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ガバナー公式訪問合同例会

ホテルメトロポリタン仙台

菅原博L による
キャビネット幹事報告
合計18クラブが参加し、
岩本政郁ガバナーの訪問
を歓迎しました。
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仙台エコーライオンズクラブ

アクティビティと行事の開催・参加のご報告
嘉藤亀鶴初代会長（創立者）への
2016.8.10(水)
お墓参り

仙台エコーLCゴルフ同好会
2016-2017 第1回ゴルフコンペ

2016.10.14(金)

今年も初代会長の瑞雲寺へお墓へお参りし、お花とお線香

を手向け、この一年のクラブの活動をご報告いたしました。

332-C地区「第2回ゾーン対抗
ボーリング大会」に参加 2016.10.1(土)

仙台エコーライオンズクラブゴルフ同好会の第１回例会が

富谷カントリークラブにて行われました。菅原博Lが優勝致し
ました。

2016.10.01（土）に仙台市青葉区一番町のボールサンシャ

イン仙台にて332-C地区の「第2回ゾーン対抗ボーリング大
会」が全ゾーンから約80名の参加で行われ、当クラブからは

最多の8名が参加いたしました。ひとり2ゲームを行って合計点

で競う個人戦とレーン毎の高得点者3名の合計で競う団体戦
を行われました。終了後は魚たつにて表彰式が行われ、優勝

含む上位3名のほか、成績優秀者にはガバナー賞、第一副地区

ガバナー賞、名誉顧問会議長賞、キャビネット幹事賞、キャビネ
ット会計賞、林元ガバナー賞、LCIF・合同アクティビティ基金
管理委員会賞が贈られ、参加者全員が懇親を深めました。

仙台東LCとの
継続「合同献血アクト（秋）」

2016.10.15(土)〜16(日)

今年も卸町の「ふれあい市」会場内にて仙台東LCとの合同

献血アクトを行いました。晴天にも恵まれた二日間、たくさん

のご来場者様に協力を呼び掛け、参加したメンバー全員にとっ
てとても充実したアクトとなりました。

大和エコーライオンズクラブ
2016.10.8(土)
CN45記念例会へ出席
大和町の遠藤旅館にて姉妹クラブ「大和エコーライオンズ

クラブ」のチャーターナイトが開催され、当クラブから三役と
合計13名が出席しお祝いしました。懇親会では、韓国・安養

中央LCからお越しになった会長はじめ5名のライオンが出
席、大いに語り合い素晴らしい時間となりました。

台風10号による「災害義援金」
2016.9.18(日)
街頭募金活動
藤崎デパート前にて332-C地区の街頭募金に菅原博L、伊

藤長作L、佐々木金治L、佐々木尚子LL、菊池要L、阿部善信L
が参加されました。
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第1307回例会・お月見家族会

2016.10.27(木)

10月27日午後7時より勝山館6階にて「お月見家族会」を行いました。台湾から来日された姉妹クラブ「台北市太平獅子會」の

揚逸訓氏、揚吉宗氏のお二人も交え43名の参加がありました。ゲストの元イケメンズ伊東洋平様の爽やかな歌を聴き、おいしい
お食事に楽しい時間を過ごしました。
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継続アクト 仙台市野草園「どんぐり独楽回し大会」2016.10.10(月) 体育の日
仙台市野草園にて今年も継続アクト「どんぐり独楽回し大会」が開催さ

れました。佐々木貞夫 L のご長男の佐々木貫 L のご子息が新記録で優勝

しました。

TOPICS

安道光二 L が日本ソフト
テニス連盟会長に就任

2016.8.10(水)

新会長に安道光二 L（京都府連盟会長）が就任され、

これからの競技の普及や東京五輪へ向けた取り組みにつ

いて取材を受け、
「競技の国際化を進めたい」と力強く語
られました。

掲載された京都新聞
（2016年8月3日）
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TOPICS

新入会員紹介
工藤治夫L の入会式

2016.10.13(木)

第1306回例会で工藤治夫Lの入会式を行い、保坂会長

よりラペルピンが手渡され、入会のごあいさつを頂戴しま
した。工藤治夫L、今後ともよろしくお願い申し上げます。

安養ライオンズクラブへ三国同盟訪問

2016.10.18(火)〜21(金)

今年は三国同盟の年
（※詳しくは6P参照）
で韓国・安養へ12名が参加しました。

三国の御一行はドラマ
「冬のソナタ」
で有名な南怡島(ナミソム)へ

南怡島
ソウル
安養

続いて会場へ移動、創立49周年を記念し保坂会長がご挨拶し宴会へ

三国の会長が揃っての記念撮影、韓国・安養ナイトを楽しみました
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仙台エコーライオンズクラブ

年間計画

第1302回例会 本日のスピーチ

「マイナス金利に負けないマネーセミナー」

テーマ

株式会社ライフプラザパートナーズ

2016年11月1日
（火）
〜1月31日
（火）

第13回奨学金チャリティ
講演会食味会 仙台五城LC主催

第1308回例会
11月10日
（木） 理事会・正副委員会
整理収納アドバイザー

山崎真弓様

11月11日
（金） 第55回OSEALフォーラム
〜13日
（日） （香港）
11月24日
（木）

11月26日
（土）

継続アクト
11月27日
（日） 植物感謝祭 落ち葉焚き

「ダイエット＝より健康になるための習慣」

ダイエットインストラクター

第1313回振替例会
第1Ｒ新年合同例会

「特殊詐欺の現状と被害防止対策について」

宮城県警察本部 生活安全部生活安全企画課 犯罪抑止対策室長

佐藤

誠様

宮城県警察本部の犯罪抑止対策室長 佐藤誠様にお越し頂
き、近年の振り込め詐欺やその類似詐欺など、特殊詐欺の被
害認知状況やその被害防止策、被害に遭わないためのポイン
トについて、数々の事例を元に解り易くお話頂きました。

第1306回例会 本日のスピーチ

2016.10.13(木)

「おうちでできる簡単リフレクソロジー」

テーマ

仙台エコーライオンズクラブ

今月号の寄稿

三国同盟調印の地
韓国・安養へ
L. 金野 伸介
私自身何年ぶりの安養だろうか、久

しぶりに見る街並みに懐かしさがあ

る。10年前の秋、ちょうどこの季節に

訪れたのは、私が2007-2008のクラ

ブ会長であった時。その年は安養ライ

オンズクラブのCN40周年で、仙台エコーは翌年がCN45周年で
した。この時期は姉妹クラブのお祝いに仙台からも、台北からも

多くが参加して大盛会となりました。当時のエコーの先輩方は、
この姉妹クラブの関係をとても大切にしており、安養・台北の先

輩方も思いは同じだったように思います。この素晴らしい関係がよ
り一層長く続くようにと、5年に2回あるCNが無い年も互いの国
を順番に訪問し、親交を深めようと三国同盟がはじまりました。

編集後記

2016.9.8(木)

テーマ

第1311回例会
12月22日
（木） 第54回クリスマス家族会

1 月25日
（水）

舞様

第1304回例会 本日のスピーチ

12月 8 日
（木） 第1310回例会

1 月12日
（木） 第1312回例会

斉田

佐藤英彦Lのご紹介でダイエットインストラクターの斉田舞様
にお越し頂き、
「3か月で理想のカラダになる、
まいダイエットヨ
ガ」についてスピーチして頂きました。講演では参考映像や
データを基に、その人にあった健康習慣つくりについて教えて
頂きました。

場所：仙台市野草園

場所：仙台国際ホテル

2016.8.23(火)

テーマ

大橋眼科医院 院長 山口克宏様
（仙台広瀬ＬＣ所属）

場所：勾当台公園 仙台市民広場

三嶋 啓二様

第1303回例会 本日のスピーチ

第1309回例会

第2回 L-1グランプリⅡ

仙台FA営業部

株式会社ライフプラザパートナーズの三嶋啓二様にお越し頂
き、
「マイナス金利に負けないマネーセミナー」をスピーチして頂き
ました。直近一年間で519名が参加され、
96%が好評価のマネー
セミナーを各地で開催されておられ、
資産運用や住宅ローン、
保証
の見直し、
贈与・相続について教えて頂きました。

行事内容
11月 9 日
（水）

2016.8.10(水)

荒井 美佐子様

仙台エコーライオンズクラブの荒井美佐子様に、足が「第二
の心臓」とされる理由やリフレクソロジーによる身体への効果、
足のリラックス方法など模型を手に解り易くご説明頂き、全員が
「目で見るリフレクソロジーチャート」を片手に、足をさすりながら
聞き入って効果を体験させて頂きました。

最近の訪問とこれからの予定
2014年

台北

CN40

2015年

2018年

仙台

CN55

2019年

2016年

2020年

安養
仙台

三国同盟
三国同盟

2017年

台北

安養

台北

三国同盟

CN45

CN45

当初は「三国同盟は三役だけでも行き来しよう」ということで

会長として調印しました。しかしながら毎回たくさんの人が集ま

り、CNと変わらぬほどに盛り上がるのがこの三国同盟の素晴ら
しいところです。名刺を交わしても、その読み方も解らず、姓名を

覚えてやっと声をかけてはじまる関係ですが、長い時を経て、互
いの事業や家族の話など近況を語り合う仲間となっていきます。

この素晴らしい仲間とこれからも強いつながりを持ってライオ

ンズクラブの活動を続けていきたいと願い帰路につきました。

新体制がスタートして早４ヶ月。ガバナー訪問などキャビネットの方々はお仕事ごくろう様です。どんぐり独楽回し、お月見会など家族会も
あり、12月にはクリスマス会も控えております。楽しい行事で皆さんができるだけ写真に写るようにしていきたいです。

L. 齋 藤 裕 子

