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今年の鏡割りは、左から田畑英伍名誉顧問、原田善征第一副地区ガバナー、竹下直義ガバナー、岩本政郁前ガバナー、
小池總明名誉顧問、菊地伸治元国際理事、浅野喜一郎キャビネット幹事、高橋淳キャビネット会計が登壇されました。

第１R新年合同例会 ︵第1337回例会︶

2018年１月25日（木）に仙台国際ホテルに於いて、332-C
地区第１R 16クラブの新年合同例会が開催されました。
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年間計画（2018年2月1日〜4月30日）
例会 本日のスピーチ
寄稿「OSEALフォーラムと太平獅子会例会に参加して」

仙台エコーライオンズクラブのテーブル

TOPICS ライオン誌に「どんぐり独楽廻し大会」

新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
旧年中はクラブの運営につきまして、たくさんの御指導をいただきありがと
うございました。おかげ様で、本年度の最大の懸案でありますCN55の準備に
つきましても、概ね順調に進んでいる様に思います。改めまして皆様の御理解
と御協力に感謝いたします。
さて新年でございますが、エコーの伝統を大切にしつつ、少しずつ時代に対
応した変化をとり入れていこうということで出発した私達の方針が、本当にわ
会長

佐藤 裕司

ずかながら形をなしていく時になろうかと思っています。目前に迫ったいくつ
かのアクトをなんとか成功させながら、そのことが変化への意識の積み重ねに
もなる様、一生懸命力を尽くしていく所存でおります。
皆様におかれましても、ご健康に留意され共に素晴らしいクラブライフを過
ごすことができます様、お祈り申し上げ、簡単ではございますが年頭のご挨拶
に代えさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
旧年中はクラブ運営につきまして、たくさんのご協力を皆さんで支え合うこ
とができました。ありがとうございます。昨年７月に佐藤会長の「温かい、人
のつながりを作ろう！」をスローガンにスタートし早６か月が過ぎました。無
我夢中でここまできましたが、その間悲しい別れもありましたが、常に前を向
いて走り続けた半年のように感じております。会員皆さんの役に立っているの
か？正直不安もあります。諸先輩方が築いてきたエコーライオンズへの強い思
幹事

江馬 康雄

いをひしひしと感じました。また当クラブ以外の方々との関係において築いて
きた歴史を大切に次の時代に受け継いでいきたいものと考えておりました。奉
仕の精神を胸に、今後最大の行事であるＣＮ55を皆さんの力を集結して大成功
できることを信じ、幹事としてお世話できるよう、全力でがんばります。本年
もよろしくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。
旧年中はクラブ運営に多大なるご協力とご指導を賜りましたことを厚く御礼
申し上げます。佐藤会長の「温かい 人のつながりを作ろう！」スローガンでス
タート致し、早くも６ヶ月経ちました。
簡単に振り返ると、7月に入り錦戸Lの訃報を聞き、悲しい門出でしたが、私
が入会して初めての移動例会と合同例会をし、メンバー全員が友愛をより一層
深めることと思います。
会計

田中 俊一

私もCN55周年の委員会、継続アクトなどに参加し、また姉妹クラブでもある
大和エコーライオンズクラブと千葉エコーライオンズクラブの例会に参加し、
クラブが変われば例会のやり方も違うことに驚きもありました。あと半年の期
間ではありますが、今後ともご協力とご指導の程よろしくお願いいたします。
またCN55周年記念大会が大成功にするためにも皆様のご協力をお願いいた
します。
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第1333回 仙台萩LCとの合同例会

2017.11.22（水）

アエル31F「オリエンタルヴィラ」で、仙台萩LCとの合同例会が行われました。全テーブルにそれぞれの会員が半分ずつ
座り、これまでの両クラブの交流の歴史やエピソードをお聞かせ頂きました。今後も両クラブで合同例会の企画をし、引き続
き交流を深めていきましょう。

開会挨拶をする仙台萩LC
小野寺信介会長

幹事報告をする仙台萩LC
石月正美幹事

祝宴の開宴挨拶をする
佐藤裕司会長

ガバナー挨拶をする
竹下直義L

テールツイスターは日野修一郎Lと菅原博Lが登場

乾杯の挨拶をする名誉顧問 千葉正勝L

TOPICS

ライオンズローアをする阿部邦彦L

安道光二Lの旭日小綬章受賞を
祝って記念祝賀会 開催
2018.1.28（日）

仙台エコーライオンズクラブのメンバー、安道光二Ｌの旭日
小綬章受章記念祝賀会が平成30年1月28日、帝国ホテル大阪に
おいて盛大に開催されました。エコーライオンズからも30名参
加させて頂きました。まず、会場に入るまでに芸妓・舞妓さん
がズラリと並んでいるのに驚かせられました。徳光さんの司会
やプロゴルファー、元野球選手など有名人、政界・経済界の著
名人の参列600人にびっくり致しました。

安道光二Lご夫妻

祝賀会は「祇園芸妓の手打ち」から始まり、中国古筆・中国
打楽器演奏、開会のあいさつ、発起人の紹介、来賓祝辞と続き
ます。安道光二Ｌの多方面に渡るご活躍と共に人間性にも広く
慕われるものがあり、仙台エコーライオンズクラブに素晴らし
い方がいらっしゃることを改めて教わりました。本当に受賞お
めでとうございます。
◀仙台経済界 2017年
︱ 月号に掲載されました

菅野徳彦Lが陸上自衛隊より
特別功労感謝状を授与

11
12

2017.11.9（木）

菅野徳彦Lが平成29年度陸上自衛隊東北方面総監感謝状贈呈
式にて、陸将山之上哲郎陸上自衛隊東北方面総監より、菅野徳
彦Lの自衛隊へのこれまでの支援や活動に対し、特別功労とし
て感謝状が授与されました。菅野Lおめでとうございます！！
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第56回クリスマス家族会 & 第1335回例会

2017.12.22（金）

今年も仙台エコーライオンズ三大行事のひとつ「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。
多くの参加者のもと楽しいクリスマス家族会となりました。

佐々木金治実行委員長による
開宴の挨拶

阿部邦彦Lによる乾杯のご発声「ウィ・サーブ」でプログラムがはじまりました

今年は荒井美佐子Lが司会進行を担当！
会を大いに盛り上げてくださいました

フィリピンボーカリスト BOY TUAZON
（ボーイ トワゾン）さんの生ライブショー

今年のサンタは佐々木金治第一副会長！
会長トナカイと美人サンタと一緒に子どもたちにプレゼント！

松浦龍騎様、松浦優莉華様による華麗なダンススポーツに拍手喝采でした

つづいてのラッキーカードも
佐々木実行委員長と佐藤裕司会長が登場！

林Lによる閉宴のご挨拶、そして「また会う日まで」
佐藤裕司会長による閉会のゴングと林昭兵Lによるライオンズローアで締めくくりました
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アクティビティと行事の開催・参加のご報告
仙台市野草園もみじ茶会
2017.11.11（土）
仙台市野草園にてもみじ鑑賞会が開

レディの会 秋のお食事会
2017.11.14（水）
お食事会は菅原裕美子会長お奨めの

催されました。一昨年より仙台エコーLC

東照宮駅そばにある中華懐石料理「一

菓子の一部を提供させて頂いておりま

ガイド宮城2017に掲載されたお店で、7

の新継続アクトとして茶会用の抹茶とお

す。当日はさわやかな秋晴れの下、和や

かな風景を楽しみながらのお茶会となり
ました。

継続アクト 第60回植物感謝祭・
第39回「植物の詩」作詩コン

クール

2017.11.26（日）

仙台市野 草園にて恒例の継 続アクト

元」さんで開催いたしました。ミシュラン

「植物感謝祭」が開催されました。
「植物

人のライオンも参加し、中華料理一筋37

し、一年を締めくくる行事となっておりま

年のシェフの味を堪能してまいりました。
また行きたいお店です。

感謝祭」は、植物から受けた恩恵に感謝
す。当クラブからは10名が参加し、落ち
葉焚きなど秋のひと時を過ごしました。

倉林三四郎Lの結婚を
祝う会
2017.12.8（金）
仙台駅前アエル31Fのザ・オリエンタ

ルスイートヴィラにて、倉林三四郎Lと志

麻さんの結婚を祝う会を開催いたしまし
た。パーティには332-C地区の他クラブ
からも多くのゲストにお越し頂き、皆で

継続アクト 第41回宮城県民

お二人の結婚を祝福しました。締めくく
りは阿部邦彦Lによる万歳三唱！

三四郎L、志麻さん末永くお幸せに！！
林キャビネット時代の仲間と「ありがとう」

体育大会バスケットボール
ジュニアの部・第49回全国
ミニバスケットボール大会
宮城県予選開催

2017.12.26（火）〜28（木）
当クラブの継続アクト「第41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49回全国ミニバスケットボール大

会宮城県予選」は12月26日から３日間に
渡り熱戦が繰り広げられました。

試合の結果、男子は片平バスケットボー

ルスポーツ少年団（仙台市青葉区）が 20
余興はブルゾンちえみ（犬飼拓哉L、北川英之L、前田大輔L、小野寺弘匡L）と
フレディ・マーキュリー（佐藤裕司会長・林昭兵L）が登場し場を盛り上げてくれました！

年ぶりに優勝。女子は増田西シャイニー
ズ（名取市）が優勝しました。
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仙台エコーライオンズクラブ

年間計画

第1332回例会 本日のスピーチ

2017.11.9（木）

テーマ「プロとして誠実に仕事をすることが

私のモットーです」

2018年2月1日（木）〜2018年4月30日（月）

株式会社日本交通事故調査機構

行事内容

佐々木 尋貴様

藤堂寿光Lご紹介の佐々木尋貴様は宮城県交通警

お年祝い
場所:ホテルモントレ仙台

察官・交通機動隊に所属され、平成24年に現在の交

２月 ８ 日（木）

第1338回例会・理事会

起業されました。創業に至る思いやこれまでにご経験

２月22日（木）

第1339回例会

３月 ８ 日（木）

第1340回例会・理事会

３月22日（木）

第1341回例会

４月13日（金）

ＣＮ55周年記念式典 前夜祭

２月 ２ 日（金）

４月14日（土）

４月29日（日）

通事故調査や分析、メディア解説を業務とする会社を
された事案や経緯をお話し頂きました。

第1336回例会 本日のスピーチ

テーマ「ライオンズクラブの視覚保護事業」
大橋眼科医院 院長

場所：ホテルメトロポリタン仙台

にお越しいただきました。キャビネットでは3バンク（ア
イ・腎・骨髄）・献血増強委員会委員長を務められ、日

第1343回振替例会
第64回地区年次大会

本国内また世界の国と地域での様々な目の病気と治

療方法やライオンズクラブの活動についてお話し頂き
ました。

太平獅子会例会に参加して

会長 佐藤 裕司

今年のオセアルフォーラムは、11月17日〜20日まで台湾の台南・高雄で開催さ
れ、エコーからは林さんご夫妻と阿部善信ライオン、私で参加してきました。
今回は、お盆中に行われた為に行くことができなかった太平獅子会のＣＮのか
わりに、この機会に台湾に行って交流も行い、エコーの55周年ＣＮの招請もしてこ
ようということで、普通の行程とは少し変えて予定を組みました。そのため観光等
はほとんどなく、大会と332-Cの夕べだけを消化して台北に移動し、最終日の太平
獅子会の例会に臨みました。
先方は、私達の来訪に合わせ
て例会の予定を変えてくれるな
ど歓待のムード満点で待ち構え
ていて、
「55周年行くからね」と
大勢のライオンから言葉をもら
い、このお返しを考えるのは大
変だぞと、安養に続いて心を悩ま

TOPICS

ライオン誌 1・2月号に︑継続アクト
﹁どんぐり独楽廻し大会﹂が掲載されました︒

OSEALフォーラム（台南・高雄）
と

せる訪台になりました。

山口 克宏様

仙台広瀬LC所属のライオンでもある山口克宏先生

ＣＮ55周年記念式典・祝宴

場所：仙台国際ホテル

今 月 号の 寄稿

2018.1.11（木）

OSEALフォーラム会場前で

編集後記

▲ライオン誌１・２月号の15頁
クラブリポートの中に掲載

PR情報委員長

L.齋藤 裕子

今月号は、クリスマス家族会・新年合同例会等大きな行事で盛り沢山の内容となっております。エコー誌も、皆様から「綺麗」
「楽し

みにしています」等のお声を頂き、今年も張り切っていきたいと思います。尚、ライオン誌に掲載された「どんぐり独楽廻し大会」の文
作成・写真選定にあたっては、菊地三郎Lのご協力・ご助言を頂きました。改めてお礼申し上げます。

