。

〝ドームでコンサ〟 「札幌ドームスペシャルデー」すごい人、
満員？
　選手入場、コンサタオルを振り回し、ボルテージ最高！試
合開始『スゴイ、オモシロイ』0-1で負けました。ブーイング最
高潮、でも面白い。 また来たい、また来る、そんな気持ちで
ドームを後に。
　最後に帰路のバス内、開拓の村クイズ、コンサドーレ対
愛媛FC勝敗クイズの発表。
　お疲れ気味の皆さんも、クイズ解答に笑いと拍手、沢山
の景品とお土産を持ち、 本日の札幌時計台LC暑中家族
会、無事終了となりました。皆様本当にありがとうございま
した。 
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6月16日 お別れライガー
6月24日～28日 国際大会

この年の主な出来事

2015年7月1日～2016年6月30日
2015年
7月2日 新役員就任式　会長方針
7月26日 暑中家族会
7月28日 ガバナー公式訪問（2R）
10月15日 一日役員例会
12月3日～6日 東洋東南アジアフォーラム
12月17日 クリスマス家族会（CN38周年）
2016年
1月4日 在札新年交礼会（例会振替）
1月21日 新年例会
3月3日 次期役員指名例会
3月17日 新入会員歓迎ライガー
4月7日 次期役員選挙例会
5月12日 お花見例会
5月29日 地区年次大会

北海道日本ハムファイターズ大谷投手三冠獲得
北海道出身大横綱北の湖理事長急死62才
ノーベル賞日本人二人が受賞
・医学賞   大村 智 北里大学特別栄誉教授
・物理学賞   梶田 隆章 カナダ・クイーンズ大学名誉教授
世界体操で日本男子体操37年ぶりに団体金メダル獲得
北海道日本ハムファイターズ10年ぶり3回目日本一奪取
北海道新幹線、新青森駅～新函館北斗駅間開業
熊本県で震度7の連続地震発生　大災害となる
アメリカ合衆国第44代バラク・オバマ大統領が広島訪問

2015.9月

2015.10月

　今日の会場は、チョッピリラフですが内容は超真面目。
会員増強の一貫、仲間を増やそう。ライオンズを見てもらオ
〜との事で、本日２名のお客様をお迎えした例会です。

　運営計画に載っている今日は一日役員例会。
　例年では、会員のL山地さんの琴似にあるホテルヤマ
チ、だけども最近L山地さん体調が優れないのかお休み
が多いナ〜。ホテルヤマチ、食事うまいのにナ〜、なんか残
念で〜ス。と言えども、温泉、サウナ入り放題、会場はジャス
マックH、湯香郷これもまたよしですネ〜。
　一日役員例会、年間通し例会で型にはまらないとても楽
しい例会です。今年L田中一日会長をはじめ、一日役員の
皆様がキッチリ段取り一段と楽しい例会でした。

招待例会

一日役員例会

会員増強の一貫“場所変えビール、肉”!!

L田中康裕 一日会長“緊張”

2015.7 → 2016.6
　そしてL久保、高いの買いました。でも当日仕事で参加で
きず(笑)
　流石L茅野、L大西、L宮本カッコイイス〜、粋っす。
　そんなこんなで、今回の例会は夏仕様でアロハ、ポロ
シャツ、カジュアルクールでとの事で初めての試みの例会。
素敵なライオンフォトお楽しみ下さい！

一日 会長 L 田中 康裕
一日 幹事 L 大和 久男
一日 会計 L 久保 富男
一日 ライオンテーマ L 磯田 健人
一日 テールツイスター L 佐藤 雅光
一日 出席委員長 L 福島 昭雄
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●役員・理事 ●運営委員会委員長

●事業委員会委員長

指導力開発・会則付則

接待・姉妹友好

会　員
出　席
財　務
運営計画・事務局改善

ＰＲ情報
長期イノベーション

青少年育成
薬害視聴力・社会福祉

国際Y E

会長  L 田中 康裕

2016-2017
役員・委員長

L 近藤 昌克
L 佐藤 伸昭
L 阿部 敏則
L 大和 久男
L 木村 孝二
L 福島 昭雄
L 小林 洋文
L 磯田 健人
L 渡辺 佳晃
L 佐藤 雅光
L 八城 一幸
L 杉山 正明
L 伊藤 隆平
L 村太 悦郎
L 久保 富男
L 諏訪 昇三
L 小林 洋文
L 長谷田 正勝
L 大和 久男
L 荒木 隆二
L 神保 千晶

前会長
第一副会長
第二副会長

幹　事
副幹事
会　計
副会計

ライオンテーマー
副ライオンテーマー
テールツイスター
副テールツイスター

理事二年

理事一年

会員理事
会計監査

L 大笹 　進

L 今野 正明
L 大和 久男
L 山田 清司
L 神保 千晶

L 佐藤 雅光
L 久保 富男

L 近藤 昌克

L 米木 敏洋

L 林　 清治
L 中川 賢一

2016.7～2017.6
SAPPORO TOKEIDAI LIONS CLUB

　第38代の会長に就任する事になりました、L田中です。
　私のようなものが、このような大役を務められるか不安
ですが、「やれることは、やる」をモットーに精一杯頑張るつ
もりです。
　ご存知のように、ライオンズの基本方針は、奉仕です。そ
の活動を、ライオンズは100年間(今年は、ライオンズ創立
100周年になるそうです。)やってきたのです。今年も時計台
の会員全員で出来るだけの事をしましょう。
　そのためには、どうしても会員の増加が必要です。会員
皆で知恵を出し合い、一人でもおおくの新会員の入会、及
び脱会者を無くす事を目標に頑張りましょう。
　例会には、必ず出席してください。食事を楽しみながら、
意見を交換しましょう。
　アクティビティにも必ず参加しましょう。早朝からの時もあ
りますが、頑張ってください。
　ドネイションも大歓迎です。お金がなければ奉仕活動も
できません。
　家には、15歳(高校1年)の娘がいます。住宅ローンも残っ
ており、まだまだ働かなければならない私ですが、この1年
間会員の皆様の相互理解の精神に甘えて、やっていきた
いと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。

「やれることは、やる」をモットーに
2016.7月

新会長にＬ 田中 康裕
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奉仕は未来に生きる証
つたえよう、ひろげよう ライオンの心

ガバナースローガン

会長スローガン

2016.5月

　去る5月15日より4日間の日程で、台北東区ライオンズクラ
ブ55周年祝賀会に参加するため14名のライオンと３名のラ
イオンレディが行って来ました。
　台北(桃園)空港について早々、台湾料理で有名な欣葉
にて我々全員招かれ歓待を受けました。
　翌日はゴルフ組と観光組に分かれて予定だったのです
が、生憎の雨でゴルフは中止になり、観光は雨の中九份な
どを見てまわりました。その夜は、姉妹クラブが集まっての
歓迎会。台北国際飯店にて、シンガポール、香港、マレーシ
ア、韓国など国際色豊かな姉妹クラブとの賑やかな懇談と
なりました。
　佐藤伸昭第二副会長のお礼のスピーチも冴え、お互い
が親睦を深め合うことができたと思います。
　３日目の午前中は、先方にセットして頂いた淡水観光と
ゴルフとなりました。夜もお忙しいのに本当にありがたい限
りです。

台北東区ライオンズクラブ
５５周年祝賀会に参加

2016.7 → 2017.6

　18時よりウエスティンホテル台北にていよいよ祝賀会とな
りました。400名に上る参加者で盛大にとり行われ、我 も々
伊藤隆平ライオンを筆頭に全員が壇上に上がり日本の歌
を届け、大いに盛り上がりました。
　今回の別の目的でもある、熊本への寄付も姉妹クラブで
あります福岡南ライオンズクラブ元会長鈴木ライオンにお願
いし快く引き受けて頂くことができました。
　振り返りますと、滞在中は全てにおいて台北東区ライオン
ズクラブの会長呉ライオンをはじめ、黄ライオン、許ライオン、
謝ライオン、LL蔡などには大変お世話になりっぱなしの3日
間でした。
　おもてなしとはどういうことかを改めて考えさせられた旅
となりました。札幌時計台ライオンズクラブ40周年記念に
は、今回のことを忘れずに心よりお迎えしたいと思います。
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2016.7月

　7月15日から21日の日程でYCE受入事業のホストファミ
リーとして、来日生をお預かりしました。我が家にお越しに
なったのは、イタリアから来られたSilvia BARBATOさん。
本国イタリアの大学で法律を学んでいる女学生です。当初
は7月11日からの10泊11日の予定でしたが、来日が遅れ6
泊7日に短縮となりました。
　到着の翌日12日は北海道の夏の風物詩、「パシフィック・
ミュージック・フェスティバル（PMF）」のオープニングピクニッ
クコンサートを見に芸術の森野外ステージへ。芝生に座っ
てのんびりと音楽を楽しみました。
　滞在中は日本の生活や札幌の魅力になるべく触れてい
ただこうと、妻がスーパーに連れて行ったり、スイーツを食
べまわったりして、できるだけ地元の普通の女の子の生活
らしく過ごしてもらおうと努めました。とはいっても我が家で
ティーネイジャーの生活を知っている者はいないのですが
…。また、庭でバーベキューをしたり、シルビアさん特製の本
場パスタを料理してくれたり、通常の家庭生活を体験して
いただきました。
　日本文化については、お土産にプレゼントした浴衣を着
て北海道神宮に行ったり、またお寿司はイタリアでも最近
大人気らしいですが、本場の寿司ネタはあまりにも違いす
ぎるらしく、貝類やウニなどはほとんど手を付けられません
でした。
　我が家は妻と小学生の息子は英語ネイティブなのでコ
ミュニケーションはほぼ問題もなく、また犬が大好きなよう
で我が家のゴールデンレトリーバーともすっかり意気投合。
一週間の短い滞在でさらに連日雨と天候もすぐれなかっ
たのですが、少しでも札幌を満喫していただけたのなら幸
いです。私たちにとってもイタリアを垣間見ることのできた貴
重な機会となりました。

　我が札幌時計台ライオンズクラブの今年度最初のＡＣ
Ｔは通算４回目となる、朝里ファミリアの潮まつりボランティ
アでした。
　７月３０日土曜日に行われた、第５０回潮まつりの潮ねり
こみに参加する福祉施設「朝里ファミリア」の利用者の車
いすを押すなどの介助ボランティアです。今年は１３名のラ
イオンが参加しました。小樽の夏を彩る最大のイベントであ
る、潮まつりも今年は５０回記念ということで、参加者も過
去最大とのことです。潮ねりこみへの参加は施設利用者の
皆様も大変楽しみにしていて、施設内での踊りの練習や合
いの手の発声練習なども行い、会場へ移動し、ねりこみに
参加します。
　今年は利用者の参加が２５名、他のボランティアやご家
族の方と協力して参加します。当クラブの会員は普段は車
いすを押すこともなく、障害のある方とのコミュニケーション
も経験が少なく、不安もありました。また当日は大変暑い日
で、日差しも厳しい中であり、利用者の体調などにも配慮す
る必要もありましたが、幸いにも体調を崩す利用者の方も
なく、みなさんも楽しく参加できたと思います。
　今後も潮まつりボランティアを継続し、障害のある方の
社会参加への協力を取り組んでいきたいと考えます。

夏期YCE受入 おたる潮まつり
アクティビティ奉仕活動 障がい者支援施設訪問
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6月18日 お別れライガー
6月30日～7月4日 国際大会

この年の主な出来事

2016年7月1日～2017年6月30日
2016年
7月7日 新役員就任式　会長方針
7月27日 ガバナー公式訪問
8月7日 暑中家族会
10月20日 一日役員例会
11月10日～13日 東洋東南アジアフォーラム
12月12日 クリスマス家族会（CN37周年）
2017年
1月4日 在札新年交礼会
1月19日 新年例会
3月2日 次期役員指名例会
3月16日 新入会員歓迎ライガー
4月6日 次期役員選挙例会
5月11日 お花見例会
6月3日 地区年次大会

メイ新英首相就任
豊洲市場、主要施設の地下で汚染対策に伴う盛り土せず
クリントン、トランプ両氏が討論会＝米大統領選
大隅氏にノーベル医学生理学賞
博多駅前で道路陥没＝事故から１週間で通行再開
米海兵隊のオスプレイが不時着し、機体が大破＝沖縄
トランプ大統領が就任＝「米国第一主義」を宣言
稀勢の里、横綱に昇進

「ギンザシックス」開業＝大型商業施設、東京に新名所
憲法改正、２０年施行目指す＝安倍首相がビデオメッセージ
仏大統領にマクロン氏＝史上最年少の３９歳、ルペン氏下す
将棋・藤井四段、前人未到の２９連勝

　８月7日暑中家族会が例年行事で行われました。
　今回は新十津川でそば打ち体験と北竜町ひまわり祭り
の見学でした。とても暑い日でした。
　到着早々に手洗いエプロン姿にやる気満々。先ずは粉
を練り、これがまた結構大事な作業です。水加減が大事で
す。良くこねてから平に伸ばして綿棒で引き伸ばし厚さ約２
ミリ程に均一に伸ばします。後は切りやすい幅に折りたた
み大きな包丁で２〜３ミリ程度にカットします。これがまたマ
チマチで太くなったり細くなったりで上手くいかないようで
す。
　最後に各グループごとに作った蕎麦を茹でて頂き自分た
ちで作った蕎麦を頂きました。
　とても美味しくできたりそうでなかったり太かったり細
かったりとグループごとの特徴が良く出ていて楽しい家族
会でした。実行委員の皆様大変お疲れ様でした。

そば打ち体験
2016.8月

暑中家族会

2016.7 → 2017.6
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●役員・理事 ●運営委員会委員長

●事業委員会委員長

指導力開発・会則付則

接待・姉妹友好

会　員
出　席
財　務
運営計画・事務局改善

ＰＲ情報

青少年育成
薬害視聴力・社会福祉

国際Y E

会長  L 佐藤 伸昭

2017-2018
役員・委員長

2017.7～2018.6
SAPPORO TOKEIDAI LIONS CLUB

L 田中 康裕
L 阿部 敏則
L 村太 悦郎
L 木村 孝二
L 木村 光雄
L 小林 洋文
L 佐藤 雅光
L 渡辺 佳晃
L 長谷田 正勝
L 八城 一幸
L 林 　清治
L 諏訪 昇三
L 長谷田 正勝
L 杉山 正明
L 大笹    進
L 福島 昭雄
L 佐藤 雅光
L 村太 悦郎
L 村太 悦郎
L 茅野 秀雄
L 杉山 正明

前会長
第一副会長
第二副会長

幹　事
副幹事
会　計
副会計

ライオンテーマー
副ライオンテーマー
テールツイスター
副テールツイスター

理事二年

理事一年

会員理事
LCIFコーディネーター

会計監査

L 山田 清司

L 今野 正明
L 村太 悦郎
L 神力 恒夫
L 福島 昭雄

L 阿部 敏則
L 久保 富男

L 林 　清治

L 木村 光雄
L 磯田 健人

　この度、札幌時計台ライオンズクラブ、39代会長に就任致
しましたＬ佐藤伸昭でございます。
クラブに誇りと愛着を持ってほしい！これをスローガンに少
ない文字数でこめました。
　我々のクラブはボランティアであり、会社組織の上下と違
い、雇用関係もない、運営もボランティアであり、役割によっ
て指示・伝達が行われ、頼まれたライオンが確実に履行さ
れ、そこに、ファザーチームの感覚で、感謝と賞讃があるべ
きと私は考えています。
　又、アクティビティには、薬物乱用防止教室の開催の増
加、又、青少年の健全な育成の交流の場としては、小学生
のミニバスケット大会の後援、外国からの留学生を集めて、
日本との文化の違いを見つめる座談化の開催など奉仕活
動の充実も求め、我が時計台ライオンズクラブの意義と社
会に対して、当クラブの知名度の向上、これが大切と考え
ます。
　私は、まだ未熟な弱輩者ですが、身近の知人を思いや
る気持ちは負けないつもりです。
　その心意気だけで、誠実に一年間取り組んでいく所存
ですので、皆様の温かいまなざしで、御指導・御協力をよろ
しくお願い致します。

委員会の再編
2017.7月

新会長にＬ 佐藤伸昭
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語ろう 築こう、奉仕の新世紀
我がライオンズ 友情と社会奉仕を！

ガバナースローガン

会長スローガン

　第51回小樽潮祭、通算5回目となるボランティア参加へ
の協力をお呼びかけしたところ本年度は我が時計台ライオ
ンズからご多忙の中10名のライオンが参加されました。
　社会福祉法人志成会朝里ファミリアの入所者の方々が
潮ねりこみに参加する際に車いすを押すなどの補助、介助
ボランティアです。入所者の皆さんは本番に向けて何日も
前から練習をされていたようです。７月29日大変暑い中、施
設内でリハーサル終了後昼食をとっていよいよ本番です。
何度も何度もリハーサルを繰り返したおかげで朝里ファミ
リアグループは順調に元気よく進んでいきます。「ワッショイ！
ワッショイ！」先導する施設スタッフの方々、入所者の皆さ
ん、他のバランテイィアやご家族の方々、そしてライオンズの
メンバーも！全員が汗を拭いながら一生懸命踊りそして一
歩一歩進んでいきます。沿道で「朝里ファミリア頑張れ！」の
横断幕で応援しているご家族の方々、優しく見守って下さ
る観光客の皆様、沢山の海外からの観光客の方も優しく
微笑みながら拍手をしています、そして厳しい暑さの中体
調を崩す人もなく朝里ファミリアグループは無事ゴールイン！
　皆様、暑かったですね。本当に本当にご苦労様でした。
そして楽しかったですね。また来年も参加しましょうね。
　本年度は朝里ファミリア様へ時計台ライオンズクラブより
テントが寄贈されました。このテントが様々な行事等に活用
されれば幸いです。今後も潮祭をはじめ様々なボランティ
ア活動を継続し、ハンディキャップをお持ちの方々の社会
行事産かへの協力に対し全力で取り組んで参りたいと思
います。

おたる潮まつりで潮ねりこみ
障がい者支援施設訪問

2017.7 → 2018.6
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　８月６日暑中家族会が例年行事で行われました。
　今回は木下大サーカスの見学でした。普段見る事があ
まりできないサーカスに家族一同楽しく又妙技にため息等
を付きながら皆さん楽しく見学していたようです。
　その後、バスで移動して八剣山にいき昼食はジンギスカ
ンの食べ放題にいたしました。当日は天気もとてもよく小さ
な子供達は緑の中をかけずり回り大成功に終わる事がで
きた事に感謝申し上げます。
　来季の暑中家族かもより一層楽しい企画を考えていき
たいと思っておりますので、是非ともご参加下さいますよう
お願い致します。

　11月23日、第17回札幌時計台LCジュニアスポーツフェ
スタが、江別市市民体育館で行われました。札幌地区のミ
ニバスケットボールは、札幌市内及び近郊地区の小学生
が、AからEの5ブロックに分かれて、通年で予選大会を行
い、各ブロック代表チームが全道大会へと出場します。この
大会は全国大会予選会も兼ねていて、札幌圏からは上位
男女8チームが北海道大会へ出場します。当日はチーム関
係者応援団など約900名が集結しました。

木下大サーカス見学 ジュニアスポーツフェスタ
2017.8月 2017.11月

暑中家族会 ミニバスケットボール大会支援ＡCT
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2017.7 → 2018.6

6月19日 お別れライガー
6月30日～7月4日 国際大会

この年の主な出来事

2017年7月1日～2018年6月30日
2017年
7月6日 新役員就任式　会長方針
8月1日 ガバナー公式訪問（2R）
8月6日 暑中家族会
10月17日 一日役員例会
11月17日～20日 東洋東南アジアフォーラム
12月21日 クリスマス家族会（CN38周年）
2018年
1月4日 在札新年交礼会（例会振替）
1月18日 新年例会
3月1日 次期役員指名例会
3月15日 新入会員歓迎ライガー
4月5日 次期役員選挙例会
5月10日 お花見例会
5月20日 地区年次大会（例会振替）

沖ノ島が世界遺産に　日本の中では21番目
北朝鮮がICBM発射成功　日本海に着弾
サッカー日本代表 6度目のワールドカップ出場決定
陸上桐生祥秀　日本人初の9秒台
ラスベガスで銃乱射事件 死者58名 負傷者546名
ノーベル文学賞　カズオ・イシグロ　代表作「わたしを離さないで」
大谷翔平投手　米大リーグエンゼルスに入団
米朝が初の首脳会談　シンガポールで行われる
オウム真理教　松本智津夫に死刑執行
一連の教団事件で死刑が確定した13人全員の執行を終えた

　6月21日今期最後の例会となる、お別れライガーがフェリ
チタ・バーチョにて行われました。
　1年なんて本当に早いねなどと言いながら、酒を酌み交
わし今年のアクティビティを振り返ったりしながら、大いに盛
り上がりました。
　アワードの贈呈があり、次期会長 佐藤雅光Ｌへのゴン
グの引渡しで今期会長の任務が終了しました。
　Ｌ佐藤伸昭会長最後の挨拶。
　「１年間有難うございました。
幹事はじめ皆様の協力のもと、１年間会長職を務める事が
できました。
　有意義な１年でした。これからの人生の何かに役立つも
のと思っています。またいつか会長になって、今年の経験を
生かし時計台ＬＣ発展のために頑張ろうと思っています。
　みなさん、本当に本当にありがとうございました。これか
らも、社会奉仕に、新入会員獲得に頑張りながら、ライオン
ズ活動を楽しみましょう。」
　　またいつか会長になるという佐藤伸昭Ｌに大いに期
待しながら、最後の例会は終了したのでした。

　12月21日、クリスマス家族会がL佐藤雅光実行委員長は
じめ7名の実行委員によって企画されました。パフォーマー
の歌やダンス、マジックでおおいに盛り上がりました！豪華
な料理に囲まれ、家族の皆様の顔もホクホク？縁日コー
ナーは、わたあめ・輪なげ・ダーツ・射的で子どもたちに大
人気。また、ビンゴゲームでは大人の皆様が子ども顔負け
の笑顔で、終始和やかな一日にとなりました。

1年間、おつかれ様でした

クリスマス大家族会
2017.12月

2018.6月

お別れライガー

クリスマス大家族会
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■役員・理事 ■運営委員会委員長

■事業委員会委員長

指導力開発・会則付則

接待・姉妹友好

会　員
財　務
運営計画・事務局改善

マーケティング・コミュニケーション

青少年育成
薬害視聴力・社会福祉

会長  L 佐藤 雅光

2018-2019
役員・委員長

L 佐藤 伸昭
L 木村 孝二
L 久保 富男
L 林 　清治
L 久保 富男
L 久保 富男
L 林 　清治
L 渡辺 佳晃
L 田中 康裕
L 神力 恒夫
L 今村 太亮
L 杉山 正明
L 伊藤 隆平
L 近藤 昌克
L 諏訪 昇三
L 今野 正明
L 山田 清司
L 田中 康裕
L 村太 悦郎
L 磯田 健人
L 森 　英樹

前会長
第一副会長
第二副会長

幹　事
副幹事
会　計
副会計

ライオンテーマー
副ライオンテーマー
テールツイスター
副テールツイスター

理事二年

理事一年

会員理事
LCIFコーディネーター

会計監査

L 木村 孝二

L 大笹 　進
L 田中 康裕
L 久保 富男

L 小林 洋文

L 八城 一幸

L 櫻井 利行

L 木村 光雄

2018.7～2019.6
SAPPORO TOKEIDAI LIONS CLUB

　第40代会長を拝命いたいましたＬ佐藤雅光でございま
す。
　入会して８年目でこのような大役を仰せつかるとは未だ
に信じられない気持ちです。しかしやるからには責任感を
持って、執行部としてクラブ運営にあたりたいと思っており
ます。
　わたしたちは時計台の鐘がなる札幌の市民です。その
地元札幌でなにができるのか、足元を見つめなおして貢
献することが第一歩と考えております。札幌時計台は開拓
時代の象徴だと思います。まさしく今、我々は伝統を重ん
じながらも更に開拓者の精神で切り開いていかなければ
いけない時期にきていると感じております。会員全員が尊
重し助け合い、ひとつの事をひと任せにしないで実践して
いく、そんな仲間意識を大切にしたアットホームなクラブに
なるよう心がけていきたいと思っております。そのような思
いを込めて会長スローガンとさせていただきました。とはい
え、まだまだわからない事ばかりの若輩者でございます。皆
様のご指導ご協力がなければ明日にも立ち行かなくなるこ
とでしょう。
　これからの一年間、時計台ライオンズクラブの名に恥じ
ぬよう力の限り尽くしていく所存でございます。何卒よろしく
お願い申し上げます。

開拓者の精神で切り開いていく
2018.7月

新会長にＬ 佐藤雅光
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Acurion to the Next　未
あ す

来に夢を
時計台 奉仕の鐘を鳴り響かせよう

ガバナースローガン

会長スローガン

2018.7 → 2019.6

2018.5月

　去る５月２６日　当クラブが支援しているこども食堂に通
う子供達と保護者の方々で田植えアクティビティを行いいま
した。今回初めての試みでしたが、募集人数２０名に対し
参加人数３５名と大好評のアクトとなりました。
　大通１丁目よりチャーターしたバスで出発し、当クラブで
用意したお菓子やジュースを食べ、宛らピクニック気分で
栗山にある国岡農場へ向かいます。
　ついてすぐに農場の方から説明をうけ、各自苗の入った
バケツも持ち田んぼの中に。初めての経験に最初は不安
そうな子供達も、いざ田んぼに入ると汚れることも構わず、
大きな子も小さな子も真剣に一本づつ苗を植えていまし
た。バケツの苗がなくなると我 ラ々イオンが補充をし手渡す
ことを繰り返し、賑やかな声が田んぼに響き、きれいに足
を洗って程なくして終了しました。
　決してきれいとは言えない出来でしたが、子供達の表情
からは達成感が読み取れます。
　帰りはながぬま温泉によりお食事＆入浴タイムとしまし
た。ひと仕事したあとのお弁当は格別だったと思います。
　日中の気温が３０度をこえる中、ひとりも具合悪くなるこ
ともなく札幌に帰ってきました。
　翌日には感謝や楽しかったとの声をたくさんいただきま
した。秋には立派に成長した稲を刈りに行くアクティビティを
予定しております。すでに稲刈りも是非参加したいとの声を
頂戴しており、食物の成長について感じて学ぶ、そしてそれ
を収穫し食べることで食育的な意味でも非常に有意義な
継続アクティビティになると思っております。

田植えアクティビティ
こども食堂に通う子供達と田植え

　８月５日車中家族会が例年行事で行われました。
　今年はノースサファリサッポロで行われ、普段見る機会
のない、たくさんの動物達を見て、触れて楽しみました。猛
獣に餌を与えるなど、珍しい光景に興奮されました。
　昼食バーベキューでは抽選で、なんとゲテモノ料理が当
たった方は蛇やサソリや昆虫を食べて盛り上がりました。
その後、小金湯温泉に行き汗を流しました。
　来期の暑中家族会も、より一層ライオンと家族が楽しめ
る企画を考えて行きたいと思っておりますので参加くださ
いますようにお願い致します。

ノースサファリサッポロ見学
2018.8月

暑中家族会
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　今期より新アクティビティーとして始まりました「子ども食堂
支援」実際に支援が始まるまで時間がかかり、新アクトの難
しさを痛感しましたが元気な子どもたちや運営するスタッ
フの笑顔をみて、素晴らしいアクトだと感じました。
　331-A地区としても「子ども食堂支援」には力を入れて
行きたいとの考えがあったので、タイミング的にも良かった

新アクティビティー実施
2018.12月

子ども食堂支援

　青少年育成の中で時計台ライオンズ杯という冠での支
援となりました。試合では子供たちが熾烈な戦いを繰り広
げ、予選を勝ち上がった男子・女子チーム、監督・コーチの
怒鳴り声が大きいにもかかわらず、黙 と々ボールに食らい
つくちびっこ選手たち、激しいプライドのぶつかり合いなど、
子供たちのミニバスケットボールには引き込まれる何かが
あり、感動の連続でした。試合前の円陣を組んでの声出し
や、声も枯れんばかりの控え選手の声援・２階席から身を
乗り出し、応援をする父母達。ゴールが決まる度に一斉に
湧き上がる歓声。 私は、このすばらしい大会を更に継続
し、 この奉仕活動を出来るだけ、時計台Lで長く支援しても
らいたいと思いました。表彰式ではチームのレギュラー全
員にメダルが授与されました。メダルを掛けてあげた時の
子供たちの笑顔が印象的でこのアクティビティに参加できて
とても良かったと思います。

　平成30年９月６日 午前３時07分未明に発生した胆振
東部大地震は、厚真町震度７、むかわ町、安平町は震度６
強を記録し、もっとも被害の大きかった厚真町では全体の
死者42名の内36名が犠牲となり家屋の全・半壊５３０棟、
一部損壊は、１０４５棟に達しました。政府は、直ちに激甚
災害指定措置をとり、行政、民間共に協力して支援作業に
取り組みましたが復旧、復興には、まだ数年を要する見通
しとなっております。 この様な非常事態に我が札幌時計台
ライオンズクラブも被災地区の支援を理事会・例会に於い
て決議し併せて姉妹友好クラブの福岡南ライオンズクラブ
を通じ平成28年４月14日発生した、熊本大震災の際に当
クラブより、お見舞金として熊本御船ライオンズクラブに贈
呈した経緯から同クラブより20万円のお見舞金が当クラブ
宛に届いた事もあり平成30年12月７日厚真町役場に佐藤
会長、諏訪理事、村太ＬＣＩＦコーディネーター、山田理事の
４名が出向き近藤副町長にお見舞いの言葉をお伝えし
被災の説明を受けた後、当クラブからの20万円の義援金
と御船ライオンズクラブからの20万円のそれを贈呈し宮坂
町長名で、それぞれ感謝状を頂戴して参りました。
　尚、この時ＮＨＫの取材があり、当日18時のＮＨＫホット
ニュース北海道の番組内で全道に放映されました。以上、 
報告申し上げます。

時計台ライオンズ杯北海道胆振東部地震 復興支援
2018.11月2018.9月

ミニバスケットボール大会支援ＡCTお見舞いと義援金贈呈
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6月20日 お別れライガー
7月5日～9日 国際大会

この年の主な出来事

2018年7月1日～2019年6月30日
2018年
7月5日 新役員就任式　会長方針
7月25日 ガバナー公式訪問
8月5日 暑中家族会
11月15日～18日 東洋東南アジアフォーラム
12月6日 一日役員例会
12月20日 クリスマス家族会（CN39周年）
2019年
1月4日 在札新年交礼会
1月17日 新年例会
3月7日 次期役員指名例会
3月14日 新入会員歓迎ライガー
4月4日 次期役員選挙例会
5月9日 お花見例会
6月3日 地区年次大会

西日本豪雨＝死者２００人以上
タイ少年ら１３人全員救出＝洞窟閉じ込め
高速道路の高架崩落、３５人死亡＝イタリア
池江、１００バタ日本新で金＝パンパシ水泳
北海道地震／北朝鮮建国７０年
大坂、日本勢初の四大大会Ｖ＝全米テニス  
築地８３年の歴史に幕＝日本一の魚河岸、豊洲へ  
福原愛が引退表明＝卓球／日産ゴーン会長を逮捕  
英離脱合意案、正式決定＝ＥＵ首脳会議  
大谷が最優秀新人＝米大リーグ  
本庶さん、栄誉のメダル＝ノーベル賞授賞 
仏ルノー、ゴーン会長「解任」

2018.7 → 2019.6
のではないかと思います。
　札幌シニアライオンズクラブも子ども食堂支援に賛同を
頂き、畑で収穫した新鮮な野菜を子供たちに提供する事も
出来ました。
　月一回のアクティビティではありますが、出来るだけ長い
年月の支援をしていきたいと考えておりますので、各会員
の協力を頂きたいと思っております。
　又、多くの人が「子どもの貧困」について何とかしなけれ
ば、と思い、もしくは、地域づくりの拠点として何かでる支援
が出来たらと思います。そして、「社会的孤立」への取り組
み、家庭や学校（職場）、地域のなかで居場所がない、孤
立している、もしくはそれら以外の人間関係を持たないよう
な人たち同士の交流や、場の提供の支援が果たされるこ
とができると思います。

　平成30年3月14日新人歓迎ライガーがメルキュールホテル
「フラミンゴ」にて行われました。
　新入会員の村川L、千葉L、上田L、千代L、加藤Lの5名
が入会しました。新入会員の入会に改めて結束を近い、大
いに盛り上がりました。

新入会員5名が入会
2019.3月

新人歓迎ライガー

出し物が出来ました事は皆様のご協力の賜物と感謝申し
上げます。次年度からこの様な課題を克服するような家族
会にしたいと思って居ります。それには何よりクラブに根ずく
会員増強が必要な事と思います。
　これからもクラブ会員そして会員家族が楽しめる会にし
ていきたいと考えます。

　CN39周年クリスマス家族会も無事終わることができ実
行委員の皆様のお力と感謝申し上げます。
　今回の実行に当たり幾つかの課題を抱え何とか実行で
きましたが、矢張り出席人数と人数に纏わる予算等、近年
クラブ会員の減少に伴い子供たちの出席減と今後の課題
が浮き彫りに成った家族会でしたが、例年通りのイベント

クリスマス大家族会
クリスマス大家族会
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2nd 2周年 記念事業
札幌市青少年科学館／位置方位盤 設置
　1981年9月、チャーターナイト2周年記念として札幌
市青少年科学館に位置方位盤を設置、寄贈致しました。
現在も同施設のアイコンとして親しまれております。

5th
5周年 記念事業
真駒内公園／
親子の像 設置
　1984年7月には真駒内公
園に親子の像を設置致しま
した。公園を訪れる家族に
青少年育成と家族の絆を訴
えかけております。

25th 25周年 記念事業
札幌時計台／ガイドマップ板 設置
　2004年9月には、札幌時計台にガイド
マップ板を作製設置を致しました。

10th 10周年 記念事業
中島公園／ラジオ体操放送設備 設置
　1989年10月には、中島公園にラジオ体操放送設備を作製致しまし
た。現在も早朝に沢山の人々が集まり、音楽に合わせて体操し健康増進
に一役買っております。

35th 35周年 記念事業
小金湯さくらの森／時計塔 設置
　2014年9月には福岡ライオン
ズクラブと台北ライオンズクラ
ブとの共同アクトとして小金湯
さくらの森に時計塔を製作して
設置致しました。自然あふれる
市民の憩いの場の象徴としての
親しまれております。

30th 30周年 記念事業
創成川通／時計塔 設置
札幌時計台／催事告知板 設置
　2009年9月には創成川通に時計塔を設置し、合
わせて札幌時計台に催事告知板を設置しました。
　こちらは福岡ライオンズクラブと台北ライオン
ズクラブ、独立門ライオンズクラブとの共同制作
となっており、札
幌市民や観光客に
も役立つモニュメ
ントとなっており
ます。
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L 荒木 隆二
昭19.2.27生／昭61.3入
1994年 地区PR・ライオンズ情報委員
1997年 幹事
2000年 会長　
2001年 地区青少年育成委員長　
 331複合地区レオ・青少年指導
 ライオンズプログラム副委員長
2014年 会計
2015年 財務委員長
2016年 会計監査
2018年 接待・姉妹友好副委員長
2019年 接待・姉妹友好副委員長

L 神力 恒夫
昭24.12.7生／昭60.10入
1993年 ライオンテーマ－
1996年 会計
1999年 テールツイスター
2015年 国際YE副委員長
2017年 出席委員長
2018年 テールツイスター
2019年 理事

L 今村 太亮
昭60.1.3生／平29.7入
2018年　副テールツイスター
2019年　テールツイスター

L 磯田 健人
昭52.1.13生／平24.7入
2014年 国際YE委員長
2015年 テールツイスター
　　　　　副ライオンテーマー
2016年 ライオンテーマー
2017年 国際YE委員長
2018年 会計監査
2019年 マーケティング・
　　　　　コミュニケーション委員長

L 伊藤 隆平
昭17.6.16生／昭59.10入
1995年　会計
2001年　地区キャビネット副幹事
2014年 テールツイスター
2015年 理事
2016年 理事
2017年 財務副委員長
2018年 理事
2019年 理事

L 千葉 修一
昭47.9.25生／平30.10入
2019年　お花見例会実行委員長

L 林 　清治
昭37.4.10生／平24.7入
2013年 薬害視聴力・社会福祉委員長
2014年 青少年育成委員長
2015年 会計監査
2016年 薬害視聴力・社会福祉委員長
2017年 副テールツイスター
2018年 幹事
2019年 第二副会長

L 阿部 敏則
昭28.11.19生／令元.5入
2005年　ＰＲ・情報委員長
2007年　ライオンテーマー
2011年　理事１年
2013年　幹事
2015年　青少年育成委員長
2016年　第二副会長
2017年　第一副会長
2019年　財務副委員長

MEMBER   PROFILE
会員プロフィール
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L 久保 富男
昭25.4.1生／平20.1入
2011年 例会活性化委員長
2014年 出席委員長
2015年 理事
2016年 理事
2017年 ＰＲ情報委員長
2018年 第二副会長、会計、副幹事
2019年 第一副会長

L 小林 洋文
昭28.4.22生／平22.3入
2012年 テールツイスター
2013年 会計
2015年 薬害視聴力・社会福祉副委員長
2016年 副会計
2017年 会計
2018年 運営計画・事務局改善委員長
2019年 理事

L 木村 光雄
昭37.10.20生／平26.8入
2015年 青少年育成委員
2017年 副幹事
2018年 薬害視聴力・社会福祉委員長
2019年 青少年育成・国際ＹＥ委員

L 木村 孝二
昭33.8.14生／平14.10入
2006年 テールツイスター
2011年 会計
2016年 副幹事
2017年 幹事
2018年 第一副会長
2019年 会長

L 近藤 昌克
昭31.3.15生／平10.5入
2005年 会計
2014年 第1副会長
2015年 会長
2016年 長期イノベーション委員長
2018年 理事
2019年 理事

L 今野 正明
昭24.8.2生／平6.10入
1997年 テールツイスター
2000年 幹事
2001年 キャビネット副幹事
2004年 会長
2015年 会員理事
2016年 接待・姉妹友好委員長
2017年 接待・姉妹友好委員長
2018年 理事
2019年 指導力開発・会則付則
　　　　　副委員長

L 加藤 　剛
昭53.6.19生／平31.4入
2019年　薬害視聴力・社会福祉委員

L 梶浦 宣明
昭36.10.30生／平29.3入
2017年 国際YE委員
2018年 会員委員
2019年 財務委員

L 村太 悦郎
昭19.1.15生／昭61.3入
2009年 幹事
2010年 地区IT委員長
2013年 会長
2014年 地区YCEゾーン委員
2015年 理事
2016年 理事
2017年 地区会計監査委員
2018年 LCIFコーディネーター
2019年 LCIFコーディネーター

L 村川 　勢
昭53.12.11生／平30.5入
2018年　青少年育成・国際ＹＥ委員
2019年 ライオンテーマー
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L 諏訪 昇三
昭23.2.6生／昭63.10入
1994年 キャビネット副幹事
1996年 幹事
1999年 会長
2001年 地区PR・情報委員長
2014年 ゾーンチェアパーソン
2015年 指導力開発・会則附則委員長
2016年 理事
2017年 理事
2018年 理事
2019年 会員委員

L 杉山 正明
昭8.7.2生／昭61.10入
1994年 会計
1998年 会長
2001年 キャビネット副幹事
2015年 理事
2016年 理事
2017年 理事
2018年 財務委員理事
2019年 理事

L 大戸 信義
昭46.2.13生／平31.4入
2019年　薬害視聴力・社会福祉委員

L 大笹 　進
昭33.3.4生／平13.3入
2004年 地区ゾーン委員
2006年 地区年次大会事務局長
2005年 幹事
2009年 会長
2010年 地区PR・L情報副委員長
2014年 幹事
2015年 計画大会委員長
2016年 指導力開発・会則付則委員長
2017年 理事
2018年 接待・姉妹友好委員長
2019年 理事

L 中川 賢一
昭42.1.9生／平26.7入
2014年 青少年育成委員
2015年 薬害視聴力・社会福祉委員長
2016年 国際YE委員長
2017年 青少年育成副委員長
2018年 財務副委員長
2019年 会計監査

L 三井 辨雄
昭17.11.24生／平4.12入
1997年 指導力開発副委員長
2016年 運営計画・事務局改善副委員長
2017年 運営計画・事務局改善副委員長
2019年 接待・姉妹友好委員

L 森 　正男
昭11.1.30生／昭62.10入
1997年 会計
2001年 会長
2015年 接待副委員長
2016年 接待・姉妹友好副委員長
2017年 出席副委員長
2019年 指導力開発・会則付則委員

L 森 　英樹
昭48.9.25生／平29.3入
2018年　青少年育成・国際ＹＥ副委員長
2019年 会計監査

MEMBER   PROFILE
会員プロフィール
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L 千代 佳忠
昭47.6.13生／平30.7入
2019年　副ライオンテーマー
　　　　 青少年育成・国際ＹＥ副委員長

L 櫻井 利行
昭43.7.5生／平29.12入
2018年　青少年育成・国際ＹＥ委員長
2019年 会計
　　　　  副幹事
　　　　  財務委員長

L 佐々木 尚登
昭39.11.25生／平29.9入
2018年　青少年育成・国際ＹＥ委員
2019年 薬害視聴力・社会福祉委員

L 佐藤 雅光
昭42.5.27生／平22.3入
2012年 テーマー、青少年育成委員長
2014年 ライオンテーマー
2015年 幹事
2016年 テールツイスター
　　　　  運営計画・事務局改善委員長
2017年 理事
2018年 会長
2019年 指導力開発・会則付則委員長

L 髙橋 一生
昭53.5.29生／平31.3入
2019年　青少年育成・国際ＹＥ委員長

L 田内 崇司
昭48.2.28生／令元.6入
2019年　青少年育成・国際ＹＥ委員

L 山田 清司
昭22.12.25生／平7.10入
1999年　ライオンテーマ－
2002年　テールツイスター
2003年　会計
2007年　会長
2010年　地区PR・L情報委員長
2015年 理事
2016年　出席委員長
2017年　指導力開発・会則付則委員長
2018年　理事
2019年 運営計画・事務局改善委員

L 八城 一幸
昭44.4.18生／平28.3入
2016年　副テールツイスター
2017年　テールツイスター
2018年　マーケティング・
　　　　　コミュニケーション委員長
2019年 運営計画・事務局改善委員長

L 渡辺 佳晃
昭59.11.10生／平28.3入
2016年　副ライオンテーマー
2017年　ライオンテーマー
2018年　ライオンテーマー
2019年 薬害視聴力・社会福祉副委員長

L 上田 　学
昭36.8.12生／平30.10入
2019年　副テールツイスター
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歴代三役

初代 1979～80
会長 L 山形　政明
幹事 L 吉田　　誠
会計 L 木村　勇市

第2代 1980～81
会長 L 瀬田　稠三
幹事 L 安倍　尚明
会計 L 藤井　兼蔵

第3代 1981～82
会長 L 山地　通夫
幹事 L 二瓶　彰夫
会計 L 庄司希代彦

第4代 1982～83
会長 L 吉田　　誠
幹事 L 樋口　　忠
会計 L 山下　利雄

第5代 1983～84
会長 L 内海　英一
幹事 L 千代　　勉
会計 L 中井　幸雄

第6代 1984～85
会長 L 安倍　尚明
幹事 L 三上　洋右
会計 L 吉田　耕尚

第7代 1985～86
会長 L 藤井　兼蔵
幹事 L 加藤　武士
会計 L 佐藤　　孝

第8代 1986～87
会長 L 藤田　敏昭
幹事 L 竹内　武司
会計 L 浜田　博巳

第9代 1987～88
会長 L 竹内　武司
幹事 L 能澤　正明
会計 L 二田与四郎

第10代　1988～89
会長 L西町　昭一
幹事 L佐藤　文男
会計 L希代　哲朗

第11代　1989～90
会長 L 千代　　勉
幹事 L 小田　哲之
会計 L 東川　和昭

第12代　1990～91
会長 L 加藤　武士
幹事 L 平田　敬一
会計 L 浜本　吉紀

第13代　1991～92
会長 L 浜田　博巳
幹事 L 鷲尾　和徳
会計 L 本間　哲夫

第14代　1992～93
会長 L 二田与四郎
幹事 L 当麻　満夫
会計 L 伊藤　一雄

第15代　1993～94
会長 L 能澤　正明
幹事 L 稲葉　章夫
会計 L 五十嵐勝也

第16代　1994～95
会長 L 佐藤　文男
幹事 L 堂畑　時雄
会計 L 杉山　正明

第17代　1995～96
会長 L 稲葉　章夫
幹事 L 浜本　吉紀
会計 L 伊藤　隆平

第18代　1996～97
会長 L 鷲尾　和德
幹事 L 諏訪　昇三
会計 L 神力　恒夫

第19代　1997～98
会長 L 米山　　昭
幹事 L 荒木　隆二
会計 L 森　　正男

第20代　1998～99
会長 L 杉山　正明
幹事 L 小林　義明
会計 L 西村　順一

第21代　1999～00
会長 L 諏訪　昇三
幹事 L 堀口　俊雄
会計 L 月居　正明

第22代　2000～01
会長 L 荒木　隆二
幹事 L 今野　正明
会計 L 岡崎　政司

第23代　2001～02
会長 L 森　　正男
幹事 L 吹田　紀雄
会計 L 茅野　秀雄

第24代　2002～03
会長 L 党畑　時雄
幹事 L 宮崎　幸一
会計 L 広部喜久雄

第25代　2003～04
会長 L 堀口　俊雄
幹事 L 岩倉　　徹
会計 L 山田　清司

第26代　2004～05
会長 L 今野　正明
幹事 L 髙垣　峰男
会計 L 宇梶　敏明

第27代　2005～06
会長 L 吹田　紀雄
幹事 L 大笹　　進
会計 L 近藤　昌克

第28代　2006～07
会長 L 宮崎　幸一
幹事 L 池田　謙一
会計 L 山田　裕之

第29代　2007～08
会長 L 山田　清司
幹事 L 野澤　　强
会計 L 平田　幸博

第30代　2008～09
会長 L 髙垣　峰男
幹事 L 大和　久男
会計 L 中村　　登

第31代　2009～10
会長 L 大笹　　進
幹事 L 村太　悦郎
会計 L 大西　侃彦

第32代　2010～11
会長 L 池田　謙一
幹事 L 鈴久名　健
会計 L 出羽　吉博

第33代　2011～12
会長 L 野澤　　强
幹事 L 杉澤　慎彦
会計 L 木村　孝二

第34代　2012～13
会長 L 大和　久男
幹事 L 田中　康裕
会計 L 中原　　猛

第35代　2013～14
会長 L 村太　悦郎
幹事 L 阿部　敏則
会計 L 小林　洋文

第36代　2014～15
会長 L 宮本　吉人
幹事 L 大笹　　進
会計 L 荒木　隆二

第37代　2015～16
会長 L 近藤　昌克
幹事 L 佐藤　雅光
会計 L 神保　千晶

第38代　2016～17
会長 L 田中　康裕
幹事 L 大和　久男
会計 L 福島　昭雄

第39代　2017～18
会長 L 佐藤　伸昭
幹事 L 木村　孝二
会計 L 小林　洋文

第40代　2018～19
会長 L 佐藤　雅光
幹事 L 林　　清治
会計 L 久保　富男

第41代　2019～20
会長 L 木村　孝二
幹事 L 久保　富男
会計 L 櫻井　利行
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　2019年9月13日金曜日、札幌パークホテルにて当クラブのチャーターナイト結成40周年記念式典が行わ
れました。記念式典、祝賀会には御来賓、地区役員、参加LC、姉妹クラブの福岡南LC、台北東区LC合せて 
200名余りの御出席を頂きました。沢山の祝辞や応援のお言葉を頂き、感謝するとともに45周年、50周年に
向けて気を引き締めてクラブの発展とライオンズ活動に邁進する決意を誓う一日となりました。
「We Serve！」本当にありがとうございました。

40th Anniversary Celebration

結成40周年記念式典  2019.9.13fri. 札幌パークホテル
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当クラブ姉妹クラブである
「台北東区ライオンズクラブ」メンバーを迎えて
ウェルカムパーティーを開催しました。

Welcome party
2019.9.11wed. ジャスマックプラザホテル「ガイヤ」
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結成 40周年記念 実行委員会組織表（L省略）

相 談 役 諏 訪 昇 三
接 　 待
委 員 長 村 太 悦 郎

接待委員
杉 山 正 明
森　 正 男
三 井 辨 雄

三
　
役

会　長
木 村 孝 二

幹　事
久 保 富 男

会　計
櫻 井 利 行

実行委員長
今 野 正 明

統括委員長
山 田 清 司

副実行委員長
小 林 洋 文

余興委員長
渡 辺 佳 晃

梶 浦 宣 明
佐々木尚登
千 代 佳 忠

森　 英 樹
磯 田 健 人
佐 藤 雅 光

佐 藤 雅 光
伊 藤 隆 平
近 藤 昌 克
三 井 辨 雄
森　 正 男
梶 浦 宣 明
木 村 光 雄

磯 田 健 人
大 笹 　 進
村 太 悦 郎
上 田　 学

森　 英 樹
村 川 　 勢
村 太 悦 郎
大 笹　 進
高 橋 一 生
田 内 崇 司

千 代 佳 忠
磯 田 健 人
佐 藤 雅 光
加 藤 　 剛

林　 清 治
木 村 光 雄
中 川 賢 一
櫻 井 利 行
千 葉 修 一

今 野 正 明
大 戸 信 義

八 城 一 幸
今 村 太 亮
久 保 富 男
阿 部 敏 則

副実行委員長
近 藤 昌 克

総務会計委員長
近 藤 昌 克

登録受付委員長
佐 藤 雅 光

副実行委員長
大 笹 　 進

ACT 委員長
大 笹 　 進

姉妹友好委員長
荒 木 隆 二

会場食事委員長
神 力 恒 夫

司会進行委員長
小 林 洋 文

余
興
・
懇
親
部
会

余
興
部

総
務
会
計
部

姉
妹
友
好
部

司
会
進
行
部

登
録
受
付
部

Ａ
Ｃ
Ｔ
部

会
場
食
事
部

司
会
進
行
部

広
報
部

総
務
・
式
典
部
会

記
念
事
業
部
会

司会進行委員長
久 保 富 男

広報委員長
村 太 悦 郎
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※ 2007年5月末にて札幌むいねLCは解散。
※ 2010年6月に札幌しらかばLCと札幌ユニティLCが合併し、ユニティLCは解散。
※ 2010年8月30日に札幌中島LCと札幌ロイヤルLCが合併し、ロイヤルLCは解散。
※ 2011年2月末にて札幌テイネLCは解散。
※ 札幌スノーLCと札幌ユートピアLCが合併し、ユートピアLCが解散、2011年4月より名称変更しスノートピアLCになる。
※ 2011年4月に札幌すずらんLCと札幌北斗LCが解散し、札幌新星LCが2011年4月結成。
※ 2011年5月に札幌東LCと札幌かもがわLCが合併し、かもがわLCが解散。

札幌まるやま
（S52.6）12

札幌もいわ
（S43.3）7

札幌すすきの
（H7.1）34

札幌トラスト
（H24.6）

札幌パイオニア
（S60.3）21 札幌グリーン

（H7.3）35札幌時計台
（S54.9）15

札幌わかば
（H16.12）42

札幌羊ヶ丘
（S62.4）

（クラーク・アカシヤ・時計台）
25

札幌新星
（S23.4）

札幌西
（テイネ・ライラック）

（H6.12）
33札幌テイネ

（S60.1）20

札幌東
（H10.9）37札幌中島

（H6.2）30

札幌コスミックシニア
（H10.11）40サッポロシニア

（H10.11）38

札幌かもがわ
（H19.1）43

札幌ポプラ
（S37.11）5

札幌ライラック
（S39.8）6

札幌南
（H6.2）31定山渓

（S49.12）10

札幌アスリート
（H25.11）

札幌北の杜
（H19.3）44

札幌クラーク
（S50.1）11

札幌大通
（H3.3）28

札幌ノース
（H15.6）39

札幌清田
（S60.4）22札幌フロンティア

（S59.12）19

札幌ユニティ
（H1.9）27

札幌オーロラ
（S53.9）13

札幌ロイヤル
（H7.12）36札幌あさひ

（H6.6）32

札幌エルム
（S34.11）3

札幌スノートピア
（S61.3）

名称変更
23札幌リバティー

（S53.9）16 札幌ユートピア
（S62.5）26

在札39 ライオンズクラブの系譜 （2019年6月30日現在）

札　幌
（S31.2）1 札幌中央

（S33.10）2 札幌アカシヤ
（S35.12）4

札幌すずらん
（S46.3）8

札幌北斗
（S59.2）18

札幌はまなす
（S54.4）14

札幌赤レンガ
（H16.2）41

札幌むいね
（S47.3）9 札幌白石

（S62.3）24

札幌創成
（H4.6）29

札幌しらかば
（S57.7）17

● 331-A 地区キャビネット（98-99 深川）

● 331-A 地区キャビネット（06-07 札幌エルム）　：解散クラブ
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札幌時計台ライオンズクラブ　結成40周年記念誌

「40年のあゆみ」
発行日 ／ 2019年10月13日

発　行 ／ 札幌時計台ライオンズクラブ
  〒064-0804　札幌市中央区南4条西3丁目 北星ビル 5F
  ☎（011）221-0331　FAX（011）221-3789
  E-mail  cn30@sapporo-tokeidai-lions.jp

印　刷 ／ NIPPON DESIGN 株式会社

　札幌時計台ライオンズクラブ結成40周年を記念する事業の一環として、ここに記念誌

を発刊いたします。本誌においては、過去5年間のクラブ活動を振り返りました。

　時代背景の変化に伴い、新たにアクティビティを創り出していった先輩Lのライオンズ

精神を継承するため、そして、現時点における活動を再確認するための糧として本記念

誌をご高覧いただければ幸甚の至りに存じます。

　刊行にあたりましては、L諸氏より記帳な資料の提供・協力をいただきましたこと、厚く

御礼申し上げます。

令和  元年 10月吉日

　　札幌時計台ライオンズクラブ　結成40周年記念実行委員会

　　記念事業部会　広報委員会

委員長　L　村 太  悦 郎

編集長　L　八 城  一 幸

委　員　L　阿 部  敏 則

委　員　L　久 保  富 男

委　員　L　今 村  太 亮

編集後記
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