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〔食 事 懇 談〕
歓迎の演奏者紹介

計画委員 L.池田昌二

（株）ミュージックアートF 代表 古田真寿美 様
ハープ 三宅百合子 様

バイオリン 福田勝太郎 様
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（株）ミュージックアートFの演奏
委員会報告
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出席報告

出席委員会

会計報告

会 計 L.川田基弘

次回例会のご案内

司 会 L.池田昌二

［ 第1551回 出席100％目標例会 2022年11月10日（木）岐阜グランドホテル ］
また会う日まで
閉会ゴング

第一副会長 L.小見山与志夫

ゲスト退場

会員委員長 L.長谷部紀之

本日は幾田会長の会社の社員さんに不幸があり、欠
席とのこと、私（第一副会長L.小見山）が代理をつとめ
させていただきます。
本日は、334-Ｂ地区第1Ｒ第3Ｚのゾーン・チェア
パーソンＬ.山田優さま、それとアシストＬ.山崎正吾
さま本日はどうもありがとうございます。
我々のブラザークラブ羽島ライオンズクラブから
の選出ということでより親近感を感じております。
今日はコロナ化ということで、キャビネットですとか
ゾーンの中でどんな活動をされているかとかの話は
後程お聞かせいただけると思いますのでよろしくお
願いします。また本日のゲスト岐阜中央ライオンズク
ラブ会長の野原英樹様、20周年とのことおめでとうご
ざいます、また二回り目の会長ということで何かお話
することありますか‥‥今日はゆっくりしていって
ください。
三年ぶりとなるゾーン・チェアパーソンをお迎えし
ての例会、コロナ化ということで皆様もそうでしょけ
ど、三年ぶりに開催とかでこれからますます皆様もお
忙しくなることとともに通常にもどって自粛ムード
がどんどん緩和されるという状況かと思います。
そんな私も三年ぶりにある団体の業者会で、昨日と
一昨日とで高知に行ってきました。
高知は個人的には2回目だったんですが、皆様は高知
にはあまり行かれたことはないと思いますが、大体の
イメージとして坂本竜馬の活動といった感じのイ
メージかと思います。

載されまして、すべて
私、最近ゴルフをやらないので、観光組での一泊2日の
のクラブさんが掲載さ
コースで高知県内を散策、まあご存のように坂本竜
れ宇納地区ガバナーも
馬、中岡新太郎、三菱創設者の岩崎弥太郎あたりの名
大変喜んでいらっしゃ
所めぐりということでいろいろ廻ってきました。
いました。本当に、我々
来年の春の“朝ドラ”で、牧野富太郎という植物学者
の尊い奉仕活動を一般
がいますが、ＮＨＫの朝ドラはそれが始まるらしく、
の方に知っていただき
その植物博士の生涯をつづった物語、僕の歳であまり
たいということは、私
植物園ですとかモネの公園とか言ってもあまり感動
も同じでございまし
もなく、そこで岐阜から20人位行ったもんですから
て、実は私も学生さん
口々にあまり見ると無いよねと、高知県に関係する方
とお話しする機会がご
が居ましたらすいません、カツオは確かに美味いが、
ざいまして、
「おじさん
“本当にみる所ないよね！”
“ つまらないよね！”と
ライオンズに入って
いって帰ってきました。
いるよ」と言いました
ふと岐阜を考えた時に、我々はお客さんが来た時に
ら僕もライオンズです
何処に連れて行こうかと考えた時に夏なら金華山・鵜
と言われまして、よく話を聞きましたらライオンズマ
飼・鮎といったところで接待ができますが、オフシー
ンションに住んでいるとのこと、ロータリークラブさ
ズンの時には無いんですよね、あるにはあると思いま
んとかの奉仕団体を知っていますかと聞きましたら
す高山に連れて行けばＯＫなんですが、ドカ雪が降れ “知らないよ！”とのこと。先日もある女の子にライオ
ば行けないとか？まあそういったことで環境立国を
ンズクラブはゴルフ場ですかと聞かれまして非常に
考えるとするともうちょっとイメージを付けていか
さみしい思いをしました。
ないといけないかなと、ライオンズの仕事ではないの
本当に我々の活動をより広く知っていただいて、そ
かもしれませんが、そんなことも考えていました。
して次世代の方々にも将来にはライオンズに入って
本日も、盛り沢山の後半催し物がございます、皆様
奉仕をするんだいうことにつなげていただいて、会員
有意義にお過ごしください。
増強にもつながると思いますので是非ともホーム
ページ等を活用していただいてより広くの方に知っ
会長提案
ていただきたいと思っています。
お手元の資料に高橋ミチルさんという新会員の名
さて、今期ですか来年4月に65周年を迎えられる幾
田会長はじめ岐阜南ライオンズクラブさん、献血はも
簿がございます。岐阜南ライオンズクラブに在籍して
とより青少年活動ですね、奉仕、特別支援学校や岐阜
おられた安倍日鋼の高橋さんの妹さんということで
聾学校・盲学校等への支援、あるいは外国人留学生へ
推薦されています。２週間以内に異議のある方はお申
の支援等々を行なっておられまして、そういった活動
し出下さい。２週間以内に異議が無ければ通常どうり
も尊い事業でありますのでより広く知っていただき
スタートして行きたい。よろしくお願いします。
たいと思っております。
そして宇納地区ガバナーの方針といたしましては、
ZC 御挨拶
毎年会員増強等がございますが、会員増強につきまし
ライオンズクラブ国際協会334-B地区
ても純増1人ということで、これでしたらハードルが
第１R第３Z ZC L.山田 優
そんなに高くないだろうということで、純増1人を お
今ですね鳥肌が立ってしまいました。
願いしたいということでした。
私の大好きな“晴れ渡る空のように”サザンの桑田佳
また、LCIF献金につきましても、一人の力は小さい
祐さんの曲ですね、ましてや生演奏でお迎えいただき
けれど皆で頑張ればとゆうことで、キャンペーン100
ありがとうございます。ただ今ご紹介いただきまし
ですか、100ドル献金のお願いをというお話でした。
た、ゾン・チェパーソンを拝命しております羽島ＬＣ
本当に、やれる事からやっていきたいと思っていま
所属のＬ山田でございます。
すが、コロナも感染がまだまだあると思いますが、国
今日は宇納地区ガバナー、あるいは今年の方針、私
の方でも動きが活発になってきておりますので感染
の思い等々含めましてご挨拶をさせていただけるか
対策をしながら、また我々の活動を広めていっていた
なと思っています。親クラブさんでもありますし、名
だきたいと思っております。一つですけども、
“ 陰徳”
誉顧問さんがいらっしゃる会でもあり大変緊張して
とう言葉がございますけれども、名前を伏せて良い行
おりますが、皆様にありのままの話をさせていただき
いをするのではなく、名前をアピールして行っていた
たいと思っています。
だければと思っております。
ご承知のように、こちら「地域と共に咲かそうライ
最後になりますけれども、コロナ化の中ではありま
オンズの花」とございますが、宇納地区ガバナーの方
すが、先程も小見山ライオンがおっしゃいました、こ
針といたしましては、やはり地域のことをよく知って
れからもっともっと活動を活発化していければと
いらっしゃるのは各クラブさんだということで、地域
思っておりますのでどうかよろしくお願いします。
に密着した・地域に寄り添った活動を進めていただき
岐阜南ＬＣさんのますますのご発展と、会員一同の
たいというお話でした、そしてもう一つは我々の尊い
皆様のご発展をご祈念申し上げまして、本日お招きを
奉仕ですね、活動をより一般の方にも知っていただき
いただきました御礼のご挨拶とさせていただきます。
たいんだということをおっしゃられました。
誠にありがとうございました。
7月には岐阜新聞に各クラブの会長さんの抱負を掲

趣味の会

旅行部会報告

L. 福村善光

10 月５日水曜日に開催
されました旅行部会『長
野県上高地の旅』の報告
が部会長の L. 福村善光
よりありました。
当日は会員並びに関係者
13 名が参加しました。
天候は・・・でしたが
楽しい時間を過ごすことができました。

３. 10月16日（日）９：30
４. 10月17日（月）
10：30
11：30
13：30
15：00
１. 10月19日（水）13：00

献血推進委員会
献血活動 マーサ21
福祉・環境委員会
災害米の寄付
長良特別支援学校
希望が丘特別支援学校
本巣特別支援学校
岐阜特別支援学校
計画委員会
事務局

ライオンズクラブ国際協会・334-B地区・第1R第３Z
１. 10月18日（火）13：00 GＡTセミナー
ウインクあいち1104室

ご案内
理事会・委員会等
１. 10月22日（土）18：00

（株）ミュージックアート F の演奏

２. 11月20日（日）９：30

♪SMIL〜晴れ渡る空のように（桑田佳祐）
♪We are the world

♪大空と大地の中で（松山千春）

♪KYOSAKU（Tukemen)

♪宝島（和泉宏隆）

♪情熱大陸（葉加瀬太郎）

三宅百合子様（ハープ） 鈴木
福田

豊大様（パーカッション）

勝太様（バイオリン） 犬飼

T.T 登場

裕哉様（電子ピアノ）

T.T

L. 可児

晃

申告ドネーション
■L. 遠藤昌克
￥20,000
10 月４日に父が亡くなりました。時節柄、葬儀・告
別式は近親者のみで執り行いました。岐阜南ライオン
ズクラブからは、幹事にご弔問いただきありがとうご
ざいました。「よく働き、よく遊ぶ」がモットーの父
で良き人生を送ったと思います。
■Z.C L. 山田優
￥10,000
本日は岐阜南ライオンズクラブ様の例会に訪問させて
いただきありがとうございました。

ご報告
理事会・委員会等
１. 10月６日（木）13：30
２. 10月10日（月）９：15

計画委員会・出席委員会
合同委員会
うを仁
献血推進委員会
献血活動 マーサ21

ライオンズクラブ国際協会・334-B地区・第1R第３Z
１. 10月24日（月）
チャリティゴルフ大会
岐阜城LC 岐阜関C.C
２. 10月28日（金）17：00 市内８クラブ会長・幹事会
岐阜グランドホテル
３. 11月18日（金）10：30 第２回キャビネット会議
大垣フォーラムホテル
４. 11月18日（金）18：00 第３Z事務局研修会
forty three
５. 11月４日（金）〜６日（日）
2022年第８回スペシャルオリンピックス
日本夏季ナショナルゲーム
広島
６. 11月24日（木）〜27日（日） OSEALフォーラム
韓国 済州島

会計報告

会計

L. 川田基弘

ファイン・ドネーション

出席報告
正会員
出席率

￥86,500

出席委員会

58名
75.9%

〔献血協力者〕 累計

出席

L. 藤井利也

44名

104,363人（9月末付）

〔ライオンズレート〕10月・・・１USドル

144.50円

【次回例会のご案内】
11月 10日（ 木 ）12時 15分 〜

結成65周年記念事業部会
笠松こども館
10月度 ゴルフ部会
岐阜国際CC

出 席 100％ 目 標 例 会
岐阜グランドホテル

