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姉妹クラブ 台北市太平獅子会ＣＮ45へ参加
2019.8.22（木）～25（日）

台北市太平獅子会ＣＮ45ご参加の皆さま

◀

台北市太平獅子会ガバナーから記念
品の贈呈を受ける北川会長、林孝子さん。

◀

恒例の宴がはじまり、台湾･韓国との友好を深めました。

◀

北川会長による台湾語での謝意に
エコーメンバーも驚きました。

令和元年10月31日発行
仙台エコーライオンズクラブ
PR情報委員会
編集責任者／田中俊一

台北市太平獅子会ＣＮ45へ参加

第1R 1Z・2Zガバナー公式訪問合同例会

例会TOPICS
第1379回例会 阿部邦彦L 叙勲受賞を祝う会

アクティビティと行事のご報告
・嘉藤亀鶴初代会長のお墓参り
・ゴルフ同好会 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」
・継続アクト 仙台東LCとの合同献血アクト（秋）

例会TOPICS
・第1374回 納涼例会
例会 本日のスピーチダイジェスト
・「自衛隊の任務遂行について」 岡部 俊哉 様
・「台湾との歴史」 L.熊谷隆夫
・「子どもの貧困問題とアスイクの取り組み」 大橋 雄介 様
・「会員増強につながるクラブ運営について…」 L.佐藤 裕司

年間計画（2019年11月～2020年1月）
台北市太平獅子会ＣＮ45に参加して　L.前田 大輔
今月号の寄稿
「サンフランシスコ、ニューヨーク旅行記」 L.犬飼 拓哉
編集後記　PR情報委員長　L.田中 俊一
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　仙台国際ホテルにおいて本年度のガバナー公式訪問が開催され、13ク

ラブ2支部のライオンが木川田明弘ガバナーの訪問を歓迎しました。仙

台エコーLCは仙台杜LCと共にホストクラブを担当しました。

　ガバナーアワードには、当クラブから前会長の佐々木金治Lが受賞し

ました。

　また、LCIF MJF ＄1,000献金では、当クラブから、会長の北川英之

L、ZCの佐藤裕司L、阿部善信L、佐々木貞夫L、菅原博L、鴫原信行Lの6

名に感謝状と記念品が贈呈されました。

第1R 1Z・2Zガバナー公式訪問合同例会 2019.9.26（木） 仙台国際ホテル



リア・フィーユ

例会TOPICS
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10月24日の例会は、阿部邦彦Lの叙勲受賞を祝う会が行われました。

第1379回例会 阿部邦彦L 叙勲受賞を祝う会  2019.10.24（木）

祝辞を述べる黒沢武彦Ｌ

叙勲を受賞された
阿部邦彦Ｌのご挨拶

祝奏は、箏 関野由美子様と尺八 大友憧山様
素晴らしい演奏を披露頂きました

阿部Ｌご夫妻を囲んで

ご参加の皆様で集合写真

阿部Ｌご夫妻
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　8月8日、仙台エコーLC創立者の嘉藤亀鶴初代会長のお墓参り

がありました。北川英之会長、三役をはじめ、11名が参加致しました。

一同墓前にて、嘉藤初代会長が今日の当クラブの礎を築いたこと

への感謝を伝えるとともに、今後も当クラブが益々発展致します

ことを誓い、お参りを致しました。

嘉藤亀鶴初代会長のお墓参り
2019.8.8（木）

　仙台エコーLCゴルフ同好会主催の第1回ゴルフコンペが9月27

日(金)、泉パークタウンゴルフクラブにて開催されました。参加者

は8人2組。優勝はゴルフ同好会会長の川上浩L、準優勝は鈴木秋

男Lでした。秋の気配を感じながらの楽しいコンペでした。

ゴルフ同好会 ゴルフコンペ
2019.9.27（金）

　今年も卸町サンフェスタの卸町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。19日は56名、20日は63名、2日間合わせて119

名の方に献血のご協力をいただきました。ありがとうございました。

継続アクト 仙台東LCとの合同献血アクト（秋）
2019.10.１9（土）～20（日）

　大型台風19号が去った10月14日、仙台市野草園におきまして恒例の「どんぐり独楽廻

し大会」が開催されました。L、LL会員26名の参加でした。台風の影響か若干独楽廻し

の参加者が少なかったです。今年は、3年連続中1の男子が優勝致しました。大人も一緒

になって独楽廻しやどんぐりころころの歌をうたいみんなで楽しんだ一日でした。仙台市

野草園のいたるところにエコーライオンズの寄贈したものがあり、すばらしいと思いました。

継続アクト 仙台市野草園「どんぐり独楽廻し大会」
2019.10.14（月）

アクティビティと行事のご報告
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例会 本日のスピーチダイジェスト

テーマ
「子どもの貧困問題と
　　　　　　アスイクの取り組み」

第1374回例会 2019.8.8(木)

元陸上幕僚長
岡部俊哉 様

　元陸上幕僚長 岡部俊哉様にお越し頂き、日
航機墜落事故（1985年８月12日）の事故災
害派遣の体験と自衛隊の任務遂行について基
調講演をいただきました。

テーマ
「自衛隊の任務遂行について」

第1376回例会 2019.9.12(木)

NPO法人アスイク
代表理事 

大橋雄介 様

　東日本大震災の約２週間後「復興後にやって
くる明日のために、教育を」をキャッチフレー
ズに立ち上がり、現在では被災者支援から子ど
もの貧困問題へと移り変わった経緯、これから
の地域づくりなど「困難を抱えた子どもたち
が、多様な関係の中ではぐくまれ、見守られる
社会。」をビジョンとするお話しを頂きました。

テーマ
「会員増強につながる
　　　　　　クラブ運営について…」

第1378回例会 2019.10.10(木)

　今期の第１R第１Z ゾーン･チェアパーソン
佐藤裕司Lより「会員増強につながるクラブ運
営について…」をテーマにお話し頂きました。
例会の在り方、開催時間、アクティビティへの
取り組みなどこれからのクラブ運営について具
体的な意見や提案がありました。

第1375回例会 2019.8.22(木)

仙台ＬＣ
熊谷隆夫L

仙台ＬＣ
佐藤裕司L

　熊谷隆夫Lが登壇され、台湾と日本の歴史や
両クラブが姉妹クラブとなった経緯やこれま
での歩み、これからの新たなクラブ交流の在
り方や取り組みについてお話頂きました。

テーマ
「台湾との歴史」

　当日はご来賓として東北方面総監 上尾秀樹様、東北方面

総監部幕僚長 牛嶋築様、東北方面総監部副長（防衛） 更谷光

二様、東北方面総監部副長（行政） 岩名誠一様にご出席を頂

きました。

第1374回 納涼例会  2019.8.8（木）

ご来賓の挨拶を頂いた
木川田明弘ガバナー

1R RC 木口順子L

1R 1Z ZC 佐藤裕司L また会う日までと
ライオンズ・ローアは菅野徳彦L



　今年は猛暑から台風と雨の多い年でした。当クラブもガバナー公式訪問からどんぐり独楽廻し大会等、大変忙しい季節ではありますが、メンバー全員
元気よく活動を行いました。まもなく令和元年も2ヶ月足らずとなりますが、来年も楽しいクラブとして運営していきましょう。また多忙で参加できない
メンバーもおりますが、是非、参加してみてください。お待ちしております。

　仙台エコーライオンズクラブの犬飼です。早速ですが、私の趣味は海外旅行です。仕事
のスケジュールを調整して年に2，3回はアメリカ、ヨーロッパ等に旅行します。今年の8
月も、強行軍でしたが、サンフランシスコ、ニューヨークを旅してきました。
　さて、サンフランシスコに到着するとその寒さにびっくりしました。真夏なのに20度
を切るくらいの気温しかありませんでした。有名なナパワインはこの風土で育まれるん
だなーと少し感心しました。もちろんその夜はびっくりするくらいの量のナパワインを楽
しみました。
　2日目はMOMAサンフランシスコでウォーホール展を鑑賞。夕方から旅の最大の目
的、大ファンのポールサイモン(サイモンとガーファンクルの片割れ)のステージをゴール
デンゲートパークで鑑賞しました。78歳のおじいさんなのにいつも素晴らしいステージ
で感動します！人生かくありたいものですね。
　さて、次の日はニューヨークに移動。ここ5年程連続でニューヨークには来ています。
メトロポリタンにてゴッホ、北斎等を鑑賞しました。MOMAで星月夜を見たかったので
すが残念ながら改修中でみれず、来年こそ！また、毎回の楽しみの一風堂ニューヨーク
でラーメンを食べました。仙台店と変わらぬ味に企業努力を感じます。
　取り留めなくて申し訳ありません。旅行記は以上となります。旅好きの皆様、是非犬飼
と旅に行きましょう！

　本年8月24日、当クラブの姉妹クラブである台北市太平獅子会の
チャーターナイト45周年記念式典が台湾の台北市にて開催されました。
式典において、太平獅子会に大きな貢献をしたとして、当クラブからは、
北川会長及び林孝子さんが記念品の贈呈を受けました。
　続いて、北川会長から謝意が述べられました。まずは、定番どおり台湾
語での挨拶、そして日本語での謝意と続くのかと思いきや…、なんと北川
会長は謝意をすべて台湾語で述べました。これには、会場から大きな拍手
がおくられました。
　そして、恒例の宴が始まり、台湾のみならず、韓国とも友好を深め、記念
式典は盛況の内に幕を閉じました。
　今回の台湾訪問では、記念式典以外にも太平獅子会の案内での観光も
充実しておりました。昼夜問わず宴会が催され、とても楽しい時間を過ご
すことができました。太平獅子会の皆様には大変お世話になりました。
　今後も、姉妹クラブとの相互交流を深めていきたいと決意を新たにし
た式典でした。

編集後記

行事内容

PR情報委員長　L.田中 俊一

サンフランシスコ、ニューヨーク旅行記 

仙台エコーライオンズクラブ

年間計画
2019年11月～2020年1月

今月号の寄稿

第58回OSEALフォーラム（広島）

仙台市野草園 もみじ茶会

継続アクト 仙台市野草園
植物感謝祭 落ち葉焚き

11月  7 日（木）
～10日（日）

11月 10日（日）

11月 14日（木）

11月 24日（日）

11月 28日（木）

12月 12日（木）

12月 20日（金）

12月 26日（木）
～28日（土）

１ 月  9 日（木）

１ 月 20日（月）

１ 月 31日（金）

第1380回例会・理事会
スピーカー／宮城県こども病院　白根礼造 先生

第1382回例会・理事会

第1384回例会・理事会

１Ｒ新年合同例会
（第1385回例会振替）

第58回クリスマス家族会
（第1383回例会)  
於：仙台国際ホテル

仙台エコーLC お歳祝会 
於：東洋館

第51回全国ミニバスケットボール大会
宮城県予選　

第1381回例会 
入会式／柴田清孝 様

台北市太平獅子会ＣＮ45に参加して 

L.犬飼 拓哉

L.前田 大輔

ポールサイモンのステージ

サンフランシスコ近代美術館 (SF MOMA)

一風堂ニューヨーク


