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仙台エコーライオンズクラブ仙台エコーライオンズクラブ

年間計画
2017年2月1日（水）～4月30日（日）

「OSEALフォーラム香港」
L.北川 英之

　私は、年始めより何年ぶりかの風邪を引いてしまい「健康が一番」ということを改めて痛感させられました。今は、質の良い睡眠
とバランスのとれた食事に気をつけて頑張っています。
　何といっても、今回号の目玉は、L-1グランプリ「優勝」です。仙台エコーライオンズクラブのＬ、ＬＬのチームワークの良さは№1
でした。新しい年は、仙台エコーライオンズクラブ55周年の年でもあります。これからの益々のご発展を祈念致します。

編集後記

  2 月 2 日（木）

 
 2 月 9 日（木）

 2 月23日（木）

 3 月 9 日（木）

 3 月23日（木）

 4 月13日（木）

 4 月16日（日）

 
 4 月23日（日）

指名委員会・お歳祝い会
場所：ホテルモントレ仙台

第1314回例会
□□□□□□□□　□□□□様

第1315回例会
□□□□□□□□　□□□□様

第1316回例会
□□□□□□□□　□□□□様

第1317回例会
□□□□□□□□　□□□□様

第1318回例会
□□□□□□□□　□□□□様

献血アクト　仙台東LC合同
場所：□□□□□□□□

第1319回振替例会
第64回 地区年次大会
場所：東北大学 萩ホール
みんなで祝おう100周年

行事内容
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平成29年度新年合同例会（第1313回例会）

三役より新年のご挨拶

L-１グランプリⅡ　災害時炊出し訓練＆試食会

第1311回例会＆第55回クリスマス家族会

アクティビティと行事の開催・参加のご報告
・OSEALフォーラム
・植物感謝祭・「植物の詩」作詩コンクール
・宮城県民体育大会バスケットボールジュニアの部
  兼 全国ミニバスケットボール大会宮城県予選
・新春ゴルフコンペ
L-１グランプリ優勝報告　 佐藤富美子LL会長

年間計画（2017年2月～4月）
例会 本日のスピーチ
寄稿「OSEALフォーラム香港」　北川英之L
編集後記L.齋藤 裕子

合同例会の部で、参加クラブを代表して新年のご挨拶をする保坂浩一会長

LCIF 1,000ドル献金者を代表し、岩本ガバナーへ目録を授与する工藤治夫L

2017年1月26日(木)に仙台国際ホテルに於いて、332-C地区第1R・2R・3Rの17クラブによる新年合同例会が開催されました。

　伊藤長作幹事のご紹介で山崎真弓様にスピーチして頂きま
した。例会参加者全員で「整理で仕事の効率を上げる6つの
コツ」について教えて頂きました。先生の説明を聞きながら、
手元の資料に自分の状況を書き加えていきますと、自分の問
題点が浮き彫りになっていきます。たいへん興味深く、かつす
ぐ実践したくなる素晴らしい時間となりました。

　宮城県警察本部生活安全部生活環境課 課長補佐 長谷川
周様にお越し頂き、スピーチをして頂きました。近年では大手
通信教育会社から大量の顧客情報が営利目的に複製され、
データベースの改修の為派遣されたシステムエンジニアが検
挙された事例などを元に、事件の立証ポイントや流出防止策
について教えて頂きました。

　2016年11月10日から13日に香港で開催された第55回東洋東南アジアライオンズ（OSEAL）フォーラムに参加してきました。
　約8,600人のライオンが集結し、日本からも1,700名を超える登録があったようです。岩本ガバナーのキャビネットの方々をはじめ、
仙台エコーメンバーも多数参加し大変盛り上がりました。
　やはり香港といえばショッピングと美食の街。中華料理を食べながら頂いた紹興酒が忘れられません。移動時間も短く食べ物も
美味しいので今度はエコーの皆さまで香港移動例会でもいかがでしょうか(^ ♪̂　

　新年最初の本日のスピーチには、錦戸光一郎Lにご登壇頂き
ました。ことし「米壽」を迎えられるにあたり、還暦60才から古稀、
喜壽、傘壽、橋壽、米壽、卒壽、國壽、櫛壽、白壽、百壽、茶壽、王
壽、天壽120才までの「天壽萬歳」についてお教え頂き、仙台エ
コーライオンズクラブ創設期からこれまでに在籍されたメンバー
のお話など、楽しいエピソードを交えて聴かせて頂きました。

　仙台広瀬ライオンズクラブに所属されている山口克弘先生
にお越し頂きました。「加齢黄斑変性」について教えて頂き、
参加メンバー一同改めて目の大事さを認識いたしました。また、
ライオンズクラブ100周年の記念レガシープロジェクト「眼鏡
のリサイクルセンター」について、その取り組みについてもお話
し頂きました。

今月号の寄稿

第1308回例会 本日のスピーチ
テーマ「整理で仕事の効率を上げる6つのコツ」
整理収納アドバイザー 山崎 真弓様

2016.11.10（木）

第1310回例会 本日のスピーチ
テーマ「営業秘密侵害事犯への対処方法について」
宮城県警察本部課長補佐 長谷川 周様

2016.12.8（木）

第1312回例会 本日のスピーチ
テーマ「天壽萬歳」
仙台エコーライオンズクラブ L.錦戸 光一郎

2017.1.12（木）

第1309回例会 本日のスピーチ
テーマ「加齢黄斑変性
　　  ～グルメなあなたに忍び寄る失明の危機～」
大橋眼科医院  院長 山口 克弘様

2016.11.24（木）
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今年も昨年に引き続き、災害時炊出し訓練&試食会「L-１グランプリⅡ」が開催されました。
会場も仙台市のど真ん中、勾当台公園の市民広場にて全20クラブが参加して行われました。

第1回目の試食会は11：30開始予定でしたが、注目度抜群の「極上牛丼」、開始30分前に「まさかの大行列」が！！ 最後尾のご案内をつとめた江馬
Lの素晴らしい活躍がありました！！

仙台エコーライオンズクラブの「極上牛丼」、
午前の部の第１回目の試食会は20分で完売
御礼となりました。

14：30に表彰式が行われ、見事優勝を遂げました！ 今回は何と言っても女性陣
の力で勝ち取った優勝でした、おめでとうございます！！ 

優勝の賞状と賞金5万円をGET！ 保坂会長より「賞金はクリスマス家族会で！」とのこと、どん
な使い道をされるか楽しみです。

優勝という最高の形で大会を終え、参加者の慰労をかねての打
ち上げをかに八さんで開催！　素晴らしい大会となりました！

女性陣は6：00頃からかに八さんで調理開始。男
性陣は7：00頃会場に集合し、会場設営やブース作
りを開始しました。
佐藤富美子LL会長がクラブを代表し、ステージイベ
ントで本日の出し物を発表！

L-１グランプリⅡ　災害時炊出し訓練＆試食会 2016.11.26（土）



最後にまた会う日までを全員で歌い、阿部
邦彦Lによるライオンズローアで閉宴となり
ました。 本年度実行委員の保坂浩一会長、
佐藤裕司実行委員長、佐藤秀彦計画委員長、
たいへんお疲れ様でした。

木村浩二Lの司会のもと、佐藤裕司実行委員長の開宴の挨拶と錦戸光
一郎 Lによるウィサーブで今年のクリスマスがはじまりました。
今年は仙台出身のシンガーソングライターの佐藤有華さんをお招きして、
クリスマスソングのショーを楽しみました。素晴らしい歌声で魅了してく
ださいました。

バルーンアーティスト飯田風船さんのショーも大変盛り
上がり、子供たちもステージに釘付けでした。後半は会
場内で子供たちへのバルーンプレゼントなど盛りだく
さんでした、飯田さん本当にありがとうございました！

4

今年のサンタは齋藤裕子L、ハワイア
ンクリスマス衣装を身にまとうグラサ
ン男子3名を引き連れ入場！

続いては美しいサンタガールを両手に
佐々木金治Lによる恒例のラッキーカ
ードがはじまりました。今年のプレゼン
トはご当地「塩釜」を中心にチョイスし、
ご来場の皆様にたいへん喜ばれました。

今年も年間三大行事のひとつ「クリスマス家族会」が仙台国際ホテルにて開催されました。

第1311回例会＆第55回クリスマス家族会 2016.12.22（木）
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　今年のOSEALは国際都
市「香港」。多くの人々は中
国語だけでなく、英語を話
す方もとても多いこの国に
とても国際的なイメージを
感じます。今年もライオンズ
愛に溢れた方々が各国から
多く参加し、盛大な大会と
なりました。期間中を通じ
て晴天に恵まれ、美味しい
飲茶を味わい、マカオ観光
も楽しめました。

　今年も仙台市野草園にて恒例の継続アクト「植物感謝祭」
が開催されました。晴天にも恵まれ、当クラブからは16名が参
加し、植物からの恩恵に感謝する市民のイベントを楽しみまし
た。今年も多くの女性会員の参加もあり、来場された多くの
方 と々楽しい時間を過ごしました。

　今年の継続アクト「ミニバス」へは保坂会長、伊藤幹事、菊
地三郎L、菅原博L、荒井美佐子L、林優子Lの6名に参加頂き
ました。男子はしらかし青山、女子はおきのが優勝し、保坂会
長より選手へ、先生やコーチそしてご両親への感謝を忘れぬ
ようにとメッセージを添え、トロフィー授与とメダルの進呈を
されました。

　雪もなく、晴天のもと6組が参加し、ゴルフ同好会による今
年最初のゴルフコンペを名取市の仙台カントリークラブで開
催いたしました。結果は阿部康平Lが優勝、佐々木貞夫Lが準
優勝されました。プレイ後はお正月料理が振る舞われ、参加者
全員で正月ゴルフを楽しみました。

新年のご挨拶
　明けましておめでとうございます。
　皆様は昨年どのような一年だったのでしょうか？ 私は仙台エコーの会長になってあっという
間の半年でした。様々な行事に参加させていただいたり、会の運営において私の気が付かない
点を指導受けたりといろいろな学びのあった半年でした。会長という役職も経験してみるもの
だなというのが正直な感想です。
　さて、今年2017年という年は、アメリカ大統領が交替するという幕開けで始まりました。こ
れから世界も日本も変わっていく大事なスタートの一年になるのではないかと思っております。
そして、仙台エコーも55周年を迎えるための大切な準備の一年になるのではないかと考えてお
ります。しっかりと足下を固めて周りの変化にしっかり対応していかなければいけないと思って
います。
　会長任期は残り半年ですが、55周年CNを無事に迎えられるよう、そしてエコーの歴史を引
き続き伝えていけるよう精一杯お役を全うして参りたいと考えております。会員の皆様の2017
年が素晴らしい一年でありますようご祈念いたしまして年頭のご挨拶とさせていただきます。

 

新年の抱負
　新年明けましておめでとう御座います。
　旧年中は仙台エコーライオンズクラブの運営等につきまして、御理解と心温まる御指導・御
鞭撻を賜り心より御礼申し上げます。 今年も任期を残すところ６ヶ月となりましたが、幹事とし
ての職務をしっかりと果たして参る所存でありますので、昨年同様、御指導のほど宜しくお願
い申し上げます。
　さて、今年の干支は「丁酉（ひのととり）」にあたりますが、俗説によりますと「自己の力量に
過信することなく、多くの方々の意見に耳を傾け、指導とお力を頂きながら着実に業務を推進
する年である」と言われております。ご案内の通り、浅学菲才の小生であり、皆様のお力をお借
りしなければ何も解決することは出来ません。従いまして、今年の干支の意味するところをしっ
かりと念頭に置きつつ、仙台エコーライオンズクラブ会員皆様の適時適切なアドバイスと御指
導を賜りながら、例会・アクト等の諸行事への参加率の向上や新規会員の加入促進、会員会則
の制定等、幹事としてしっかりと対応しなければならない諸問題に全知全能を傾注して参りま
すので、どうか宜しくお願い致します。
　結びに、今年一年が会員皆様にとりまして、素晴らしい年となりますよう心より御祈念申し上
げます。

 

平成29年を迎えて
　新たな年を迎えるにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　昨年も大変多くの会員の皆さまが、例会をはじめ、アクティビティや会のイベントにご参加い
ただきましたこと、改めまして御礼を申し上げます。会計の職に就いて6か月が経過しました
が、今年も初日の出に手を合わせ、三役の務めを残り任期全うし果たせますよう祈念いたしま
した。
　昨年は熊本地震や台風など自然災害も多く、被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上
げ、私もライオンとして積極的に関わっていきたい考えです。健康に留意し、会員一人ひとりが
夢叶う年となりますよう願っております。

　今年のL-1グランプリは仙台エコー女性陣の総力を結集して優勝した大変素晴らし
い大会となりました。大会企画や商品のネーミング、出し物となったA5ランクのお肉を
使って作り上げた「極上牛丼」にいたるまでの経緯と重ねたミーティングなどどれもこ
れもいい思い出となりました。大会当日の朝、少々のハプニングもありましたが、代表
挨拶も終えてブースに戻り、大会スタートするとまさかの「大行列」がそこに！！ 目を丸
くして女性陣の奮闘がはじまりました。午前は20分で品切れ、午後もあっという間に
品切れし、仙台エコー男性陣と会員のご家族の皆様のご協力も頂いた「極上牛丼」は、
昨年の３位を超える「優勝」という最高の結果を得ることが出来ました。
　ご協力ありがとうございました。

幹事　伊藤 長作

会計　佐藤 惠一郎

会長　保坂 浩一
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新年のご挨拶

第55回東洋東南アジアライオンズ
（OSEAL）フォーラム

2016.11.11（金）～13（日）

第59回植物感謝祭・
第38回「植物の詩」作詩コンクール

2016.11.27（日）
新春ゴルフコンペ

2017.1.3（火）

仙台エコーLC継続アクト
第40回宮城県民体育大会
バスケットボールジュニアの部 兼
第48回全国ミニバスケットボール大会
宮城県予選

2016.12.26（月）～28（水）

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

L-１グランプリ優勝報告 佐藤 富美子LL会長


