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御 　礼

2017-2018年度
ライオンズクラブ国際協会
330-C地区ガバナー

田中　明

記念すべきライオンズの第100回シカゴ国際大会に於いて、

第42代330－C地区ガバナーに就任させていただきました。

この一年、メンバーの皆様とともに過ごさせていただいた日々 を振り返ると

様々なことが走馬灯のように蘇って参ります。

「心一つに」をガバナーズテーマに掲げ、

メンバー皆様と共に未来へ続く奉仕の“わ”を繋げて参りました。

楽しくなければライオンズでは無いを合言葉に、

皆様と共に歩んでくることができたと思っております。

キャビネット会議、クラブ会長セミナーなど多くの会議、セミナーを開催しました。

セミナーや会議が多いと随分お叱りを受けましたが、

何よりも多くのメンバーの皆様とお会いでき意見交換ができました。

また、公式訪問では、各リジョン、ゾーン、クラブの皆様と共にそれぞれの問題点や

ライオンズクラブの未来を語り合うことができた事は、これ以上にない醍醐味でもありました。

各種地区コーディネーター、リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソン、

そして委員長の皆様方のリーダーシップがあり、委員会の皆様、

全てのメンバーの皆様の支えがあって今日まで頑張ってこられたと心より感謝しております。

会員増強、会員維持など目の前の問題は山積しております。

しかし、私たちライオンズメンバーが楽しく愉快に奉仕活動を続けていくことで、

自ずと人は集まり活気あるライオンズクラブが続いていくと希望を持っております。

最後になりましたが、今期一年間、皆様から賜りました数々のご支援、ご協力に

心より感謝申し上げます。　ありがとうございました。
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本年度も330-C地区各クラブにおいて、多種多様なアクティビティが実施されました。
その中で特色あるアクティビティを紹介致します。

人道的奉仕活動を通じて、
2020‐2021年度までに年間の奉仕受益者を
現在の3倍にあたる2億人以上に増やす。

 （3R-1Z）大宮シニアライオンズクラブ自然保全アクティビティ

　ともすれば休耕、荒廃地化しがちな見沼の田圃を“見沼田んぼのグリーンベルトをいつまでも残したい”という「見沼たんぼくらぶ」
の活動趣旨に賛同し、大宮シニアライオンズクラブは８年前に法人会員として入会しました。例年9月に秋野菜の種まき、10月は
除草、間引きを3回、11月に収穫を、子供を含む一般市民１５０～２００名の方 と々一緒に協力して行っております。特に、秋野菜作
りに於いては、９月下旬～１１月上旬の除草、間引き等は絶対に欠かせません。例年、この期間中に３～４回、有志が参加し、この作
業に取り組んでいます。記念植樹（コナラ）については、年1回の観察に努めています。収穫物の余剰分は近接の社会福祉施設
に配達しています。本年１０月には「見沼たんぼくらぶ」の月刊広報誌“みぬま通信”第72号の１ページ全面に、当アクティビティをは
じめ、大宮シニアライオンズクラブの５大継続アクティビティが紹介されました。大人の団体で参加しているのは大宮シニアライオン
ズクラブのみであり評価は高く、またベストを着用し作業に従事するのはよく目立ちパブリシティ効果も大きいと感じております。

各クラブ　アクティビティのご紹介

□実施期間／9-11月　□場所／さいたま市見沼区大和田町　□携わった人数／延３０名　□費用／年間5,000円

主目標LCIフォーワード グローバル奉仕フレームワーク

糖尿病 環境保護 飢餓対策 小児がん 視 力
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　上尾ライオンズクラブでは10年程前より地域
アクティビティの一環として、毎年6月下旬に上
尾丸山公園北口"ホタルの里"におきましてホタ
ルの観賞会を行なっております。例年、3日間に
わたり400名を超える多くの皆さまが来場し、飛
び交うホタルのヒカリを初めて観た子供たちはそ
の美しさに感動し、大人たちはそのヒカリにロマン
を感じているようでした。クラブ内に蛍部会をつく
り、ホタルの幼虫の飼育や園内の草刈りなど、手
間のかかる作業を行い、毎年の観賞会に備えて
おります。観光資源の少ない上尾地区において
このアクティビティを町興しにつなげ、更に発展
させていければと考えております。

 （4R-1Z ）上尾ライオンズクラブホタル観賞アクティビティ

 （4R-1Z ）伊奈ライオンズクラブ芝桜による遊歩道整備アクティビティ

　伊奈ライオンズクラブでは町民の憩いの場として幅10m、総延長約300mの芝桜遊歩道を維持・管理するアクティビティを行なってい
ます。周辺には県内トップクラスの児童・生徒数を数える伊奈学園、小針中学校、小針北小学校が有り、朝夕は小中高生の通学路とし
て、日中は近隣の高齢の方々の憩いの場として愛されている芝桜遊歩道です。元 は々町が管理していた花壇だったのですが、毎年植え
付けるお花代、雑草対策費の負担が大きく、町として管理に困っていたところを伊奈ライオンズクラブが町民の憩いの場として活用するこ
とを条件に、無償で維持管理を担うこととしたものです。メンバー所有のトラクターで耕し、防草シートで雑草対策をしながらの芝桜の植込
み作業は、高齢メンバーには想像以上の重労働でした。最初は50mからスタートした芝桜は翌春には綺麗な紅白の花を咲かせ、我々の
意欲を掻き立ててくれました。順次芝桜の苗の種類を変え、満開時の紅白のコントラストを想像しながら延長し、現在では約300mの見事
な遊歩道となりました。しかしながら、雑草は想像以上に手強く防草シートのわずかな隙間から芝桜以上の勢いで生えてきます。今は、この
雑草対策と芝桜の苗の補修作業が総勢43名のメンバーの維持管理作業です。翌春の満開の芝桜遊歩道を提供するために！

□実施期間／3月、6月
□場所／中分上尾の森、三つ又沼、丸山公園
□携わった人数／20-30名、ノンライオン2名
□費用／100,000円
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本年度は、「健康でエンジョイ！ライオンズ」を
テーマに事業を展開しており、その活動指針に
沿って一般市民の皆様に参加していただきたく、
本年度９月に「健康フェス」を開催いたしました。内
容は、年代を越えて健康を維持促進していただく
ために、親子ダンス教室、管理栄養士・野菜ソム
リエによる食育講演、埼玉医科大学眼科学の石
井先生による目に良いサプリメントの講演。岩槻
駅前のクレセントモール野外会場では、誰でも参
加できる健康測定・第９４回の献血事業を開催い
たしました。この事業を通じて、広く市民の皆様に
「健康」とライオンズクラブの活動理念を知ってい
ただく良い機会になったと思います。

（5R-3Z）岩槻ライオンズクラブ岩槻「健康フェス」

「STORY OF NAWS」（N→新座、A→朝
霞、W→和光、S→志木）新座市・朝霞市・和光
市・志木市に在住、在勤、在学の中学生以上
30歳未満の青少年による音楽演奏・ダンスパ
フォーマンスを披露する機会を提供いたしまし
た。これからのライオンズクラブにおけるアクティ
ビティの在り方として単一クラブでの実施におい
て活動の範囲が限られる中、合同で継続的に
アクティビティを行う事で、より広く有効な活動が
出来ると考え、ゾーンチェアパーソン所属クラブ
がホストとなり、三年前からスタートしました。青少
年の自主的な文化活動を支援し、ライブに参加
し、他の出演者と交流する中で、自ら行動する
事・協力し合う事・努力する事を学びあい達成感
を体験する事で将来への可能性を見出すきっ
かけづくりとして。また、青少年が企画・運営に携
わる事により、多くの人達と関わりを持ちつつ異
世代（ライオンズメンバー等）との交流をすること
も目的としております。この活動を広め地域に根
差したコミュニティ（ネットワーク）の充実を図るサ
ポートを今後も継続し、有意義な青少年健全育
成事業に繋がるものと確信いたしております。

 （8R-3Z）和光LC、朝霞LC、志木LC、新座中央LC8R-3Z合同アクティビティ
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平成２９年１０月第３９回を迎えた戸田商工祭。当クラブで
は、毎年アクティビティで餅つきを行っております。メンバーが
餅をつき、レディの皆様にパック詰めをお手伝いいただいてお
ります。今年度は、市民の皆様に手伝っていただき６０ｋｇのお
餅をつきました。日頃なかなか経験することができないので、楽
しく活動することができました。つきたてのお餅は、きな粉・あん
こ・辛味餅の３種類１パックにして販売しました。行列ができる
ほど大盛況で、完売することができました。売上金１１４，０００円
を埼玉県腎・アイバンク協会に寄付させていただきました。

春日部市立八木崎小学校の高学年の生徒を対象に、田
植え・案山子作り・稲刈りの体験学習を実施いたしました。田
植え体験では、目を輝かせながら田植えの説明を聞き、もくもく
と取り組んでいる姿にこちらも温かく見守ることが出来まし
た。案山子作り体験では、ここにアイデアを出し、様 な々材料
を使い個性豊かな作品がたくさん出来上がりました。この作
品はイトーヨーカドーにて作成の様子を写した写真と共に展
示されました。地域の皆様にも一生懸命に取り組んでいる子
供たちの姿やかわいらしい作品の数 を々見てもらい、楽しんで
いただきました。そして稲刈り体験では、汗を流しながら子供た
ちが収穫したお米を給食でいただけるという体験を通じて、
様 な々感想をノートにまとめていただきました。子供たちにとっ
てなかなか出来ない貴重な体験学習をする良い機会を提供
できました。

（1R-1Z）戸田ライオンズクラブ献眼登録・角膜移植を推進するための普及啓発事業

 （5R-2Z）春日部中央ライオンズクラブ田植え・案山子作り・稲刈り体験アクティビティ
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所沢市・狭山市・入間市・飯能市・日高市・川越市・ふじみ野市・
三芳町の中学校卓球部の対外試合として32年間継続開催して
います。昨年度は860名、今年度は920名の中学生の参加と
年々参加者が増えています。中学１年生にとっては初の対外試
合として（新人戦前の試合）、中学２年生には３年生引退後の仕
上げの一年のスタートとして、学校側にも好評を頂いております。
各学校卓球部顧問の先生方とところざわLCの協働にて、喧々
諤々、年々改善しながら運営に当たっております。生徒の家族も
多数観戦に来ており、ライオンズクラブのPRの一助の効果もあ
り、卓球を通じて青少年健全育成のアクティビティとして、今後も
継続してまいります。

□実施期間／準備 4月～7月　開催 7月　□場所／所沢市民体育館
□携わった人数／メンバー20名、教職員60名、生徒920名　□費用／約100,000円

□実施期間／桜並木手入れ　2月第2～3日曜
 ボンボリ点灯　3月下旬～4月上旬
□場所／飯能市入間川沿いライオンズクラブ桜並木
□携わった人数／約30名
□費用／2017年　99,798円

大井ライオンズクラブでは、ライオンズクラブの誓いである
「我々は知性を高め、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」という言葉を真摯に受け止め、
わが町の平和、社会への貢献の為に出来ることをクラブ内で
検討してまいりました。そんな中、ふじみ野市及び市民ボランティ
アによる青色防犯パトロールの活動が熱心であるが、青色防
犯パトロールカーの台数が充実していない事実を知り、３ヵ年計
画にてふじみ野市への青色防犯パトロールカー寄贈の準備を
はじめ、今年度の寄贈に至りました。

 （7R-1Z）ところざわライオンズクラブ中学生卓球大会アクティビティ

 （8R-2Z）大井ライオンズクラブ青色防犯パトロールカー寄贈アクティビティ

□実施期間／平成２９年６月２１日（水）午後１時３０分
□場所／ふじみ野市役所本庁舎
□寄贈品／青色防犯パトロールカー　1台　スズキ アルト（青色回転灯、ドライブレコーダー、マイクスピーカー付、白黒パトカー仕様）

1979年入間川沿いに桜の木、ハナミズキの木を各
100本植樹し毎年例会振替にて桜並木の手入れや周辺
の清掃を行っています。2013年にはベンチ10台設置。桜
の開花に合わせボンボリを点灯し、市民の憩いの場になっ
ています。また、環境保全への啓蒙として看板を設置してい
ます。毎年高所作業車を使い樹木の剪定やごみ収集車を
持ち込んでの周辺清掃などを行っており、地元の皆さんの
憩いの場として喜んでいただいています。

（7R-1Z）飯能ライオンズクラブ桜並木アクティビティ
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秩父夜祭クリーンキャンペーン（今年度は第38回）12/3の秩父夜祭例大祭に
備え、前日の12/2に可燃・不燃を1組としたゴミ箱180組をメンバー総出で組み立
て、市内各所に設置しました。昨年度、今年度はライオンズクラブ100周年のロゴス
テッカーを貼りました。ユネスコ無形文化遺産に登録された「秩父夜祭」が、世界に
誇れる祭である為にライオンズクラブの名を入れゴミ箱を設置しています。来場者の
皆様に喜んでいただいていると共に、ライオンズクラブのPRの一助になっています。
□実施期間／毎年12月
□場所／秩父市街地
□携わった人数／35名　ノンライオン 200～250名
□費用／200,000円/1回

今年度１０月、第４６回目を迎えた成人病予防推
進キャンペーンにおいて、受診者数が延べ１０，００
０名を達成いたしました。それを記念し、１０，０００人
目とその前後３名の方に、１００周年を冠する盾と
記念品をプレゼントいたしました。平成５年のスター
ト当初、年１回２日間の開催で受診者は、１５０名ほ
どでしたが、受付が夕方の５時４５分からと仕事に
差し障りなく受診できるので、年々受診者が増え、
２５年目を迎えた現在、年２回・各３日間の開催とな
り、年間６００名を超える方に受診していただけるよ
うになりました。検診当日は、当クラブメンバーが、
会場準備・駐車場誘導・受付・受診項目のチェック
等担当しています。

（7R-1Z）秩父中央ライオンズクラブクリーンボックス設置アクティビティ

（7R-1Z）秩父中央ライオンズクラブ資金獲得事業「成人病予防検診」

草加ライオンズクラブの継続アクティビティは全部で１１事業ありますが、中
でも一番長いのは、1979年から生活保護家庭の新入学児童生徒たちに使っ
てもらおうと小学生用のランドセル7個と中学生用の通学カバン11個、サブ
バッグ6個を草加市に寄贈いたしました。今期50期で計
784個になりました。継続は力なりと申しますが、39年
間希望世帯に喜ばれています。クラブが続く限り継続し
ていきたいと会員たちは張り切っています。

（5R-1Z）草加ライオンズクラブランドセル寄贈アクティビティ



YCE派遣生体験談

親として、子をYCEプログラムにて派遣しての感想　　　　　　　  L.須賀 正義・久美子夫妻

１７―１８ＹＣＥプログラムで娘がイタリアキャンプに参加させていただきました。旅の予定表を見て世
界遺産に憧憬の溜息をつく私。『若いっていいわね～』と空港で見送りました。21日後再び空港に
戻ってきた娘の他のＹＣＥ生との別れを惜しむ姿をみて中身の濃いキャンプであった事を確信、滞
在中１度しか連絡がない事に納得する次第でした。今の若い感性でしか得られない感動を文化
圏の違う中で実体験出来るこのプログラムに参加する機会を下さいましたことを改めまして深く感
謝申し上げます。遠くイタリアの地で温かく迎えて下さったホストファミリーの皆様をはじめ現地の委
員会ご担当者様そして出発まで多大なるご尽力下さいました複合地区ＹＣＥ委員会の皆様方に
心より御礼申し上げます。この経験がきっと未来の奉仕の心の蕾となり咲くことを願ってやみません。

メンバーの皆様にはなじみが深いYCE（Youth Camps & Exchange）プログラム。今年度より、来日生の受け入れをゾーン単位の
持ち回り制とさせていただきました。改めてメンバーの皆様のご尽力に感謝申し上げます。
今回は受け入れについてではなく、日本から海外へ派遣されたYCE派遣生の体験レポートを特集させていただきました。
派遣生の素直な感想、そして派遣した親の正直な感想をご一読いただき、YCEプログラムへの更なる理解をいただければ幸いです。

イタリア派遣日記                              330-C地区　須賀 千尋（蓮田LC所属 L.須賀 正義ご子女）
　今回私は、2017年12月17日から2018年1月８日までYCE派遣生としてイタリアに派遣させていただきました。
現地では１週目と３週目がホームステイ、２週目はキャンプに参加しました。
　１週目私はTivoliにあるホームステイ先にお世話になりました。Tivoliはローマから車で１時間程の場所です。
Tivoliには２つのユネスコ世界遺産があり両方に行きました。まず建築皇帝と言われたハドリアヌス帝が建設した別荘跡である
VillaAdriana。Villa d’Esteは16ｃイタリアを代表する芸術的庭園であり、ヨーロッパの庭園設計に影響を与えたと言われていま
す。庭園内には多くの噴水があり、特にオルガンの鳴る噴水がとても印象的でした。ローマへ行った際には他国からのYCE生と一
緒にバチカン美術館を始め、トレヴィの泉といった有名観光地にも行きました。
　２週目はBariでキャンプに参加しました。日本だけでなく、オーストラリア、ブラジル、マレーシア、インド、メキシコからのYCE生と
キャンプリーダーのイタリア人と過ごしました。ホームステイも勿論楽しかったですが、キャンプでの思い出は濃く本当に楽しい毎日
でした。すぐに皆と打ち解け、毎日夜遅くまで話したり、互いの文化について話したりしました。こうした友達が国境を越えて持てた
ことはとても嬉しいことです。キャンプ中にはクリスマスパーティーもあり、他にはポンペイやナポリ、教会、ワイナリーなど様々な場所
を訪れました。またピザ作りといった文化的体験も行いました。
　３週目はシチリア島のPiazzaArmeriaで過ごしました。初日にはウェルカムパーティーを開いてもらいそこでシチリア島の産物や
お土産を頂きました。私も日本のハッピやLionsのフラッグをプレゼントしました。PiazzaArmeriaには有名なカザーレ荘という世界
遺産があり、モザイクが有名です。ローマでもモザイクは見ていましたがカザーレのモザイクは色彩豊かで保存状態もよく一番美し
かったです。シチリアでの生活は時間がゆっくり流れているような気がしました。雄大な緑が広がり、人々は皆穏やかで優しい人が
多くファミリーとゆったり過ごしました。
　長くなりましたが、まずお世話になったLions、LEOの方々、サポートしてくださった多くの方、ホームステイを引き受けてくれたファ
ミリーに心から感謝しています。今後はこの経験をこれから派遣として行く後輩に伝え、アドバイスを行うことで貢献したいです。ま
た日本に来るYCE生のサポートも行っていきたいです。今回の経験は英語というツールが国境を越え人と繋がる素晴らしさを知り、
自国の歴史や文化について改めて理解しようと思うきっかけとなりました。英語だけでなく他言語にも今後は力を入れていきたいです。
本当にありがとうございました。Grazi mille!!

8
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アンケートのまとめ

環境保全アクティビティについてのアンケート

献血アクティビティについてのアンケート

※回答方法
　各クラブへアンケートを実施
　83クラブ中60クラブ回答

※回答方法
　各クラブへアンケートを実施
　83クラブ中59クラブ回答

■クラブにて環境保全アクティビティを実施していますか？

■クラブで献血活動を行っていますか？ ■年間の実施回数は？

■目標人数は設定していますか？

■献血人数を増やすための方法は？（複数回答）

■血液製剤ができるまでの過程を知っていますか？

■告知方法は？（複数回答）

■献血に協力いただいた方へのお礼品は？（複数回答）

■クラブで献血や骨髄バンクの勉強会を実施しましたか？ ■血液製剤の工場が見学できることを知っていますか？

■どのような環境保全アクティビティを実施していますか？

行っている　83％（54クラブ）

清掃　46％

行っている　91％（54クラブ）

設定している　69％（41クラブ）

知っている　80％（38クラブ）

していない　75％（39クラブ）

機会があればしてみたい5クラブ

機会があれば知りたい11クラブ

年1回
25％

（14クラブ）

設定していない
31％

（18クラブ）

知らない
20％

（9クラブ）

したことがある
25％

（13クラブ）

年2回
55％

（30クラブ）

年3回
20％

（10クラブ）
9％
（5クラブ）

植樹の維持管理
15％ 8％ 4％4％8％

自然遺産の保全
15％

行っていない
17％

（11クラブ）

花壇、プランターの
維持管理

ホタル 海外支援他

募金活動

（環境保全・社会福祉委員会）

（献血・献眼・献腎・骨髄移植推進委員会）

メンバーの事業所や店舗にポスター 51クラブ
実施場所にポスター 34クラブ
公共施設にポスター 14クラブ
クラブのホームページで告知 6クラブ
タウン誌や自治会会報等で告知 7クラブ
メンバー以外の事業所や店舗に 26クラブ
その他、折込チラシ・学校訪問・清掃広告など

洗剤・台所用品・文房具 15クラブ
ボックスティッシュ（5個） 19クラブ
卵　1パック 15クラブ
鉢植え花 5クラブ
菓子・菓子パン・牛乳・カップ麺等飲食物 12クラブ
その他、記念品・名入りタオル等 8クラブ

メンバー事業所等の社員の協力 44クラブ
メンバー以外の事業所にも協力依頼 24クラブ
学校や各種団体に協力依頼 4クラブ
当日に掲示板や声掛けで協力依頼 44クラブ
当日にティッシュ等を配布して協力依頼 14クラブ

知らない ３４クラブ
ホームページを見たことがある ５クラブ
実際に見学してことがある ５クラブ
機会があれば見学したい １５クラブ

行っていない
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■メンバー構成について

■新入会員の人数は？

■新入会員とスポンサーの関係は？

■新入会員の性別は？ ■新入会員の年齢層は？

クラブの現状について

正会員
62歳

男性 女性

賛助会員
60歳

支部会員
59歳

終身会員
80歳

不在会員
66歳

名誉会員
75歳

優待会員
73歳

■入会に至った成功事例は？
○例会に来てもらった
○人間関係・人と人のつながり
○クラブのホームページやフェイスブック等の
　SNSの活用

○色々な集まりに参加・交流を持つ
○移動例会で楽しむ
○友人とピンポイントでアクティビティも一緒に行う
○地域を巻き込んだアクティビティの実施

クラブ運営についてのアンケート
中長期ビジョン・会則委員会
会員増強・女性・家族・エクステンション委員会
青年アカデミー・指導力育成委員会

■メンバーの年齢構成について■平均年齢について

2016.7～2017.6

2016.7～2017.6

2017.7～2018.5

正会員　74％ 家族会員
15.5％

賛助会員 4.1％

終身会員3％

支部会員1.9％ 不在会員0.4％
優待会員1.4％
名誉会員0.2％

～301％ 30～39 5％

40～49
17％

50～59
19％

60～69
26％

70～79
24％

80～84 6％ 85～2％
新入会員について

107

106

78％ 22％

■退会者の人数は？ ■退会者の在籍年数は？

2017.7～2018.5

20代
3％

70代～
6％

30代
14％

40代
38％

50代
19％

60代
20％

友人・知人　55％

親戚・家族 3.9％

その他3.1％

他クラブからの紹介 2％
クラブのPRによる自主申込 0.8％趣味・サークル仲間 7％

異業種交流会仲間 2.3％

仕事関係
25.6％

1年未満
6％

退会者についてのアンケート

90人 16人退会者
内物故者

131人 20人
内物故者

退会者

1～3年
16％

3～5年
12％

5～7年
9％

7～10年
1％

10～15年
12％

20～25年
11％

15～20年
4％

25～30年
6％

30～35年
7％

40年以上
7％

35～40年
9％

■退会理由について

世帯主会員
の退会
2％

高齢のため
9％

転勤転居
7％

会費等
金銭的理由
6％
充実感なくつまらない1％

人間関係やしがらみ 2％
仕事上 33％ 健康上 25％ 死亡のため

15％
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賛成の理由
○家族の理解が必要
○会員数を増やすためには良い
○次世代に繋がれば・・・

どちらでもない理由
○女性も正会員で活躍している
○会員の奥様はライオンレディ―として
　アクティビティに参加している
○家族会員の意味がよくわからない

反対の理由
○日本の風土・考え方には合わない制度
○数合わせの家族会員制度は必要ではない
○時限立法でガバナーの方針で会費が
　変わってしまう

○クラブ活動に協力出来ない名前だけの
　会員は無意味だ
○会員増強の観点からすれば
　意味が違う気がする
○メリットがない

検討中5％

家族会員についてのアンケート

■制度について

■家族会員の会費について

賛成 37％ 反対 25％ どちらでもない
 33％

～1000円
13％

～5000円
23％

～15,000円
18％

～3000円
10％

～10,000円10％ ～20,000円10％

～30,000円 5％
30,000円～ 3％

～7,000円 8％

○体調不良で退会⇒賛助会員でカムバック
○地道に引き止め説得した
○話し合いで退会防止

どちらでもない理由
○賛助会員の立場があいまい
○賛助会員の希望を拒む理由がない

賛成の理由
○ライオンズを知ってもらえる契機に
○まずは賛助会員から
○ハードルを下げて
○退会防止
○年会費を安くし、経済的負担を軽減
○入会者の活動希望を具現化するためにも必要

反対の理由
○財政難のためには正会員
○自クラブにはいない
○正会員での入会を増やしたい
　正会員での入会を勧める
○実際には名ばかり。クラブとしてのメリットはない
○定義があいまい
○出来る範囲での参加で良い

○スポンサーによるフォロー
○例会で意見交換
○他クラブ例会訪問の報告

○例会の変化（BBQ例会など) 
○女性にとって居心地の
　良いクラブづくり
○老若男女会員参加の運営

■退会を防止または再入会にこぎつけた成功例は？

■制度について

賛助会員についてのアンケート

賛成 46％ どちらでもない 38％
反対
11％

検討中5％

どちらでもない理由
○メリット、デメリットがわからない
○支部クラブの活動状況がわからない
○フォローの難しさ
○少人数から始められるが、活動には限りがある
○考えていない

賛成の理由
○労力ACTには必要
○本クラブもなお一層活性化した

反対の理由
○必要性がない
○330-C地区にも4つの支部があるが、
　親クラブ自体がしっかりしているように感じられない
○親クラブが他クラブの手本となるようでなければ、意味が無いのでは？？

賛成15％反対10％ 検討中5％

詳しく聞きたい2％

支部クラブについてのアンケート
■制度について

賛成 46％
反対
11％どちらでもない 68％
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どちらでもない理由
○会員を男性・女性と分ける必要はない
○メンバー内で賛否両論あるため
○対象者がいない

賛成の理由
○メンバーの人脈拡大と会員増強につながる　○クラブ活動が明るくなる
○ボランティアに対する視点の違いによる多様性　○反対する理由がない　○会が華やかになり、活気が出る
反対の理由
○子クラブに女性クラブがあるから

女性会員についてのアンケート

■クラブ独自の規則または内規等を制定していますか？

■女性会員の入会について

運営面についてのアンケート

賛成 77％

反対 3％ どちらでもない13％

検討中7％

制定している 85％ 制定していない
15％

大いに役立っている 32％ それなりに役立っている 64％
あまり役に立っていない 4％ 制定を考えている10％ 機会があれば制定する 60％

制定は考えていない
30％

■ライオンズ必携について、クラブで購入していますか？

あまり役に立っていない19％

購入している 94％
購入していない
6％

大いに役立っている 17％
それなりに役立っている 64％ 必携は必要ない 50％

数年に一度は購入しても良い 50％
■クラブで会員カード（オフィシャル・メンバーシップ・カード）を発行していますか？

■クラブで出席メーク・アップ規則を採択していますか？

会員カードを
知らなかった
26％

発行している10％

発行していない 90％

携行を
心がけている
86％

把握を
していない
14％

今後は発行を
考える
21％

その他
6％

会員カードは
必要ない
8％

今後も発行は考えていない 39％

採択している95％
採択して
いない
5％

■例会出席率の算出方法はどのようになさっていますか？（家族会員）

その他
20％

正会員1人目（世帯主）が
出席すれば、2人目以降の
家族会員も計算に入れている

14％

正会員1人目（世帯主）が
欠席しても、2人目以降の
家族会員も計算に入れている

9％

2人目以降の家族会員も
計算に入れていない
34％

2人目以降の家族会員
及び支部会員等は

出席時のみ含めて計算している
23％
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いる 54％
2-3年後
13％

数年後
9％いない 24％

■次世代のリーダー的メンバーについて

会員増強・女性・家族・エクステンション委員会では、アンケートを実施し330-C地区内クラブの状況を教えて頂きました。
集計しながら解ったことは、正会員の平均年齢は、62歳。ライオンズクラブに入会してくるのは、40代が多いこと。ライオンズクラブに入
会して、１～３年で退会する人が多いこと。退会理由は、仕事の関係、そして、健康上の理由。３３０－C地区メンバーの平均年齢は、10年
前とほとんど変わらないようです。つまり、若いメンバーもそれなりに入会し、ある一定の年齢を保っているということではないでしょう
か。ただ、ライオンズクラブに入会したけれどステイタスが見えず、というかステイタスを感じる前に退会してしまうメンバーが結構いると
いうことが、メンバー減少に繋がってしまっているように感じました。年齢や経験による考え方の違いなどはあって当たり前。どう折り合
いをつけ、理解し合うかが大切なのだと思います。もうすぐ魔の6月がやってきます。毎年退会者が多くなります。如何に退会を防ぐかは、
如何にライオンズクラブを盛り立て活気ある奉仕団体にするかで、自ずと成し得るものだと思います。口で言うは易し・・・難しい問題で
はありますが、世界最大の奉仕団体で活動しているライオンズメンバーの誇りをもってメンバー皆で頑張って参りましょう。会員増強・女
性・家族・エクステンション委員会から今期最後のお願いです！今期の退会者が一人でも少なくなります様、ご尽力ください。どうぞ宜しく
お願い致します。アンケートへのご協力ありがとうございました。

会員増強・女性・家族・エクステンション委員会一同

アンケートを集計して感じたこと

中長期ビジョン・会則委員会より
　アンケートにご協力いただき有難うございました。 本回答を基に検討し、今後の地区・クラブの発展に活かしてまいりたいと存じます。

少数意見
○地区における各セミナーの開催
○ＬＣの組織的な対外アピール
○クラブと地区役員との良好な関係
○リジョンやゾーンの行事を増やす
○リジョンゾーン編成
○その他

これからのライオンズを考える
■IT（デジタル）化についてどう思いますか？

■クラブの中長期的な展望について、10年後を見据えた場合
　クラブの発展には何が大事だとお考えですか？

賛成 19％
現状通りで
良い
17％

反対3％ その他3％

概ね賛成 58％

会
員
増
強・退
会
防
止

有
意
義
な
奉
仕
活
動

若
手
育
成・リ
ー
ダ
ー
養
成

例
会
の
出
席
率
向
上

基
本
的
な
人
間
関
係

女
性
の
活
躍

ク
ラ
ブ
の
体
質
改
革

会
費
を
安
く
す
る

J
C
と
の
連
携
や
活
動

例
会
の
充
実

会
則
を
重
視
し
た
運
営

家
族
会
員
を
増
や
す

懇
親
会
を
増
や
す

地
区
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
改
革

時
の
会
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

ク
ラ
ブ
事
務
局
事
務
員
の
合
同
化

ノ
ン
ラ
イ
オ
ン
や
家
族
と
の
奉
仕
活
動

事
務
局
家
賃
等
の
経
費
削
減

地
域
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

88％
74％

57％ 54％50％ 45％ 45％41％ 35％ 33％ 30％ 29％ 28％ 25％ 23％
10％ 7％ 7％ 2％

自 慢
○１００％出席のアクティビティを
　開催した！
○１０名の会員増強をした！！
○積極的に他クラブと合同例会を
　行った！

反 省
○スリープしているメンバーを起こせていない
○他クラブへの例会訪問を実施したい
○日頃話すキッカケの無い人との会話を
　増やしたい
○勧誘時の会費の問題・・・

○例会に変化をつけたい
○急に連絡することが多く、
　出席できない事業があった
○第一副会長の時から準備をしておけばよかった
○また会長になる時は、もう少し計画的に進めたい

■会長半期を経過して

より良いクラブ運営のために（クラブ会長・第一副会長会議にて）
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■では例会訪問してみよう！

例会訪問のすすめ

ここ数年セミナーを開催してメンバーの意見を問うと必ず出てくるワードは「会員増強！会員増強！」・・・
なぜ、ライオンズクラブのメンバーがどんどん減少していくのでしょうか？
時代の流れと言ってしまえばそれまでです。世界最大の奉仕団体と言われる誇りを取り戻すためには、そこにいる私たちが楽しく有
意義にライオンズライフを楽しむことではないでしょうか。
楽しみ方なんて本気になれば無限大にあります！
一人一人のメンバーが、もっともっとライオンズライフを楽しんで自分の出来ることをやる。知恵を出す人、体を動かし汗する人、金銭
面で協力する人・・・いろんなメンバーがいるのがライオンズクラブ。いろんな人がいるから面白いのもライオンズクラブの魅力。
私たちは、世界最大の奉仕団体ライオンズクラブのメンバーとして、これからもライオンズライフを楽しんでいきましょう。

青年アカデミー・指導力育成委員会

■どんな例会にしたい？
○移動例会を多くする
○メンバー全員に発言の機会を作る
○お酒ありの例会、食べ物がおいしいところで開催
○移動例会
○行きたいと思えるような例会を作る・・・
○例会に参加すると幅広い年齢層のメンバーと
　交流が持てる

■積極的に行動すると、出会いが生まれます！！➡新たな楽しみが増えました！！
○なんか友達になっちゃった　○SNS、Facebookの仲間が増えた　○情報交換ができた
○自クラブに反映できるものがあるかな？　○これなら出来そう！真似してみよう！

＜もちろん、自クラブの例会は何より優先して下さいネ！！　これ、基本です！！＞

でも現実は・・・  ○マンネリ化 ○面白くない ○いつも同じ・・・    何かヒントが欲しい・・・

○複合地区や地区で開催されるセミナーなど、積極的に参加しましょう！
○FacebookなどSNSを活用して情報を集めましょう！
　（ライオンズクラブのグループなどたくさんあります。検索してみてください）
○積極的に例会訪問をしているメンバーに声をかけるのもいいですね！

■どんなアクティビティが理想？
○全員が楽しめるアクティビティを展開する
○感動的なアクティビティを体験する
○地域のニーズに合ったアクティビティ
○達成感を知る
○事業にプライドを持つ
○奉仕に喜びを感じる

どうやって行けば
いいのかな？

クラブのCN（チャーターナイト）にお邪魔したり、いろんな
セミナーなどOSEALフォーラムや国際大会に参加すると
もっともっと仲間が増え、楽しいことが増えると思います。

地道ににゆっくり継続してみましょう。
○訪問したことをクラブに報告しましょう　○いいところを吸収しましょう
○ライオンズクラブにしかできないことを考えましょう

でも・・・　クラブに持ちかえっても
受け入れて貰えないかも？
反対されるかも？

■委員会からのアドバイス
どのクラブも悩みは、ほとんど一緒でした。よって他のクラブの良いところを取り入れてみることにより改善出来ることもあるのではないで
しょうか。より良いクラブ運営をするために、そして、よりよく引き継ぐためにはすべてにおいて万全の準備が必要と感じております。是非、
早いうちから準備をして参りましょう。クラブが良くなるには・・・メンバーみんながいろいろ見て、聞いて、考えて、動く事が大事だと思いま
す。クラブの伝統を守りつつ、新しい発想も必要なのです。そのためには、他のクラブを見てみることも大切なことと考えます。下記に会員オ
リエンテーションでの「例会訪問の勧め」のまとめを記載いたしましたので参考にしてみてください。

■次年度に引き継ぎたいこと
○合同例会をより増やし活性化して欲しい
○女性メンバーの活躍と定着
○ライオンズの変革
○年齢に関係なくメンバー全員が仲良し！

■会長になったらやりたいこと
○継続アクティビティを引き継ぐ
○例会時にはメンバー全員に発言の機会を作る
○会員を増やしたい！
○ノードロップに前向きに取り組む！
○他クラブとの交流を実行！

我々が求めてきたのは
奉仕の先にある友情である
　　　　　　ｂｙ　メルビン・ジョーンズ



「LCIFは個々のライオンズ会員によって成り立っています」

LCIF 献金協力アクティビティ

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）は、ライオンズの地域及び世界での人道奉仕活動に援助
金を支給して、ライオンズの善意の活動も支援しています。

2018年6月19日現在2017～2018年度　ＭＪＦ献金リスト
Ｎo クラブ名 氏　名 今　期

回数 金額（＄）

総回数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ｎo クラブ名 氏　名 今　期

回数 金額（＄）

総回数

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
4
1
1

6
2
3
13
1
11
31
2
2
12
65
1
1
1
6
6
1
3
2
40
9
1
15
7
3
1
48
5
10
7
3
1
6
8
20
2

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000

戸田
戸田
鳩ヶ谷
鳩ヶ谷
川口東
浦和
さいたま南ロイヤル
さいたま南ロイヤル
さいたま南ロイヤル
さいたま南ロイヤル
与野新都心
与野新都心
与野新都心
与野新都心
さいたま桜
さいたま桜
さいたま桜
さいたま桜
さいたま桜
大宮北
大宮北
大宮北
大宮北
大宮中央
大宮西
大宮西
大宮見沼
大宮グリーン
上尾
上尾
桶川
桶川
伊奈
伊奈
上尾中央
草加

齋藤友希
熊木雄太郎
森田晏且
田中　宏　
鈴木晃夫
小峰理孝
佐藤照彦
大塚長蔵
片山昌男
村上眞之
大熊泰雄
笹原龍一
田中　勉
藤田昌弘
小山静江
栗原孝子
鈴木三枝子
内藤紀子
輪倉桂子
中村泰久
井上忠孝
福田敏明
野口博隆
山田祐司
石田　和
新井　繁
武藤博昭
渡辺祐子
羽石　章
田中元三郎
山本　勝
小峰日出己
髙橋　隆
稲橋信明
松原一郎
大塚修久

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

 1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
2
1
1
1
1
1

4
12
3
4
11
1
2
1
1
1
2
1
1
2
8
7
1
10
9
3
5
4
4
7
2
8
6
32
5
1
20
9
6
11
2
1

1,000
7,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
3,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

三郷鳰鳥
越谷中央
越谷平成
越谷平成
越谷平成
杉戸
杉戸
加須
加須
加須
ところざわ
飯能
狭山
秩父中央　
秩父中央　
坂戸
小川
川越初雁
川越初雁
川越初雁
川越初雁
川越初雁
川越初雁
川越葵
川越葵
川越葵
川越葵
富士見
和光
和光
朝霞
朝霞
朝霞
志木
志木
新座中央

掛川敏夫
金沢雄三
田島康子
小林　勝
仙田智一
鈴木　勉
宗像吉則
鳥海靖久
根岸　武
山口邦代
藤井栄一
島田和孝
田中雄一
兒玉清則
島田佳宜
市川健夫
小林幸雄
金子正之
柳澤一美
深谷仁惠
金井眞一郎
児玉　仁
猪鼻恒夫
三浦宏仁
桜井健司
小林　猛
根岸　務
飛田和一雄
田中　明
大澤正志
髙木秀治
髙野　清
塩味好郎
伊東正男
白石光幸
中山英樹

ライオンズの歴史に遺産（レガシー）を残すべく、新たな社会奉
仕やテクノロジー、会員体験の推進と向上に注力する、変わり
ゆく世界のニーズを満たす準備を備えた、情熱そして影響力の
あるライオンズリーダーの集まりです。皆様の5,000米ドル寄
付により、ライオンズクラブ国際協会がさらに多くの人々の暮ら
しにインパクトを与えるための道を開くのに役立ちます。
（2018年6月迄の期間限定）

2017～2018年度　セカンド・センチュリー・アンバサダー献金リスト
Ｎo クラブ名 氏　名 金額（＄）

1
2
3
4
5
6
7

大宮北
大宮見沼
川越初雁
富士見
和光
朝霞
朝霞

野口博隆
阿戸健次
猪鼻恒夫
飛田和一雄
田中　明
長島　進
髙木秀治

5,000（LCIF500＄献金含む）
5,000（LCIF500＄献金含む）
5,000（LCIF500＄献金含む）
5,000（LCIF500＄献金含む）
5,000（LCIF500＄献金含む）
5,000（LCIF500＄献金含む）
5,000（LCIF500＄献金含む）

セカンド・センチュリー・アンバサダーとは？

15
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クラブ三役の皆様

川　口 長堀　雅一 大野　元臣 森本　実

蕨 山本　征之介 菊地　伸 原田　孝治

川　口　西 佐藤　英章 瀬野　徹 大塚　一弘

戸　田 柴井　健 蓮見　利之 本橋　剛

川　口　北 柳田　力 小泉　正之 清水　保匡

鳩　ヶ　谷 宮田　典和 飯田　春夫 山崎　鉄夫

川　口　東 富田　憲司 五島　淳 新川　幸吉

浦　和 小峰　理孝 長野　俊泰 椿　正隆

さいたま南ロイヤル 花岡　能理雄 鈴木　清 村上　眞之

さいたまハーモニー 中川　敏美 小島　一仁 木暮　尚

さいたま与野 田中　昇 岩田　敏夫 浅井　利一

浦　和　西 星野　喜太郎 松下　壮一 西沢　鈴子

与 野 中 央 秋葉　瑞樹 松村　聡之 井戸沼　明宏

さいたまYOU 杉山　豊治 高橋　幸雄 須田　禎二

与野新都心 田中　勉 小野寺　光宏 仲儀　公亮

大　宮 米田　昌弘 清水　淳 川本　泰正

大 宮 氷 川 柿沼　篤 深見　秀雄 並木　一彦

さいたま桜 小山　静江 三上　晶子 輪倉　桂子

大宮シニア 大橋　伸二 宮本　晴夫 坂口　茂廣

大　宮　北 臼田　和弘 関根　成夫 中村　圭

大 宮 中 央 伊藤　英信 松本　清一 井原　昌浩

大　宮　西 新井　繁 斉藤　貴史 石田　知

大 宮 見 沼 芦葉　正美 矢部　誠一 堀江　清文

大宮グリーン 渡辺　祐子 北川　けい子 鷲谷　みさ江

上　尾 田中　元三郎 北村　貴志 中澤　貞則

桶　川 小峰　日出己 小髙　光一 加藤　凡人

鴻　巣 小谷野　真一 山本　明伸 陸田　典志

伊　奈 山﨑　美津子 加藤　衛 武田　大輔

上 尾 中 央 板倉　昇 高橋　建郎 大山　安夫

埼玉レスキュー 浦中　竜太郎 大松　繁 髙沢　明美

草　加 大塚　修久 真家　貞夫 小林　正俊

八　潮 初芝　茂 河村　喜美江 長尾　千里

三　郷 小幡　香代子 阿部　文一 橋本　雅啓

三 郷 鳰 鳥 掛川　敏夫 香取　潔 斉藤　郁代

八潮コスモ 栗原　隆二 水口　敏広 鈴木　宏太郎

春　日　部 松本　秀男 山崎　昭彦 塩入　喜久男

越　谷 片桐　正勝 大久保　雅章 金沢　重和

春日部中央 仲村　浩 鈴木　利紀 黒沢　和彦

越 谷 中 央 斎藤　久雄 和田　義雄 渡辺　親一

越 谷 平 成 北野　三雄 小林　勝 山中　正次

杉　戸 三浦　修 冨澤　義明 齊田　哲

蓮　田 新村　智幸 吉川　勇 北村　義孝

岩　槻 間嶋　順一 池田　尚司 大槻　忠男

白　岡 興　文明 明野　真久 上島　啓介

熊　谷 小川　将人 植原　通之 馬場　雅明

本　庄 吉岡　秀一 木村　幸良石田　琢道

熊 谷 中 央 堀越　真 堀　大介 松本　浩二

深　谷 藤澤　稔 森　一雄 山下　智也

熊谷さくら 青木　計恵 小辻　稔 高田　幸生

岡　部 加藤　秋夫 橋本　隆彦 内山　文雄

熊谷さくら草 関口　弥生 奥崎　一枝 梅澤　美奈子

行　田 漆原　正人 羽鳥　優治 野口　正貴

加　須 根岸　武 梅澤　昌好 櫻井　成行

羽　生 藤倉　宗義 関根　健治 羽鳥　正行

久　喜 田口　幸隆 岸　功二 斎藤　勝義

秩　父 堀　泰弘 山中　清 嶋村　佳織

入　間 石田　浩二 田島　義久 永田　勇一

ところざわ 平田　功 岩崎　原久 菊池　行孝

飯　能 斎藤　勇 齋藤　実 浅見　浩士

狭　山 粕谷　有史 石井　健一 古谷　茂

西　秩　父 宮原　光次 飯田　茂 北　孝行

秩 父 中 央 笠原　宏平 五十嵐　貞夫 島田　佳宣

東　松　山 鳥海　隆雄 津島　英知 梅津　征一

坂　戸 加藤　則夫 阿達　五郎 新井　伯賢

小　川 佐山　久男 豊田　馨 戸田　久夫

毛呂山鳩山 吉場　定彦 石井　春雄 馬場　京子

寄　居 瀧澤　登 栗原　功 田辺　秀子

嵐山ときがわ 吉田　勝巳 神田　博史 水谷　幸太郎

川　越 石川　栄次 福田　篤志 山下　兼太朗

川 越 初 雁 飯島　敦子 池田　英之 三上　修司

川　越　葵 桜井　健司 大沼　誠 牧野　正晃

川　島 鈴岡　博 菊地　敏昭 秋谷　光信

日 高 武 蔵 瀧本　泰弘 松本　清一 加藤　純一

川 越 中 央 小岩井　貞幸 吉田　和也 関根　勝巳

川越小江戸 石井　長一 石井　昭浩 國分　キヨ子

富　士　見 森田　稔哉 萩原　学 内田　親也

三　芳 山田　栄治 抜井　勝径 武山　睦子

大　井 関根　晃 嶋村　毅 荻原　豪

川越つばさ 服部　秀夫 沼田　浩正 岡野　康邦

和　光 柳下　長治 生方　康吉 栗原　次男

朝　霞 鈴木　正男 富岡　勇一 伊藤　允光

志　木 伊東　正男 白石　光幸 林　武志

新 座 中 央 佐野　秀輔 吉本　孝弘 平林　誠

1 1

2

2

1

3

1

2

4

5

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

5

6

7

8

R Z クラブ名 会　長 幹　事 会　計 R Z クラブ名 会　長 幹　事 会　計
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キャビネット構成員の皆様 ～一年を振り返って～

　本年度より新たに始動したＧＳＴ（グローバル、サービスチーム）コーディネーターに任命され
ましたが、活動指針が理解できず、ガバナーに相談しましたがスタート年度だから良く理解出来
ないとの回答を頂き手探りでの開始でした。まず、各委員会に出席させて頂きその結果初年度
の計画は献血委員会の協力に依りまして年次大会での久々の地区主催の献血事業に決まり実
施をいたしました。お陰様で沢山のメンバーの皆様にご協力を頂き成功裏に終わる事が出来ま
した、感謝いたします。次年度の方針はＬＣＩフォアードの「糖尿病」を重点に活動しＧＳＴ委員会
も立ち上がりますので皆様のご協力をお願いし、本年度のご協力に衷心より感謝申し上げます。

Ｌ．山上　博愛
越谷

GST
コーディネーター

　ライオンズクラブがメルビン・ジョーンズによって1917年に創立さ
れ、今年で101年目を迎えたのは皆様よくご存じだと思います。私が
この役職を受けたのは2014年の秋、松原ガバナーからお話があり、
引き受けることとなりました。以来3年半以上にわたって役職を務めて
参りました。ガバナーはじめキャビネット幹事団の皆様に一生懸命動
いていただき、ありがとうございました。ライオンズクラブのメンバー
のみなさん、よい奉仕をし、上手なＰＲをし、会員の拡大に繋げましょう。

Ｌ．武藤　博昭
大宮見沼

元地区ガバナー名誉顧問
100周年コーディネーター

　今年も330-C地区の皆様にはご支援とご協力を頂き、C地区のグローバル指導力育成チーム（GLTコーディネーター）の
大役を果たせたことに感謝を申し上げます。今年の地区活動は、複合地区、準地区の指導力育成・青年アカデミー委員会と、
クラブ活性化、会員維持、レオ・クラブ支部委員会の皆様の活躍で、8月の会長セミナーと1月には第2回目として会長＆第1副
会長の研修会とワークショップ等を開催させて頂きました。又、公認ガイディングライオン研修、次世代リーダーシップセミ
ナーの参加者の皆様には、クラブ・地区でのメンターとしての活躍を期待しております。2月には会員オリエンテーション（若手、
入会五年程度）セミナー＆ワークショップの開催においては、A、B地区のメンバ－の参加もあり、他地区との交流会になりまし
たことに感謝を申し上げます。今年もキャビネット、委員会の皆様にはお忙しい中ご協力をありがとうございました。少し忙しい
一年でしたが、沢山の仲間との出会いもあり、共に楽しいライオンズ活動が出来たことに素直に感謝を申し上げます。

Ｌ．井上　忠孝
大宮北

GLT
コーディネーター

　ＧＭＴコーディネーターのお役目を頂き、あっという間に時が
過ぎ去った。地区運営に役立てたかの確信は無いが、「家族会
員制度の再定義」の文面を纏め、理念の再構築を試みたこと
は、唯一やりがいを実感したことである。これからのＬＣの目指
す方向として、若い人はもちろん、女性会員と家族会員にも焦
点を当てた戦略が有効であると思う。最も重要なことは、「社
会奉仕」が「建前」の域を脱するための努力ではないかと思う。

Ｌ．山﨑　勇
大宮見沼

GMT
コーディネーター

　三年前、生来のおっちょこちょいの性格で内容もよく理解せ
ずにお受けし、心無い言葉に何度もくじけそうになりましたが、
中古メガネ・ヘアドネーション・食糧支援等々、特に子供の貧困
問題は内閣府との協調で取り組みが出来ました。330-C地区
全メンバーの協力・応援は素晴らしく、とても良い成果を上げ
ることが出来たと思います。反省は家族・女性をもう少し巻き
込めれば良かったと思います。ありがとうございました。

Ｌ．中山　律子
大宮グリーン

FWT
コーディネーター
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　今期一年間２ＲＲＣとして、キャビネット、２Ｒの皆様には大変
お世話になりました。２Ｒでは、クラブの合併がありメンバーを
減らしてしまいましたが、その時大変ご苦労された方々、合併
先のメンバーさんにおいてもご苦労をされたことと思います。
私自身何もお役に立てずに大変恐縮しております。但しビック
クラブの誕生も併せて報告させて頂き、２Ｒのメンバーの一人
として今後お手伝いさせて頂きたいと思います。

Ｌ．笹原　龍一
与野新都心

2R
リジョンチェアパーソン

　田中ガバナーテーマ heart are one の下、優秀なZCと協
力的なクラブ会長に助けられ任期全うできました。心から感謝
申し上げます。尚、実際は各クラブも、それぞれの事情を抱え
ながらも heart are one に基づき年間行事をこなす姿に拍
手を贈ると共に歯止めの効かない会員の減少に一抹の不安が
残りました。今後は時代に合った奉仕活動に期待したいと思い
ます。

Ｌ．大川　信子
さいたま桜

3R
リジョンチェアパーソン

　昨年５月の予定者会議から早や１年、６月末はラスベガス国際
大会だ。今年度は１００周年プロジェクトとしてアクティビティの在
り方や委員会構成などが刷新された。こうした中、田中明ガバ
ナーはＣＡＢ構成員に運営方針を判り易く丁寧に説明され、年次
大会の演出では茶目っ気を見せており、そのお人柄に感銘してお
ります。田中ガバナーをはじめ第１・第２副地区ガバナーＣＡＢ構
成員の皆様、一年間大変お世話になりました。又会う日まで。

Ｌ．吉原　大吉
上尾

4R
リジョンチェアパーソン

　田中ガバナーの下でＲＣができた事に感謝いたします。ガバ
ナー諮問委員会、クラブ訪問の中で多くのメンバーにご支援
ご協力頂きありがとうございました。また、５リジョンの運営に
あたり１Ｚの杉本ＺＣ、２Ｚの仙田ＺＣ、３Ｚ金子ＺＣには多大なる
ご支援ご協力頂きました事に心から感謝申し上げます。ありが
とうございました。

Ｌ．清水　重夫
越谷中央

5R
リジョンチェアパーソン

　今期、田中ガバナーより６ＲＣの指名を受け大変貴重な経験
をさせていただきました。担当の６Ｒは慣例に縛られる独特な
雰囲気がある地域であり、難しい運営となりましたが何とか最
低限の責を全うすることが出来ました。ガバナー始めＣＡＢ役
員皆様方の御指導と地域のメンバーの協力の賜物と深く感謝
申し上げます。今期はガバナーの明るいキャラクターにてとて
も楽しいＣＡＢでした。ありがとうございました。

Ｌ．額賀　洋一
行田

6R
リジョンチェアパーソン
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　ＲＣとして大変貴重な経験をさせて頂きました。特にひげの
素敵な８ＲＣ飛田和さんにはキャビネット会議隣席でお世話に
なりました。クラブでは千人を超える中学生卓球大会を開催の
ところざわＬＣ様には敬意を表します。また西秩父ＬＣ様では見
事な龍勢とおもてなし有り難う御座いました。残念なことは自
分事ですがラスベガスの往復ペアチケットが当選しましたが参
加不能となった事です。皆様一年間有り難う御座いました。

Ｌ．杉山　久
飯能

7R
リジョンチェアパーソン

　８Ｒリジョン・チェアパーソンの1年間を振り返り「感謝」いたします。今年度８Ｒリジョン・チェアパー
ソン担当の２Ｚ、富士見ライオンズクラブ所属のＬ．飛田和一雄でございます。8リジョンは１、２、３Ｚ
から成り15クラブ在ります。活動としては、ガバナー公式訪問、4回のガバナー諮問委員会が主な活
動です。先ず田中キャビネットを盛り立てる為、ゾーン・チェアパーソンの協力を頂き全メンバーのご
理解ある決断を頂きましてガバナー公式訪問も無事終了する事が出来ました、4回のガバナー諮問
委員会も担当ホストクラブのご協力を頂きキャビネット会議報告も正確に伝えられた事と思います。
8リジョン全メンバーの絶大なるご協力に対しまして深く感謝申し上げます。有難う御座いました。

Ｌ．飛田和　一雄
富士見

8R
リジョンチェアパーソン

　2017～2018年度330-Ｃ地区ガバナー田中明氏の下で１Ｒ１Ｚのゾーン・チェアパーソンとして地
域社会のニーズに合わせた効率的な奉仕活動を展開すべく、「We serve」の基にメンバーが互いに
仲良く笑顔で楽しく知恵を出し合い、「心一つに」を心に刻んでゾーン内クラブの運営に当たってまい
りました。クラブのメンバー数の充実は、奉仕活動の原動力であり、クラブ運営面でも大事な要素です
が十分とは言えません。しかし、各クラブ共、現状に合ったアクティビティを立派に消化しており心から
敬意を感ずる次第です。今後共、友和の輪を広げてライオニズムの原点を忘れることなく、地域社会
に密着した数々の奉仕活動を継続していただきたく、心からご祈念申し上げ御礼の言葉といたします。

Ｌ．熊木　雄太郎
戸田

1R1Z
ゾーンチェアパーソン

　ゾーン内各クラブ会長さんをはじめ、地区役員、メンバーの
皆様のご支援・ご協力を頂き、一年間の役目を務めさせていた
だきました。また、リジョンチェアパーソンのご指導のもと、２
ゾーンとの合同によるガバナー公式訪問・新春合同例会も恙
なく開催することができました。いろいろと経験させていただ
いた一年でした。どうも、ありがとうございました。

Ｌ．吉岡　基代
浦和

2R1Z
ゾーンチェアパーソン

　大変不安な中で始まったZCでした。当初の目標１つ目は、とにかくガ
バナー公式訪問を無事に終わらせること。これには全精力をつぎ込ん
で何とか行う事ができました。2つ目は、２Zの全クラブを訪問すること。
これはRCと共に２Rの殆どのクラブに行く事ができました。3つ目は、２
Zのクラブが協力して何か１つ行うこと。これは桜草まつりでチャリ
ティーバザーを行うことができました。振り返ってみると多くの人からの
アドバイスや叱咤激励を受け大変貴重な経験をさせていただきました。

Ｌ．小野　晴義
浦和西

2R2Z
ゾーンチェアパーソン
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　最初にキャビネットと各クラブのご支援を頂きながら１年間役割
を果たせた事に感謝を申し上げます。私自身ライオン歴も浅く不
安と経験不足の出発でしたが前任のＺＣが残してくれた資料を参
考に継承する形で進めた１年でした。ライオンズも１００周年を迎
え会員減少、高齢化がどのクラブでも顕著になって参りました。
次世代に向け永続的活動する為ライオンズクラブの魅力を最大
限に発揮出来る機会を数多く作る事が重要と感じています。

Ｌ．川鍋　裕夫
大宮

3R1Z
ゾーンチェアパーソン

　２０１７～２０１８・田中ガバナーの元３Ｒ２Ｚ-ＺＣとして微力ながら一年間を、大川ＲＣ.川鍋1ＺＣの協力共に頑張れました。お世話
になり有り難う御座いました。こんなに大変だとは思いませんでした。２ゾーン5クラブを纏める事の難しさ、メンバーとクラブとの
諸問題と風刺で会長会を開催しては『ＺＣがやり易いようにすればよい』との助言を頂きました。十年ぶりに2Ｚ合同新年例会を開
催。勿論5クラブ会長の許可なしでは実現出来ません。結果甲乙つけがたい意見が有りましたが開催し結果良かった事の方が大
でありました。新人メンバーの活躍の場があり、又、公式訪問では味わえない五クラブの親睦が図れ大変良い機会となりました。
クラブアクティビティのＰＲ効果とメンバー減少の中、クラブとメンバー同士の協力が生まれ、これぞ【友愛の精神】だと実感しま
した。伝統ばかりを優先しているクラブも多々あるが、未来を見据え、更に社会奉仕を楽しもうとＺＣとしての一年間でありました。

Ｌ．関根　雅美
大宮グリーン

3R2Z
ゾーンチェアパーソン

　４Ｒ１ＺのＺＣとして一年間、田中ガバナーは勿論のこと、
キャビネットの方々にも大変お世話になりました。
　所属クラブからの推薦でＺＣを拝命してからの一年は、ＺＣセ
ミナー、ＲＣとの意見交換、各クラブ訪問、キャビネット会議、ガ
バナー公式訪問、諮問委員会ｅｔｃ．長いようで短い充実した一
年間でした。各クラブの皆様のご支援に、心より感謝いたしま
す。

Ｌ．山本　勝
桶川

4R1Z
ゾーンチェアパーソン

　一年間ゾーン・チェアパーソンの大役をお受けし、１Ｚの皆様のご
協力で何とか全うできました事に感謝いたします。１Ｚは、クラブ間
の交流も多く各クラブが特徴のある奉仕活動を行っております。１
Ｚ合同での奉仕活動に三郷特別支援学校のもちつき大会も楽しく
継続事業として行いました。しかし会員の減少も多く、今期は八潮
ＬＣと八潮コスモＬＣとの前向きの合併もあり、会員増強になお一層
力を入れ若い力を呼び込み地域活動の活性化に努力いたします。

Ｌ．杉本　育司
三郷

5R1Z
ゾーンチェアパーソン

　メンバー数の減少・高齢化は聞いて久しくなりますが、特効薬
は見つかりません。しかし、メンバーは少ないながらも地域に根
差した地道な活動を丁寧に継続されているクラブが多く、それ
ぞれ特長をもって活動されている事に感銘しました。今日までの
100年、そしてこれからの100年を見据えた時、人と人との繋
がりを大切にしたクラブ運営に徹すれば、 We、Serve の精神
は必ずや地域を照らす光明となるものと確信した一年でした。

Ｌ．仙田　智一
越谷平成

5R2Z
ゾーンチェアパーソン
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　１年間を顧みて、慌ただしい毎日でしたが年次大会、諮問委
員会も終わり、次期役員に引き渡しも無事完了し、やっと安心
出来ます。今年ZCの補佐をしていただいた白岡LCの皆様、
5Rの方々、3Zの皆様に御礼を申し上げます。大変にありがと
うございました。来期は蓮田LCから、ガバナーにL.飯野健三が
船出します。3Zとして、ますますのご発展を期待しています。

Ｌ．金子　重夫
白岡

5R3Z
ゾーンチェアパーソン

　迷った末引受けたＺＣだったが今思うと自分のライオンズライ
フには良かったと思う。というのは7月末ＹCＥ生受け入れが我ク
ラブに決まっていたが、来日4日前に受け入れ先家庭で突然の不
幸があり不可能になった。クラブと相談した結果次回受入予定の
深谷ＬＣに事情を相談したところ早速臨時理事会まで開催して快
諾、そして実行してくれた。ガバナーが提唱する「心ひとつに」を
最初の事業から体験できた事は大きな感謝と新しい絆になった。

Ｌ．福岡　昭
熊谷中央

6R1Z
ゾーンチェアパーソン

　年4回の諮問委員会を開催し、ガバナーズテーマである、
heart are one ～心一つに～ をメンバーに浸透させ各エリア
での地域社会貢献活動が活発に行われたものと確信しており
ます。又、「会員の減少」がどこのクラブでも重点課題となって
いますが、ライオンズの活動をPRし、見直すべき所は改革し、
330-C地区を挙げて会員増強が出来ればと思います。一年間
運営が円滑に行われた事に感謝申し上げます。

Ｌ．小林　利一
加須

6R2Z
ゾーンチェアパーソン

　当初は自分にZCが務まるか自信が持てませんでしたが、訪
問したどのクラブからも歓迎を受け少しずつ自信が付いてきま
した。それぞれのクラブは異なる地域の特性に合わせ楽しく奉
仕活動に取り組んでいました。大変感激しました。また、他クラ
ブのメンバーの方々と交流を持つことができ大変刺激になり
ました。第1回諮問委員会では大変緊張しましたが皆様のお陰
で良いスタートが切れました。事務局の皆さんお疲れ様でした。

Ｌ．中山　茂治
入間

7R1Z
ゾーンチェアパーソン

　一年間大変お世話になり、ありがとうございました。長年複合とキャビ
ネットへの出向をさせて頂きましたが、今期初めてゾーン・チェアパーソン
という大役を拝任いたしました。キャビネットと各クラブとのパイプ役とし
て活動をしてきたつもりですが、各クラブのメンバーの方には大変よく理
解して頂き、またお世話になりました。これからもライオンズクラブの為、
少しでもお役に立てるように微力ではありますが、奉仕に力を注ぎたいと
思いますので宜しくお願い致します。一年間ありがとうございました。

Ｌ．森川　泰明
坂戸

7R2Z
ゾーンチェアパーソン
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　ゾーン内各クラブのご協力を賜り乍ら早1年が過ぎようとし
ておりますが、己の非力を痛感しております。当ゾーンは川越
ＬＣを親クラブとして子・孫クラブで構成される特異なゾーンで
非常に和やかに各クラブが運営されており、ＺＣとして特に心
配する事はありませんでした。来期のキャビネットの更なるご
活躍を期待しております。1年間の皆様のご協力に感謝するの
みでございます。有難うございました。

Ｌ．加藤　高
川越初雁

8R1Z
ゾーンチェアパーソン

　思いがけずに未熟な自分がこのようなお役をいただき、なん
とか任期の時期がやってまいりました。公職をいただいている
関係で、日程が重なり、会議に満足に出席することができず、
役職を全うすることには程遠い一年間であったと自省しており
ます。今後は所属クラブで地に足をつけた地道な活動を重ね、
ライオンズクラブの継続的な活動の維持に向け微力を尽くし
たまいたいと考えています。

Ｌ．関野　兼太郎
富士見

8R2Z
ゾーンチェアパーソン

　年次大会に於きまして合同アクティビティ「ＳＴＯＲＹ ＯＦ Ｎ
ＡＷＳ」にガバナー特別賞を頂き有難うございました。会員増
強が難しい時、単一クラブでは出来ない活動を、ネットワーク
を構築する事により青少年の活動を積極的に応援し、ライオン
ズクラブを多数の方々に認知してもらう事が、これからのライ
オンズクラブの在り方だと確信しております。一年間皆様に支
えられ終えられた事を深く感謝いたします。

Ｌ．斎藤　和康
和光

8R3Z
ゾーンチェアパーソン

　今期田中ガバナーの提唱された地区運営方針 heart  are  
one ～心一つに～の基、７月の地区役員初顔合わせ会から始
まり、キャビネット会議、ガバナー公式訪問、オセアルフォーラ
ム高雄大会、新春賀詞交歓会、第６４回年次大会と目まぐるし
く総務・キャビネット幹事団として沢山の良い経験をさせて頂き、
素晴らしい一年間を経験出来ました。一年間ありがとうござい
ました。

Ｌ．根岸　務
川越葵

総務委員会委員長

　会則は難しいと聞いていた中で委員長を拝命してしまった。一
通り勉強したら何となく理解できた。更に勉強したら大分理解で
きた。理解を深めようと更に勉強したら疑問が幾つか出てきた。
疑問を解消する為に更に勉強したらいつの間にか疑問だらけに
なってしまった。（笑） というより理解していない事にその時漸く
気づいた。難しいと気づくまでに半年は優に要した。ＬＣは会則も
人間関係も難しい？（笑） ガバナー１年間ありがとうございました。

Ｌ．鈴木　晃夫
川口東

中長期ビジョン・
会則委員会委員長
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　今期、委員会、ＧＭＴ、及びＦＷＴと協力し増強を務めて参り
ましたが難しく、まず実態を知る事が一番と、全クラブにアン
ケートを実施しました。残念ながら今期は実りませんでしたが、
次期に繋がる資料として役立つものと確信します。全メンバー
に知って頂けたらとの思いで「友和」に掲載して頂く事になり
ました。一年間有難うございました。

Ｌ．髙木　秀治
朝霞

会員増強・女性・家族・
エクステンション委員会委員長

　今期は、青年アカデミー・指導力育成委員会とタイアップし、セミナー
を開催しライオンズクラブを活性化・会員維持・増強させる糸口を模索
しながら、熱い議論を交わしていただきました。皆様の熱心な発言やお
考えを伺い、全員が楽しいライオンズ・楽しい奉仕活動・楽しくなければ
ライオンズでは無いと言う思いが伝わってきました。皆様の熱心な思い
を一人でも多くの若手メンバーに発信して頂き、ますます330-Ｃ地区
が活性化していくことを願っています。一年間大変お世話になりました。

Ｌ．小岩井　貞幸
川越中央

クラブ活性化・会員維持・
レオ・クラブ支部委員会委員長

　皆様のご協力の下、数回に亘りセミナーを開催しました。そ
こで感じたのは、そこにいる私たちが楽しく有意義にライオン
ズライフを楽しむことで、仲間が増えるんじゃないかと思って
います。楽しみ方なんて本気になれば無限大にあります！
　一人一人のメンバーが、もっともっとライオンズライフを楽
しんで自分の出来ることをやる！これからもライオンズライフを
楽しんでいきましょう！一年間ありがとうございました。

Ｌ．齋藤　友希
戸田

青年アカデミー・
指導力育成委員会委員長

　前期の当委員会・副委員長に引き続き今期は委員長を拝命いたしました。前期は前
委員長に頼りきりでITや映像関係に長けている訳でもない私にとって当委員会活動に
対する不安もありましたが、副委員長をはじめ委員の方々の協力のもと委員会を進め
て参りました。各クラブのPR活動のサポートという形でHPでのアクティビティ報告の
掲載等、従来の運営を継続してまいりましたが、外部に向けてのライオンズPRが十分
に発信されていない点など課題も感じております。本コメント提出現在、【友和】作成中
であり、まだ終わった感が無き状況ではございますが、１年間ありがとうございました。

Ｌ．柚山　明人
坂戸

PR・IT情報委員会委員長

　今期、ＬＣＩＦ寄付金は、自主的に寄付をする環境の醸成に注
力した。目標額達成に向けて、山田元国際会長を招聘し、ＬＣＩ
Ｆクラブコーディネーターセミナーを開催。ガバナー公式訪問
（１２か所）にて、寄付金について趣旨を説明し、ご協力のお願
いを行った。また、各クラブの周年記念式典等に参加させてい
ただき、絆と情報交換の場となった。お蔭様で目標額は大幅に
達成致し、ここに改めて皆様に感謝申しあげます。

Ｌ．猪鼻　恒夫
川越初雁

LCIF・アラート委員会
委員長
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　今期も各クラブにおかれましては自然環境の保全保護また地域の美化等、多岐に
わたり地域の皆様と取り組んで居るご様子の実態を昨年１１月～１２月に実施しまし
たアンケートを通し知ることが出来ました。そこで委員会としまして環境保全のアク
ティビティを新たに計画される場合の参考にして頂ければと考えまして、頂いたアン
ケートの中から４クラブの活動をご紹介させて頂きました。今後、皆様のクラブがより
いっそう充実したアクティビティに取り組んで頂ければと当委員会メンバー一同願っ
ております。一年間の皆様のご協力に感謝申し上げます。有り難う御座いました。

Ｌ．大塚　亮
ところざわ

環境保全・社会福祉委員会
委員長

　当委員会は、ライオンズクエストプログラムの普及のため、主に学校の
先生を対象とした校内型・公募型のワークショップの開催、入間市教育長
と意見交換、ライオンズクエスト交付金の申請等の活動を行ってきました。
ライオンズクエストプログラムは、青少年が人生で直面する様々な問題
を解決する手助けとなる大変有益なものとして、学校現場からも評価し
て頂いています。今後もライオンズクエストプログラムの普及に微力な
がら貢献できればと考えています。一年間ありがとうございました。

Ｌ．根岸　透
入間

ライオンズクエスト委員会
委員長

　二年連続のご支援に、感謝以外の言葉が見つかりません！　
おかげさまで、養成講座と年次大会セミナーを大成功に終える
ことができました。委員メンバーの協力あっての賜物でもあり
ます。「人数・費用・体力」無し！でもできる（？）アクティビティで
す。何よりも、次代を担う子ども達と直接触れあえて、若返る！
活動です。今後とも「薬乱」へのご理解ご支援と、実践のお願
いを申し上げ、感謝を込めて「二年分の感想」といたします。

Ｌ．田原　浩之
川口

薬物乱用防止委員会
委員長

　本年度は来日生受入に際し、ゾーン持ち回り制にご理解賜り
厚く御礼申し上げます。複合委員会と協調し、冬期は2名（マレー
シア・シンガポール）の受入とイタリアへ派遣生1名（蓮田LC）の
派遣、春期2名（タイ）の受入を実施致しました。また夏期には4
名（MD4、チェコスロバキア、フランス、メキシコ）の受入とオー
ストラリアへ派遣生1名（岩槻LC）の派遣を行います。引き続き
YCEプログラムの普及とご協力を宜しくお願い申し上げます。

Ｌ．森田　良信
浦和

YCE委員会委員長

　献血・献眼・献腎・骨髄移植推進委員会って何をすればいいの？…。初
めて担当する委員長に正直悩みました。委員会として何を発信できるの
かと議論を重ね、アンケートの結果３割近いクラブで献血が行われてい
ない現状を知った時、山上ＧＳＴから年次大会で献血をやってみようと悪
魔の囁きが…。メンバーの方々の協力で５０名を超える採血ができた事
に改めて感謝申し上げます。また委員会の皆さんにはご苦労を掛けてし
まいましたが、有意義な一年となりました。ありがとうございました。

Ｌ．内海　雄二
大宮北

献血・献眼・献腎・骨髄移植
推進委員会委員長
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　１００周年プロジェクト推進委員会委員長を仰せつかり委員
会に於いてはメンバーに恵まれ大変有意義に活動させていた
だくことが出来ました。感謝申し上げます。目に見えるような大
きな活動は出来ませんでしたが１００周年のプロジェクトとして
推進できたと思います。今後ともライオンズクラブ活動に対し、
更なる発展のため活動をしていきたいと思います。一年間あり
がとうございました。

Ｌ．栗原　章人
越谷

100周年プロジェクト
推進委員会委員長

　オリンピック・パラリンピック支援委員会も本年で３年が過ぎようとしています。この間、Ｃ
地区の皆様には多大な御支援を頂き感謝申し上げます。２０１７年１２月８複合議長連絡会を
通じパラリンピック出場を目指している次世代選手への支援事業の一環として全国のアス
リートに対し申請手続きをしたところ全国から１４９名の申請者がありＣ地区においても１５
名の方の申請がなされました。３０年４月に行われました一般社団法人日本ライオンズで承
認を頂き４月末日に申請者全員に支援金が送付されました事は田中ガバナーはじめ、幹事
団、また各メンバーの皆様に感謝申し上げます。本年１年間大変お世話になりました。

Ｌ．吉田　博晃
浦和

オリンピック・パラリンピック
支援委員会委員長

　昨年11月に開催された第56回OSEALフォーラム（台南開催）に、
C地区より160名以上のメンバーの皆様のご参加を賜り、改めて厚
く御礼申し上げます。委員会有志にて8月に下見を実施し、ガバナー
ズナイトの会場打合せと企画の立案、そして本番運営を担当いたし
ました。委員会メンバーと和気藹々とチームワーク良く楽しく運営で
きた事が私としての一番の思い出となりました。ラスベガス国際大
会での運営もしっかり実施し、有終の美を飾りたいと存じます。

Ｌ．大塚　長蔵
さいたま南ロイヤル

国際大会・OSEAL大会参加・
モンゴル友好委員会委員長

　年次大会を振り返ってみますと、ガバナーズテーマ「心一つに」
のもと幹事団、委員会の皆様に支えられ多くの皆様と共に年次大
会が終わる事が出来ました。それも３３０－C地区が心一つになった
お陰だと思いC地区の皆様に感謝を申し上げます。年次大会が大
成功だったねと言われると非常に嬉しく思いましたが此の喜びを胸
にライオンズマンとして努力して行きたいと思います。最後に年次
大会に携わった皆様のご健勝と今後のご活躍をお祈りいたします。

Ｌ．伊東　正男
志木

年次大会委員会委員長

　２期続けての「選挙管理委員会」、しかし今期は委員長と言
うポスト。立候補者の受付は前期に立ち会ったので内容は把
握していたが、今期は立候補者の受付締切日になっても第二
副地区ガバナーの立候補者が現れず、締切日を延長しても現
れず、委員長として知ったのは前日のリハーサル。おかげで大
会当日の出番が増えてしまったが無事選挙が済んでホッとし
ました。

Ｌ．深見　秀雄
大宮氷川

選挙管理委員会委員長



2017-2018年度　一年のあゆみ

　さいたま市文化センターで開催された第63回年次大会におきまして代議員の皆様のご信任をいただき、晴れて田
中ガバナーエレクトが誕生致しました。幹事団の初の出番であり、水戸黄門のテーマが流れる中、緊張の面持ちで入
場致しました。

本年度も様々なイベントがございました。
ガバナー公式訪問をはじめ、
地区年次大会や新春賀詞交歓会、各種セミナー等…。
メンバーの皆様におかれましては、
様々な場所に足をお運びいただき、心より感謝申し上げます。
皆様と出会えたこと、コミュニケーションが一番の喜びであり、
ライオニズムを共有できるまたとない機会となりました。

0１ 第63回　330‐C地区年次大会　2017.4.8

02 次期クラブ三役セミナー　2017.5.19

　大宮清水園にて行われた次期クラブ三
役セミナー。田中CABの地区運営方針の
発表が行われました。複雑な仕組みをシン
プルに伝えることを心がけ、短い時間でした
が内容の濃いセミナーとなりました。
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　ライオンズクラブ発祥の地で、
100周年の節目に行われた思い
出深い国際大会。ガバナーエレ
クト研修を終了し、晴れてエレク
トリボンが外れ、田中地区ガバ
ナーが誕生いたしました。

03 第100回シカゴ国際大会　2017.7.1～4

　上田清司埼玉県知事、清水勇
人さいたま市長、松本武洋和光市
長へ表敬訪問を行いました。ライオ
ンズクラブが100周年を迎え、次
の100年に向かっての戦略「LCI
フォーワード」の説明や地域とライ
オンズの関係性強化について、意
見交換させていただきました。

04 表敬訪問　2017.8～9

　今期は国際会長・第一副会
長・LCIF理事長が来日し、公式訪
問がそれぞれ実施されました。国際
会長公式訪問では、日本の可能
性への期待を。第一副会長公式
訪問では女性ならではの気配りを。
LCIF理事長公式訪問では、これ
から変わっていくLCIFの可能性に
ついて、それぞれスピーチされました。

05 ナレシュ・アガワル国際会長公式訪問　2017.12.10
 グドラン・ビョート・イングバドター国際第一副会長公式訪問　2017.11.27
 ボブ・コーリューLCIF理事長公式訪問　2017.9.6
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06 ガバナー公式訪問　2017.9～10

　県内12か所におかれまして、ガバナー公式訪問を実施いたしました。各リジョン・ゾーンの皆様の温かいおもてなし
に感激するとともに多くの新入会員入会式を行い、未来への希望を確信する良い機会となりました。
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　温暖な台南の地で、OSEAL
フォーラムが開催されました。風光
明媚な高雄の街で開会式が挙行
され、330-Ｃ地区ガバナーズナイト
も同地で開催。埼玉より160名以
上の皆様にご参加いただき、一緒
に台湾の夜を楽しみました。

07 第56回東洋・東南アジアフォーラム(OSEAL台湾・台南大会）　2017.11.17～20

　恒例の新春賀詞交歓会を開催。
今年は「初笑い」をテーマに、お笑
い芸人の講演。そして幹事団は
「ガラの悪いチンピラ」に扮装し、
個性的な演出を致しました。

08 新春賀詞交歓会　2018.1.31
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09 第64回年次大会　2018.4.7

大会スローガンを「団結・行動・奉仕」と定め、厳粛な中でも楽しさを交えた年次大会を開催いたしました。

代議員総会　
　全11案を慎重に審議し、活発
な意見と共に全て可決致しまし
た。2018-2019年度地区ガバ
ナーに蓮田LC所属L.飯野健三、
第一副地区ガバナーに秩父中央
LC所属L.島田佳宣、第二副地区
ガバナーに坂戸LC所属L.森川
明治郎が信任されました。

セミナー・アトラクション　
　本大会は分科会形式を取らず
に、薬物乱用防止教育啓蒙セミ
ナーを開催。体験に基づく鬼気
迫るセミナーで、改めて薬物の怖
さを実感。講師としてのスキル
アップに役立ちました。また、屋
外広場において、献血アクティビ
ティを実施。50名以上の皆様の
ご協力を賜りました。ステージ広
場ではダンスコンテストや起震車
体験、各クラブの協力によりイベ
ント出店と、賑やかに交流を深め
る場となりました。

大会式典・レセプション　
　ガバナーを中心とした楽しい
演出を実演。笑い溢れる密度の
濃い式典となりました。同時に次
期飯野キャビネット幹事団の紹
介も行われ、次年度への第一歩
となるキックオフの一日となりま
した。
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　早いもので一年がたち、次期飯
野キャビネットの方針発表がありま
した。100年を過ぎ、奉仕の拡大に
ついてのプログラム等、勉強に
なった1日でした。

10 次期クラブ三役セミナー　2018.5.14

　感謝の集いでは今期の運営に
おいて、皆様に恩返しすべく、様々
な愉快な企画を実施致しました。
参加者の1/2がラッキーカードで
商品が当たるように設定し、皆様
の笑顔が印象的な楽しい集いとな
りました。

11 感謝の集い＆キャビネット交代式　2018.6.8

　今期はキャビネット会議を計5回。
運営会議を計4回。RC・ZC会議、
委員長連絡会議を計3回。また、
名誉顧問会を計4回開催致しまし
た。各会議にて様 な々議案を討議
検討し、地区の進化に繋がる有意
義な会議となりました。

13 各種会議

■山田實紘元国際会長LCIFセミナー
■クラブ会長セミナー
■クラブ会長・第一副会長セミナー
■YCE生帰国報告会
■次世代リーダーシップセミナー
■薬物乱用防止教育認定講師講座
■FWTセミナー
■公認ガイディングライオンセミナー
■会員オリエンテーション
■ライオンズクエストセミナー

12 各種セミナー　2018.6.8

　今期は数多くのセミナーを開催いたしました。時にセミナーが多すぎるというご意見も頂戴いたしましたが、ライオンズクラブの
抱える数々の諸問題を理解し、また未来へ繋がるコミュニケーションの場として、ご好評いただきました。改めて御礼申し上げます。
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キャビネット幹事団　～一年を振り返って～

キャビネット幹事

L.藤井栄一 （ところざわLC）

　地区運営準備から早一年半以上、ガバナーテーマである「heart are one 
～心一つに～」を運営面においても体現すべく、一年間試行錯誤の毎日で
した。田中ガバナーをはじめとした幹事団の皆様、地区役員の皆様、そして
C地区メンバーの皆様には改めて感謝申し上げます。この経験を幹事団全
員がクラブ・地区の発展に生かしていければ、未来のライオンズクラブが
もっともっと発展していくと確信しております。ありがとうございました。

今期田中ガバナー
の提唱された地区運
営方針「heart are 
one ～心一つに～」
の基、キャビネット
幹事団として沢山の
良い経験をさせて頂
き、素晴らしい１年
間を経験出来まし

た。一年間ありがとうございました。

キャビネット会計という大役を無事終えることができたのも、田中
CAB幹事団及び330-C地区メンバー皆様のご協力、いつも後押ししてく
れる狭山LCメンバーのおかげだと感謝しております。田中ガバナーをは
じめとする幹事団の皆さん、最高の一年間ありがとうございました。

キャビネット副幹事

L.根岸　務 （川越葵LC）

キャビネット会計

L.田中雄一 （狭山LC）

賛助会員でゆったり
とライオンズライフを楽
しんでおりましたが、な
んの因果かキャビネッ
ト副幹事にとのお話が
あり、急きょ正会員とし
て出向して参りました。
事あるごとに多くのメ
ンバーの皆様と出会

えたことが何よりも嬉しく、そして人生の宝物にな
りました。ガバナーはじめ幹事団の皆様、メンバー
の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

キャビネット副幹事

L.堀江良彰 （さいたま南ロイヤルLC）
昨年田中ガバナーはじめ幹事、
会計、そして幹事団の皆様にお会
いした時は、副幹事の仕事を早く覚
え少しでもお役に立ちたいと、そして
わからないことは勉強していこうと心
に決め行動してまいりました。シカゴ
国際大会をはじめに、公式訪問
等々、一生懸命に副幹事の仕事を
やらせて頂きました。背中を押してく

れた大宮北LCのメンバー、励ましのお言葉を頂いた事務局の宮永さん、笹川
さん本当にありがとうございました。今後もライオンズクラブそして皆々様に少し
でも恩返しができますように精進してまいる所存です。感謝　感謝　感謝

キャビネット副幹事

L.福田敏明 （大宮北LC）

今期、副幹事として出向
させて頂き沢山の貴重な
経験と多くの事を学ばせ
て頂きました。ライオンズ歴
の浅い私には毎回初めて
経験する事ばかりで戸惑
う事が多 あ々りましたが、田
中ガバナーのご指導と熱
いキャビネット仲間に助け

られ副幹事の任務を終える事が出来ました。今回得た様々
な経験と代え難い人脈を貴重な財産としてこれからの活動
に生かしていきたいと思います。１年間有難うございました。

キャビネット副幹事

L.須賀正義 （蓮田LC）
　この一年、キャビ
ネット幹事団としてい
ろんな経験を積ませ
て頂きました。そして、
多くの出会いがありま
した。キャビネット幹事
団という仲間ができた
事は、何よりも嬉しく
思っています。微力で

はありましたが、皆様のライオンズ活動のお役
に立てたのであれば幸いです。一年間、皆様方
には大変お世話になりました。皆様に感謝です！

キャビネット副幹事

L.島田和孝 （飯能LC）
地区の皆様、大変お世
話になりました。お陰様で
この一年間を無事に務め
させて頂きました。田中ガ
バナーの元で貴重な経験
と勉強ができ、これからの
ライオンズライフを自信を
もって送っていけると思い
ます。幹事・会計・副幹事・

笹川さん、宮永さんにおかれましては、いつもいつも助けて
頂き感謝しきりです。皆様へ恩返しが出来る様、これからも
精進してまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

キャビネット副幹事

L.梅沢栄治 （坂戸LC）

330 -C地区の皆
様、１年間大変お世
話になり、また、ご
協力ご理解頂きあり
がとうございまし
た。入会して間もな
い私を幹事団にお誘
いくださいました田
中ガバナー、副幹事

として色々な行事に参加させて頂き大変勉強
になり、また楽しい思い出になりました。メ
ンバーの皆様には大変感謝致します。

キャビネット副幹事

L.大澤正志 （和光LC）
330-C地区の皆様に

は、今期一年間を通じ大変
お世話になりました事を心
より御礼申し上げます。昨
年2月に幹事団初顔合わ
せから始まり早いもので約
1年半。楽しい時も、厳しい
時も、常に仲間の幹事団
が兄弟のようにチームワー

クよく支え合い、奉仕活動をさせていただけた経験は生涯
の宝物となりました。田中軍団の幹事団として学ばせてい
ただけた事は、大きな自信と誇りになると確信しております。

キャビネット副幹事

L.鴨下直人 （朝霞LC）
キャビネット副会計
が務まるか戸惑いと不
安中の一年前のスタ
－トでしたが田中ガバ
ナ－を始めキャビネット
幹事団の皆様、事務
局の方々の暖かいご
指導と広い心で接し
て頂き今日まで辿り着

くことができたと思っています。心から感謝しており
ます。ありがとうございました。またキャビネットメンバ
－皆様との素晴らしい出会いにも感謝です。

キャビネット副会計

L.長井建充 （秩父LC）
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編集後記

　330-C地区の年間活動をまとめた【友和】の編集完了に際しまして今

年度終了という一抹の寂しさと安堵感が入り混じった気持ちです。　

【友和】編集に関しましてはガバナーの意向に沿い一年の出来事をバラ

ンス良く掲載出来たのではと思います。取材にご協力いただきました皆

様、編集に御尽力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。
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