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齋藤 裕子

新年のご挨拶
新春号ですので、まずもって会員皆様が光り輝く新年をお迎えのこと心よりお祝
い申し上げます。私も会長としてこの半年過ごせましたこと感謝致しております。
振り返ってみれば定例会の出席率が振るわず、申し訳なく思っている次第でご
ざいます。これからの任期をどのように行動することが我がライオンズにとりま
して有効なのかをよくよく検討して努力していきたいと思います。個人的には会
合やセミナー、そして各種行事の参加も多くてそれなりに多忙な半年間でござい
ましたが、大変多くのことをご指導いただきましたことは無形の財産になったよ
会長

佐々木 金治

うに感じております。
また、理事会や例会での皆様のスピーチを拝聴して、長い歴史のある我がエコ
ーならではのたくさんの知恵とエピソードがあることを再確認することができま
した。自分の意識を磨き高めながら、残された任期を務めさせていただく所存で
ございますのでどうぞよろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は温かいご指導をありがとうございました。また、皆様に、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。
幹事として半年が過ぎました。その間、至らない点、不勉強な点が多々あり、
皆様にご迷惑をおかけしたかと存じます。そのたびに先輩方に温かくご指導いた
だき、多くのことを学ばせていただきました。私にとって、幹事になってからの
幹事

前田 大輔

半年は、貴重な財産となっております。
残り半年の任期、幹事として、今まで以上に一層努力し、ご期待に添えるよう
精進いたします。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

あけましておめでとうございます。
皆様には、お健やかに新年をお迎えの事と心よりお慶び申し上げます。
今年は平成最後の年となり、改元、皇位継承され、大きな変革の年となりそ
うです。
己亥（つちのとい）の今年は、芽ぶきの前にエネルギーを貯めてじっと春を待
っている時であり、組織の基盤を固め内部の充実を心がけると良いと言われてお
ります。そして後進を育て社会に貢献する良い時期とも伝えられております。
会計

荒井 美佐子

昨年、初めて三役を仰せつかり、佐々木金治会長の御指導のもと、会の運営の
一端を担ってまいりました。亥年の本年は、猪のように更にパワーアップしてク
ラブの為に働かせて頂きたいと存じます。まだまだ未熟ですが、今後ともご指導
のほど宜しくお願い申し上げます。結びに、エコーライオンズクラブの益々のご
隆盛、会員並びに御家族皆々様のご健勝・ご多幸をお祈りして、新年の御挨拶と
させていただきます。

2

第1R新年合同例会

（第1361回例会）

2019.1.30（水） 江陽グランドホテル
恒例の第１R新年合同例会は１リジョン

からたくさんのライオンが集結して盛大に
開催されました。エコーからも多くの参加

があり、楽しく新年のお祝いを致しました。

当クラブの佐々木金治会長や安道光二Lをはじめ
LCIF・合同アクティビティ基金献金者発表で表彰された方々

京都お歳祝会

2019.2.3（日）〜4（月）
京都市

参加した仙台エコーLCの皆さん

2/3

仙台→伊丹空港→吉田神社→八坂神社と長楽館→ホテル→富美代

2/4

建仁寺→ワタキューセイモア（株）見学→町屋 四川星月夜→三十三間堂→伊丹空港→仙台

今年の当クラブのお歳祝は26名が参加し京都で行いました。まず、初めに京都の節分では有名な吉田神社へ参拝。その後、1909年

に建築された長楽館で昼食し八坂神社へ行きました。夜は富美代にて「おばけ」を鑑賞して今まで経験したことがない素晴らしい歳祝
いを致しました。次の日は建仁寺に参拝し、安道光二Lの会社「ワタキューセイモア
（株）」を見学。町屋四川 星月夜で昼食後、三十三間
堂を観て京都とお別れしました。楽しい二日間でした。

吉田神社（上）と八坂神社（下）

八坂神社近くの「長楽館」前で

今回「おばけ」でお世話になった安道Lご夫妻
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例

ピック
ス
会ト

第57回クリスマス家族会（第1359回例会）
2018.12.20（木） ホテルモントレ仙台

仙台エコーライオンズクラブ三大行事のひとつ「クリスマス家族会」が盛大に開催されました。

ライオンテーマ犬飼拓哉L

開会ゴングをする
佐々木金治会長
ウィサーブをする阿部邦彦L

クリスマス例会開演の挨拶を
する実行委員長の北川英之L
マニュエルさんとQuestKazuさん

歌手の藤井リョウさん

ベリーダンスの蓮沼智子さん

カスタネットで演奏を
楽しむ子供たち

ラッキーカードを進行する江馬L

サンタイムでプレゼント

佐々木貞夫Lの
ライオンズローア

また会う日まで
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アクティビティと行事の開催・参加のご報告
継続アクト

仙台市野草園もみじ茶会
2018.11.11（日）

継続アクト 第42回 宮城県民体育大会

バスケットボールジュニアの部・
第50回全国ミニバスケットボール大会
宮城県予選開催
2018.12.26（水）〜28（金）
男子優勝の
東仙台ミニバスケットボールクラブ
女子優勝の
立町サーベルモンキースポーツ少年団

当クラブの恒例行事であるもみじ鑑賞会が仙台市野草園で
開催されました。和やかな秋の風景のもと、伊藤孝Lによるお
茶会が開かれ、終始和やかな雰囲気の中でのもみじ茶会とな
りました。

継続アクト 第61回 植物感謝祭・
第40回「植物の詩」作詩コンクール

2018.11.25（日）

仙台エコーLC継続アクトの標記大会が、12月26日〜28日
に利府町のセキスイハイムスーパーアリーナで開催されまし
た。開会式と閉会式には佐々木会長をはじめ、当クラブから
数名が参加しました。大会は男女28チームが参加し、男子は
東仙台ミニバスケットボールクラブ、女子は立町サーベルモ
ンキースポーツ少年団が優勝しました。優勝チームは3月28
日から群馬県高崎市で開催される全国大会に出場します。

ゴルフ同好会 新春ゴルフコンペ

2018.1.3（木）

11月25日（日）に野草園にて第61回植物感謝祭式が開催さ
れました。第1部の表彰式では佐々木金治会長が祝辞し、作詞
コンクール入賞者並びに萩まつりでの投句入選者の表彰が行
われ、四季の歌を合唱して終わりました。第2部はどんぐり山

１月３日（木）、仙台カントリー倶楽部において仙台エコー

に移動しての落ち葉焚きで四季の精が火入れをしてくれまし

LCゴルフ同好会の新春ゴルフコンペが開催されました。天候

た。みんなで合唱と草笛演奏をし、焼き芋を食べつつ秋のひ

にも恵まれ、参加者19名は楽しくプレーできました。優勝は

と時を楽しみました。

ゲストの甲田様でした。
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仙台エコーライオンズクラブ

2018-2019年間計画
2019年2月〜2019年5月
行事内容

第1356回例会

「茶会で知っておきたい作法」

薄茶）、茶会に共通のマナー、お茶の頂き方、お道具の
拝見、正式な持ち物など、茶会での最低限の事柄を、ご

第1364回例会（指名例会）
・理事会

3 月14日（木）

スピーカー

モンゴル民謡歌手

用意下さった配布資料を元に丁寧に教えて頂きました。

ボルジギン・イリナ様

3 月28日（木）

第1365回例会（選挙例会）

4 月11日（木）

第1366回例会・理事会

第1357回例会

2018.11.22（木）

「最近の婚活事情」

4 月13日（土） 仙台東LC 合同献血アクト
〜14日（日）

佐々木 弘子L

テーマ

結婚相談室ブライダル倶楽部『陽だまり』を経営する

4 月21日（日） 第65回地区年次大会（第1367回例会振替）

佐々木弘子Lにお話頂きました。近年はネット婚（全体

5 月 9 日（木） 第1368回例会・理事会

の47.9%）の割合も高く、ほか大手の結婚情報サービス、

5 月23日（木） 第1369回例会
5 月28日（火） 大和エコーLC

孝L

てお話頂きました。茶会の種類、使用するお茶（濃茶・

東北福祉大学LC 理事 山口 克宏様

第1363回例会

2 月28日（木）

伊藤

お茶会で心得ておきたいこととして「客ぶり」につい

「忍び寄る失明の危機；糖尿病網膜症」
スピーカー

2018.11.8（木）

テーマ

第1362回例会・理事会

2 月14日（木）

例会 本日のスピーチダイジェスト

出会いパーティ型などがある中、仲人型の佐々木弘子L

清掃アクト

が教えてくれた「結婚の秘訣」に一同大きく頷き聞き入
りました。

例会トピックス

第1360回 仙台萩LCとの合同例会

2019.1.10（木）

１月10日、仙台国際ホテルにおいて仙台エコーLCと仙台
萩LCの合同例会が開催されました。歌あり、ハッピーバー
スディありと和やかで楽しい交流会となりました。

第1358回例会

2018.12.13（木）

「会員スピーカーについて…」

テーマ

熊谷 隆夫L

入会当時の例会について触れられ、今後の例会運営に
ついてご意見を頂きました。特にスピーカーは、ご活躍
の外部講師の方から学ぶことの大切さも必要ながら、会
員スピーチを会員相互の親睦を深める目的として今後は
多めに取り入れてみてはとのご意見を頂戴し、例会を活
性化する案をお話しされました。

今月号の寄稿

京都お歳祝「京節分おばけ」に参加して

喜寿を迎える L.伊藤 長作

平成31年2月3日（日）午後5時30分から午後11時30分の6時間にわたり、安道光二Lの超豪華なご招待・ご接待を賜
り、華々しく且つ厳かにそして賑々しく催された「京節分おばけ」について報告する。
「京節分おばけ」は、仙台エコーLC及
びゲスト等総勢26名参加の下、約200年の歴史を刻む京都祇園随一のお茶屋「富美代」にて挙行された。
先ず、
「おばけ」の由来は、節分の夜に異装をとる習俗のことで、厄除け、招福の風習として花柳界や一部愛好家の間で
行われている花街の行事である。
今回の「富美代」での「おばけ」について紹介する。延べ10回・約20名を超える舞妓・芸妓の皆さんが、２乃至3名のト
リオを創り、次々とお座敷並びに二次会会場に現れ、
「静と動」
「善と悪」
「真面目と不真面目」
等正反対の内容を組み合わせた短時間の舞と寸劇を披露、舞妓・芸妓の華やか
な日本文化を漂わせる雰囲気とは全く違う異次元世界を醸しだし、その何
とも滑稽な演技に我々客は時の経つのも忘却し、まさに爆笑の連続で
あった。これこそ正に厄払い・招福そのものと受け止めたところで
ある。そして、
「温故知新」の言葉を思い出したところである。
結びに、今次「おばけ」にお招きを賜りました安道光二Lに
衷心より感謝と敬意を表します。

2019年が幕をあけました。インフルエンザが猛威をふるっていますが、皆様は大丈夫でしょうか。金治会長の船出から半年が過ぎました。

編集後記

残りの半分も会員全員の力を合わせて楽しみながら過ごして参りたいと思います。今年は年号が変わります。このエコー誌も平成最後の発行
となります。皆々様の寄稿・編集のご協力に感謝申し上げます。次の発行は5月となります。お楽しみに…

PR情報委員会 副委員長

菅原

博

