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332-C地区第1Rガバナー公式訪問&
第1329回例会

姉妹クラブ 安養ライオンズクラブCN50参加

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）のお墓参り

・ゴルフ同好会 遠征ゴルフコンペ

・継続アクト 仙台市野草園「どんぐり独楽廻し大会」

お月見家族会&第1331回例会

例会 本日のスピーチ
例会トピックス・TOPICS

年間計画（2017年11月1日～2018年1月31日）

仙台東LCとの合同献血アクト（秋）
今月号の寄稿
「安養ライオンズクラブCN50に参加して」
　　　　　　　　　　　　　  会長  佐藤 裕司

編集後記

　332-C地区第1Rガバナー公式訪問合同例会が9月26日に江陽
グランドホテルで開催されました。約250名の同地区のライオンが
集い竹下ガバナーの訪問を祝いました。

新入会員として櫻井勝雄L、佐々木弘子L、川上浩L、
犬飼拓哉Lが竹下ガバナーよりラペルピンの授与、
ほか新入会員として津田孝Lが紹介されました。

新入会員として櫻井勝雄L、佐々木弘子L、川上浩L、
犬飼拓哉Lが竹下ガバナーよりラペルピンの授与、
ほか新入会員として津田孝Lが紹介されました。

ゴールド100周年ライオンとして
阿部善信Lと林昭兵Lが登壇
ゴールド100周年ライオンとして
阿部善信Lと林昭兵Lが登壇

LCIF$1,000献金者として工藤治夫L、佐藤裕司L、
田中俊一L、菅原博L、林昭兵Lが登壇、安道光二L、
佐々木貞夫Lが紹介されました。

LCIF$1,000献金者として工藤治夫L、佐藤裕司L、
田中俊一L、菅原博L、林昭兵Lが登壇、安道光二L、
佐々木貞夫Lが紹介されました。

佐藤裕司会長からLCIF献金の贈呈佐藤裕司会長からLCIF献金の贈呈
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クラブ50周年の記念事業として平村中央公園で植樹が行われました。

今年は姉妹クラブ安養ライオンズクラブCN50周年を祝うため、韓国へと訪問しました。

夜はCNが盛大に行われ、韓国・台湾の両姉妹クラブとの友情を深めました。 たいへんな歓迎ムードの中、宴会も大盛り上がりでした。
特に阿部善信Lの海外での人気は常に高く、ボトルをもった

安養・台北の仲間に絶えず囲まれていました。

お食事タイムでは参加者全員で松茸を美味しくいただきました。
「一生分の松茸を食べさせていただいた」…北川L 談

姉妹クラブ安養ライオンズクラブCN50参加 2017.10.19（木）～22（日）
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　今年は佐藤裕司会長はじめ11名で仙台エコーライオン
ズクラブ創立者嘉藤亀鶴初代会長へのお墓参りを行いま
した。嘉藤亀鶴初代会長は日本弁護士連合会副会長までさ
れた仙台在住の弁護士さんで、仙台エコーライオンズクラブ
を創立し初代会長として活躍されました。今回、初参加のラ
イオンもおり、阿部邦彦Lから当時の貴重なお話を聞く素晴
らしい機会となりました。

　今年も仙台市野草園に沢山のお子さんやご父兄にお集ま
りいただきました。参加した子供達が作ったどんぐり独楽を
廻してそのタイムを測って競い合い、参加者と一体になって
楽しませていただきました。子供達の喜ぶ笑顔は何ものに
も変えられない素晴らしいアクトの一日となりました。

　福島県の小名浜オーシャンホテルに宿泊し、夜は満月と
海の幸を楽しみ、朝から小名浜オーシャンゴルフ倶楽部で
プレーしました。海越えのあるコースでまさに上級者向けで
す。新入会員の川上浩Lが優勝、阿部康平さんが準優勝さ
れました。

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）のお墓参り

継続アクト 仙台市野草園
「どんぐり独楽廻し大会」

2017.8.10（木）

2017.10.9（月）

ゴルフ同好会 遠征ゴルフコンペ
2017.10.4（水）～5（木）
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最後は阿部邦彦Lによるライオンズローアで締めくくり、先日行われた安養LC・CNのお土産を全員でいただき、盛会のうちに終えました。

今年のお月見家族例会は国分町通り入口のホテルグランテラス地下2階、国分町の名店
「Scotch Bank」さんにて、仙台東LCのみなさんをご招待しての開催となりました。

ゲストは歌手のティーナ・カリーナさんにお越しいただいて、
昭和の曲にみなさんのりのりで大いに盛り上がりました。

お月見家族会（第1331回例会）2017.10.26（木）
スコッチバンク
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　新たに入会された株式会社櫻井防災
の櫻井勝雄Lに自己紹介をかねてスピー
チをしていただきました。スポンサーの
鈴木秋男Lによる紹介、入会に至る経緯
を伺い、櫻井Lより入会後の抱負をお話
しいただきました。櫻井Lの今後のご活

躍を期待しております。よろしくお願いいたします。

　内ケ崎啓Lの富谷の鳳陽が日本酒審査会
ISC「インターナショナル・サケ・チャレン
ジ」でダブル金賞受賞し、2017年9月14日
の河北新報に掲載されました。おめでとう
ございます！！

　本年度、第１Rのリジョン・チェアパーソ
ンの武者眞博L、第１R第３ゾーンのゾー
ン・チェアパーソンの渡邉晴子Lのお二人を
ゲストにお迎えしての開催となりました。

　今期新たに入会さ
れた株式会社CoCo
の川上浩Lとブライダ
ル倶楽部陽だまりの
佐々木弘子Lに自己紹
介をかね、本日のス

ピーチをしていただきました。お二人ともスポンサーは伊藤
長作Lで、それぞれがその出会いから入会に至る経緯と今後
のライオンズ活動への抱負を語っていただきました。お二人
の活躍をお祈りしております。

　工藤治夫Lに「ライ
オンズクエスト活動の
進め方」をテーマに、
キャビネットライオン
ズクエスト委員長とし
ての活動をスライドで

わかりやすくご説明をいただきました。また本年度新入会員
の犬飼拓哉Lにもご入会のきっかけや今後の抱負をいただ
きました。今後の活躍にご期待申し上げます。

　本年度の会長方針通り、夜の部の例
会となりました。本日のスピーチは、前年
度キャビネット幹事を務められた菅原博
Lによる、332複合地区の100周年記念
レガシープロジェクト「カンボジア・テク
レク中学校の完成・落成式」についてお
話をいただきました。

富谷の「鳳陽」が
日本酒審査会ISC
ダブル金賞受賞！！

第1330回例会 

例会 本日のスピーチ・トピックス

第1326回例会 本日のスピーチ

「新入会員スピーチ」
2017.8.10（木）

L.櫻井 勝雄

第1327回例会（移動例会）本日のスピーチ

テーマ「カンボジア・テクレク中学校の
　　完成・落成式」

2017.8.24（木）

L.菅原 博

第1328回例会 本日のスピーチ

「新入会員スピーチ」
2017.9.14（木）

L.川上 浩　　L.佐々木 弘子

第1330回例会 本日のスピーチ

テーマ「ライオンズクエスト活動の進め方」

「新入会員スピーチ」

2017.10.12（木）

2017.10.12（木）

L.工藤治夫

L.犬飼拓哉
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仙台エコーライオンズクラブ

年間計画
2017年11月1日（水）～2018年1月31日（水）

　今年は暑い夏がないまま早めの冬を迎えた感じです。竹下ガバナー公式訪問も盛大でとても良かったです。安養50周年訪問、
そして仙台エコーLCも55周年を迎えます。各委員会ともそれぞれ活動して素晴らしい55周年にしたいものです。

編集後記

11月  9  日（木）
 
11月17日（金）
　  ～20日（月）

11月22日（水）

 

11月26日（日）
 

12月14日（木）
 
 
12月22日（金）

 
  1 月 11日（木）
 

  1 月 25日（木）

第1332回例会・理事会
（株）日本交通事故調査機構　佐々木尋貴様
 
第56回OSEALフォーラム
台湾

 
第1333回例会（合同例会）
場所:ザ･オリエンタルスイート ヴィラ

 
継続アクト
仙台市野草園 植物感謝祭
落ち葉焚き
 
第1334回例会・理事会
 
第55回クリスマス家族会
第1335回例会
場所:仙台国際ホテル

 
第1336回例会・理事会
 
第1R新年合同例会
（第1337回例会振替）

行事内容

PR情報委員長　L.齋藤 裕子

会長　佐藤 裕司

クラブ50周年記念事業として平村中央公園での植樹

今月号の寄稿
　10月18日夕方の便で一行は名古屋まで進み、空港隣接のホテルに一泊し
て19日朝に韓国入りしたのですが、私はちょっとしたトラブルがあり安養の
町に入ったのは19日の夜遅くになってからでした。夕刻からの前夜祭には間
に合わないけれど、なんとか一行と合流して二次会などで懇親を深めようと
思っていたのですが、10時過ぎに着いた時点で、まだつぶれずに生き残って
いたエコー勢は北川Ｌただ一人。安養・台北の若さの勢い、平たくいえば酒
の強さに圧倒されていたのでした。
　そこから酒の飲めない私も参加して、大騒ぎというか祭りというしかない周
年イベントが始まるわけですが、安養のおもてなしはとにかくパワフル。次の日
の観光の昼食はマツタケとうなぎの食べ放題とか、町のど真ん中の公園に行
ってみれば、すでに植えられている記念樹の下のプレートにはあたかも三クラ
ブが合同で行ったようなティでエコーと台北の名前が刻んであったり。
　本当にこれだけもてなされ、持ち上げられたら、来年のエコーの55周年はど
うしたらよいのかわからなくなるような歓待でした。もうここまできたら、周年
式典そのものでのもてなしは推して知るべしです。大騒ぎの祭りの中でも、姉
妹クラブの立場をいつも立ててくれるやり方に、本当に感謝し、感心しながら
帰ってきました。
　さあ、来年どうしようかな？と今から思い悩む、佐藤Lであります。

安養ライオンズクラブ
CN50に参加して

アニャン

　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。今回は時折雨の降る肌寒い中の２日間、
多くのご来場者様に協力を呼び掛け、初日は49名、２日目は40
名の方に献血のご協力をいただくことができました。
　ご参加いただいた皆さま大変お疲れ様でした。

仙台東LCとの合同献血アクト（秋）
2017.10.14（土）～15（日）

アクティビティ


