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編集責任者／齋藤裕子

会計 L. 荒井 美佐子

会長 L. 佐々木 金治

第101回 国際大会inラスベガス

2018.6.29（金）〜 7.5（木）

第 101 回国際大会は連日気温 40 度を超えるアメリカの眠らない街
「ラスベガス」で開催されました。
「外は暑い！！」が湿度がなく、カラッとした暑さは日本の夏とは
比べようのない気持ち良さもあり、予定通りの旅程を過ごすことが出来
ました。

幹事 L. 前田 大輔
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新三役ご挨拶
この度、歴史ある仙台エコーライオンズの第 54 代会長に就任させていただきまし
た L. 佐々木金治でございます。2011 年 7 月に入会して以来、偉大なる諸先輩方に
多大なるご指導を頂いてこの度の会長としての姿が或るものと衷心より厚く御礼を
申し上げる次第でございます。
我が仙台エコーライオンズには叙勲を受けた会員が 3 名も在籍しておられるという、
大いなる尊敬と貴重なるご指導を受けられる、なかなか他のクラブには少ないような
環境にあり、本当に嬉しく思っております。また、当クラブはいちゃもんクラブとし
て論客揃いです。闊達なるご意見をお受けしながら私が三役の時の会長 L. 伊藤孝先
生が掲げました満足度の高いクラブであり続ける事を一つの目標としてまいります。
私の生きている目標は、貧困をなくすことであります。仙台エコーライオンズの会

第57代 会長

L. 佐々木 金治

長としてこれまでより一段高くその夢の実現に向かって行ければいいなと思ってお
ります。理想は高いのですが、会員皆々様の益々のご指導が無ければただの空回り
で終了してしまいますので、今後とも引き続きお導きをお願い申し上げ会長の抱負
に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

この度、佐々木金治会長の下、幹事を務めさせていただくことになりました。伝
統ある仙台エコーライオンズクラブの幹事を拝命し身の引き締まる思いでおります。
これまで、幹事を務めてこられた先輩方はライオンズを背負って立つような偉大な
方ばかりです。そのため、佐々木会長から幹事の打診があった時は、私に幹事が
務まるのだろうかといった不安がありました。しかしながら、指名された以上は
佐々木会長を全力で支えようと覚悟を決め、二つ返事で幹事をお請けさせていた
だきました。
もとより、未熟者ではございますが、前任幹事の L. 江馬康雄から受け継いだバト
ンをしっかり次の幹事に引き継ぐことができるよう、また皆様に楽しい１年だった
とおっしゃっていただけるような運営を目指して、一所懸命に頑張る所存です。

第57代 幹事

よろしくお願いいたします。

L. 前田 大輔

庭の紫陽花が色づく季節となりましたが、この度仙台エコーライオンズクラブの
今年度三役（会計）を拝命致しました。入会 4 年の未熟なライオンが、この大役を
お引き受けして、身の引き締まる思いです。
佐々木金治会長にご指導頂きながら、前田大輔幹事と共に恙無く 1 年間勤められ
るよう努力する所存です。会長スローガン「忘己利他の心で

ウィ・サーブ」の通り、

三役が心ひとつに、ライオンズの理念を全うできるよう尽力したいと思います。
三役になり、予算を知ってクラブが解り、キャビネットになってライオンズを知
る事が出来るとお聞きしておりますが、今回このような得難い経験が出来ますこと
に心より感謝申し上げます。一つ一つ謙虚に学びを重ね、少しでも進歩するよう努
力して参ります。

第57代 会計

L. 荒井 美佐子
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寛大なお心で失敗をお許し頂きますと共に、ご指導・ご協力のほど、併せてお願
い申し上げご挨拶とさせて頂きます。

キャビネット副幹事ご挨拶
アメリカ・ラスベガスでの第 101 回国際大会が終わり、私は今期、キャビネット副幹事
となって原田善征ガバナーを支えていくこととなりました。これまでの 3 年間は GLT 委員
会に所属し、副委員長→委員長→コーディネーターと進み、県内各地から加わったキャビ
ネットの皆さん、クラブ三役や多くのライオンの皆さんと出会い、数多くの経験をさせて
頂くことが出来ました。最初の年はただただ参加し続けただけで終わり、2 年目は確かな
実感を求めてより積極的に委員会運営に携わり、昨年は他の委員会との合同行事に参画し、
キャビネット活動らしいことがようやく出来てきた感があります。とりわけ、竹下前ガバ
ナーには多くの時間を割いて頂きました。ライオンズクラブの現在過去未来について教え
て頂けたこと、首都圏や他地区のライオンとの交流の機会を作って頂けたことがいい思い
出・きっかけとなりました。この一年は地区運営方針に則り、会員維持増強・次世代リーダー

キャビネット副幹事

L. 橋本 誠一

の育成・LCIF、合同アクティビティ基金への献金・青少年健全育成のそれぞれの目標達成
に向けて各委員長をサポートし、仙台エコー LC 諸先輩のご指導を受けながら、より明る
く楽しいライオンズ活動の啓蒙の一助となりたい考えです。一年間、温かく見守り下さい。
キャビネットとは？
キャビネット =Cabinet「地区ガバナー・キャビネット」のこと。構成員は地区ガバナー、
前地区ガバナー、
副地区ガバナー、
地区名誉顧問会議長、地区幹事、地区会計、リビジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソンの他、地区ガバナー
が必要として認めて任命した役員。地区幹事のことをキャビネット幹事、地区会計をキャビネット会計と呼ぶ。

例会
トピックス

第1347回例会・新旧役員交歓会

2018.6.28（木）

2018 年 6 月 28 日に、新旧役員交歓会がホテルモントレ仙台で開催され
ました。CN55 周年が開催された思い出深く印象的な一年を振り返り、佐藤
裕司前会長の素晴らしいスピーチがありました。その後、旧三役（佐藤裕司
前会長、江間康雄前幹事、田中俊一前会計）から、新三役（佐々木金治会長、
前田大輔幹事、荒井美佐子会計）へとラペルピンの引継ぎが行われました。
佐々木会長から、
「今日の引継ぎの前に、錦戸光一郎先輩の墓前にいき、挨
拶をして参りました」と感動的なスピーチがあり、前田幹事からは、
「この
幹事のバッジの重さを噛み締め、弁護士バッジ同様いやそれ以上に大切にし
て一年を過ごします」と会場を和ませるスピーチがありました。
L. 阿部邦彦から乾杯のご挨拶があり、アトラクションはクラップチア
リーダーの皆さんとの「YMCA」で会場は大変な盛り上がりとなりました。
最後に L. 林昭兵によるライオンズローアと閉会のご挨拶、佐藤裕司会長
による最後の閉会のゴングでフィナーレとなりました。佐藤会長、江馬幹
事、田中会計、一年間ありがとうございました。佐々木会長、前田幹事、
荒井会計、これからの一年よろしくお願いいたします。

例会
トピックス

第1348回例会・
「新三役抱負を語る!!」

2018.7.12（木）

佐々木金治会長、前田大輔幹事、荒井美佐子会計の新三役の方々
に 1 年の抱負をお話していただきました。会長の情熱に満ちた
もう こ

り

た

意欲的なお話は感動的でした。特に「忘己利他」とは、最澄大師
のお言葉で「自分を忘れて他人のために尽くす」という意味でま
さにエコーライオンズの考え方となっております。
前田幹事の前向きな姿勢と、女性としては初めての三役になら
れました荒井会計とともに、皆さんと一緒になって会を盛り上げ
ていきたいと思いました。
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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
姉妹クラブ

「大和エコーライオンズクラブ」の
労力アクト参加と例会訪問

レディの会の総会、
「お食事会」
2018.7.10（火）

2018.5.29（火）

7 月 10 日、かにはちさんにおきましてレディの会の総会
が開催されました。
会長 L. 佐々木金治からの挨拶からはじまりました。
恒例の姉妹クラブ大和エコー LC との合同アクティビティ

前期レディの会会長の菅原裕美子さんから、今期佐々木

に参加させていただきました。今年も天気に恵まれ、多くの

尚子さんにバトンタッチ、幹事も林孝子さんから伊藤泰子

参加者と共に大和町総合運動公園沿道の清掃活動に参加しま

さんになりました。16 名参加、決算報告、予算案が発表さ

した。清掃後は、遠藤旅館さんに移動しての例会、懇親会が

れ、おいしいカニづくしのお料理を食べながら親睦を深め

ありました。

ました。

仙台エコーライオンズゴルフ同好会

ゴルフコンペと総会

仙台エコーライオンズに入会して
2018.7.13（金）

仙台エコーライオンズ
ゴルフ同好会のゴルフ
コンペが 7 月 13 日、西
仙台カントリークラブに
て開催されました。ゲス
トも含め 15 名が参加。
優勝は L. 佐藤裕司。夜は集合郎本店にて総会、表彰式を
行いました。次期会長も引き続き L. 江馬康雄になりました。

4

会員インタビュー

平成 27 年に仙台エコーライオンズ
クラブに入会させて頂きました。ライ
オンズクラブは、お金持ちの皆さんが
入会される会だと思っていたので、正
直言って、私にとっては遠い存在でし
た。しかし、会に参加させて頂いてか
ら、私の考えは大きく変わりました。
仕事の関係で、昼の例会に出席させて
L. 桜井 充
頂いたのは、おそらく 2、3 回だと思
います。それでも、夜の会合の時には、メンバーの皆さんに
優しくして頂いて、楽しい時間を過ごさせて頂いています。
本当にありがとうございます。
仙台エコーライオンズクラブに入会させて頂いて、最も良
かったことは人脈が広がったことでした。メンバーの皆さ
んは街の名士であったり、新進気鋭の方々なので、色々な意
味で刺激を受けています。また、社会奉仕を行うために、会
員の皆さんが協力し、そして仲良く、楽しそうに取り組んで
いらっしゃる姿は勉強になりますし、本当に会員になって良
かったと思っています。
これからもできる限り参加させて頂いて、自分を磨いてい
きたいと思います。よろしくお願いいたします。

一年を振り返って
第56代 会長

L. 佐藤 裕司

CN55 周年時のクラブ会長という大役を終え、無事様々な行事を遂行できたことに安堵
しています。
周年時の会長は、何よりもこの事が大切であり、逆に言えばクラブの今後の方向性を
定めるとか、新しい奉仕活動のあり方を模索するなどの、本来の会長としての仕事をし
ている余裕がありません。これは少し残念でしたが、周年の行事の中にわずかではあり
ますが、私達三役の思いをすべりこませ、今後は一会員としてそのことにあたりたいと
考えました。今となればやり残した感も多く、後ろ髪を引かれる思いですが、
後任の L. 佐々
木金治はじめ三役にご協力する中で、少しずつ思いを述べていきたいと思います。
何よりも、これほど大きなご協力をいただいたクラブの皆様に心から感謝し、至らな
い会長を支えて下さった江馬幹事、田中会計に御礼を申し上げます。本当にありがとう
ございました。

第56代 幹事

L. 江馬 康雄

1 年間ありがとうございました。そして、CN55 周年お疲れ様でした。三役に一員とし
て少しはお役になったのかと、考えてしまいますが、勉強させていただいたことの方が
多かったような気がします。今まで長年諸先輩方が築いてきた外部との関係であったり、
ライオンズクラブの奉仕の在り方など、知らなかったことの方が多くありました。その
上で、今後の在り方など大変良い勉強ができた 1 年でした。また、1 人では何もできず、
一致団結した時のちからの大きさを実感できました。今後は、皆さんと共に、明日に向かっ
て歩んでいきたいものと考えました。これからもよろしくお願いします。そして、改め
て 1 年間、ありがとうございました。

第56代 会計

L. 田中 俊一

佐藤会長、江馬幹事 1 年間ありがとうございました。
今年は、できるだけ多くの会合や行事に参加する事と、CN55 周年の委員会の参加する
ことを心に決め活動してきました。おかげで、大変多忙の 1 年間であり、会長と幹事の
若さと体力についていけず年齢を感じた 1 年間でもありました。
そんな中、諸先輩の優しいアドバイスとメンバー全員の団結力により、記念式典も無
事終了することになりました。
長いようであっという間の 1 年間でした。
本当にみなさまご協力ありがとうございました。

第1344回例会・本日のスピーチ

2018.5.10（木）

テーマ「平成30年税制改正について…」
犬飼拓哉公認会計士税理士事務所

代表 L. 犬飼 拓哉
（仙台エコー LC）

第1345回例会・本日のスピーチ

2018.5.24（木）

テーマ「事業承継について」
斎藤コロタイプ印刷㈱

代表取締役社長 L. 齋藤 裕子
（仙台エコー LC）

平成 30 年度税制改正について、公認

急な事業承継をすることになり、大

会計士と税理士という立場から詳しく

変だった事や、周りの人達の力が大き

説明されました。とても為になるお話

かったことで、会社を切り盛り出来た

でした。私達経営者の平均退職年齢は

話など、今は、次世代の承継について

70 歳。それ以上の方もこれからの方も

やっていこうとしている取り組みなど

頑張っていきたいと思いました。

についてお話していただきました。
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仙台エコーライオンズクラブ役員・委員会

仙台エコーライオンズクラブ

年間計画

2018年8月1日（水）〜10月31日（水）

行事内容
初代会長L.嘉藤亀鶴お墓参り

場所：瑞雲寺

8 月 9日（木）

第1例会

第1350回例会・理事会

スピーカー／仙台エコーLC L.黒澤武彦
場所：ホテルモントレ仙台

8 月16日（木）
姉妹クラブ 台北市太平獅子会 CN
～19日（日）
8 月23日（木）

第2例会 第1351回例会
スピーカー／張本智和後援会

橋本久仁子様

第1例会 第1352回例会・理事会
9 月13日（木）

スピーカー／ミカド電装商事㈱
代表取締役 沢田元一郎様
場所：ホテルモントレ仙台

ガバナー公式訪問
（第 1353 回例会 振替例会）
9 月26日（水）
三役ミーティング（ガバナー公式訪問）
場所：仙台国際ホテル

継続アクト
10月 8日（月） どんぐり工作教室、独楽廻し大会
場所：仙台市野草園

第1例会 第1354回例会・理事会

10月11日（木）

スピーカー／子ども食堂について
仙台青葉LC L.佐藤わか子
場所：ホテルモントレ仙台

10月13日（土） 献血アクト 仙台東ＬＣ合同
～14日（日） 場所：卸町サンフェスタ
第 2 例会 お月見家族例会
10月25日（木）（第 1355 回例会）
場所：ホテルモントレ仙台

今月の 寄 稿

2018-19

長

佐々木金治
（GATリーダー）

ライオンテーマー

犬飼

拓哉

長

佐藤

裕司

副テーマー

鈴木

秋男

第一副会長

北川

英之

テールツイスター

伊藤

長作

第二副会長

佐藤

秀彦

副テールツイスター

川上

浩

第三副会長

橋本

誠一

光二

菅野

徳彦

幹

事

前田

大輔

佐々木貞夫

黒澤

武彦

事

阿部

善信

阿部

邦彦

林

昭兵

計

荒井美佐子

菊地

三郎

計

佐々木弘子

金野

伸介

木村

浩二

会
前

副

会

幹

会
副

会

二年理事
監査委員

運営委員会
委員会名
財務・事務局
運営委員会

【統括
委員長
保坂

浩一 小野

倉林三四郎

委

理

事

隆夫 内ケ﨑

光二

博
長嶋
充

【統括
委員長

員

邦彦

藤堂 寿光
佐藤
小野寺弘匡

事業委員会

L. 北川 英之】

明子 佐藤惠一郎 阿部

ＰＲ情報・指導力 齋藤 裕子 菅原
大会及接待委員会 （GLTリーダー） 桜井

委員会名

第一副会長

副委員長

出席・会員・会則 田中 俊一
熊谷
（GMTリーダー）
及付則委員会
計画委員会

安道

一年理事

啓 安道

心平 林

昭兵

豊晴 菅野

徳彦

第二副会長

副委員長

委員

L. 佐藤 秀彦】
理事

市民・青少年・社会福 江馬 康雄 佐藤
祉・アイヘルス委員会 （GSTリーダー） 林

裕司 大久
優子 村田

晃功
菊地
寿和

三郎

YCE・姉妹クラブ
伊藤
委員会

孝 阿部

善信 佐藤

賢三 黒澤

武彦

ライオンズクエスト・
工藤
アラート委員会

治夫 鴫原

信行 櫻井

勝雄 佐々木貞夫

第101回国際大会inラスベガスに参加して

L. 北川 英之

6 月 29 日〜 7 月 5 日まで米国ラスベガスにて開催された第 101 回 LC 国際大会に参加してきました。仙台エコーからは
10 名の参加で竹下直義 前地区ガバナーの 1 年間のご活躍を労うと共に原田善行ガバナーの誕生に立ち会って参りました。
開会式前日のパレードはラスベガス郊外で開催された為、例年ほどの観衆はいませんでしたが炎天下の中で国際色豊かな
パレードを満喫しました。期間中は観光組とゴルフ組に分かれ私はグランドキャニオン風の景色の中でゴルフを楽しみました。
ラスベガスの最高気温は 40 度を超えますが湿気のない暑さで気温ほどの不快感はなく過
ごすことが出来ました。
閉会式では初の女性国際会長となるグドラン会長が就任し、新たな時代の幕開けを感じ
ました。我が地区のメンバーは原田ガバナーの誕生を皆で祝福し恒例の集合写真。大きな
アクシデントもなく皆で帰国することが出来ました。
カジノに睡眠と体力を奪われましたが小遣いまでは奪われずに済んだことが幸いです。
アメリカのスケールの大きさを感じる貴重な経験となりました。ありがとうございました。

編集後記

PR 情報委員長 2 年目の齋藤です。今期も話題満載で楽しいエコーライオンズ誌を目指していこうと思っております。ぜひ皆さん
のご協力とご指導のほどお願い申し上げます。「忘己利他の心でウィ・サーブ！」をスローガンに佐々木金治会長の率いる船は出航
いたしました。三役の方々、運営、事業委員会の皆様、心に残る思い出の 1 ページを沢山作っていきたいと思っております。1 年間、
よろしくお願い致します。
PR 情報委員長 L. 齋藤 裕子

