


　我々ライオンズクラブは1917年にアメリカシカゴで産声をあげ、日本では1952年に東京ライオンズクラブが設立
され、遅れて７年後の1959年には当地山形でも山形ライオンズクラブが設立され先人たちより“ウィ・サーブ”の歩
みを進めてまいりました。そして、その長きに亘り時代の変化地域の変化に対応すべく志を掲げて来られました。
しかし、時代の流れは我々の想像を凌駕し、その速さと変化の大きさに、対応できず取り残されている部分がある
のではないでしょうか？
　今年度、ダグラス・Ｘ・アレキサンダー国際会長は会長テーマを“ウィ・サーブ”とし2017年から続いているテーマ
を継承されましたが、加えて会長メッセージを“心からの奉仕を”と打ち出されました。世界が多くの苦難に遭遇し
た昨年、ライオンズクラブはアクティビティを通して、様 な々創意工夫を凝らし革新的なアイディアを生み出した年で
もありました。そして、各クラブメンバーはその歩みを一歩進めて、競技場の観客席に座るのではなく、フィールド
に降りてアクションを起こしてほしいと訴えておられます。
　国際会長の意を受けて、今年度＜ガバナーテーマ＞を“Ａ・Ｂ・Ｃでウィ・サーブ”とさせていただきました。
何のことかとお思いでしょうが、Ａ・Ｂ・Ｃとはオールベターチェンジの頭文字をとり、全てを良い方向に変えていこ
うという思いを込めました。
物事を変えていくには徐々に段階を踏んでが理想ですが、現実は、現状を維持することに逃げてしまいがちです。
変化の速い時代の中で現状維持は後退することに等しく、このコロナ禍だからこそ変えるべき“マスト”の事柄が
周りには溢れています。今こそドラスティックに変わるチャンスです。
　現在メンバーの皆様もライオンズと言うコップの中だけでしか通用しない常識や物事があると感じることはない
でしょうか？　例えばライオンズのピンの数、色、位などで声高に肩で風を切っている方を見かけませんか？　生意気
なことを言わせてもらえば、ライオンズピンはスーツの襟飾りではなくハートに矜持として付けるものではないで
しょうか？
　加えてアクティビティスローガンを“今こそ示そうライオンズの底力を！”といたしました。ちょうど10年前2011年３
月11日東日本大震災後の４月29日、楽天球場で当時日本プロ野球選手会長　嶋基弘選手が“見せましょう東北の
底力を”と力強いメッセージを発しました。
　あの困難な時期の思いを今に重ね、我々ライオンズクラブメンバーは、家族、会社とその社員、そして自分の住み
なれた地域を守る使命があると考えます。
　このコロナ禍にあって、我々が力を合わせて底力を見せなければなりません。
　永 と々引き継がれたライオニズムの思いを、アクティビティを通じて地域の元気に繋げましょう。
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　今年度、第１副地区ガバナーとして正式に選出していただきま
した大石田ライオンズクラブ所属L.吾妻正章です。一昨年度か
らのコロナウイルス感染症拡大に伴い、様 な々事業ならびに講演
会に制限がかかる中、国際会長テーマウィ・サーブ「心からの奉
仕を」、ガバナーテーマ「ABCウィ・サーブ」、これらを地区会員皆
様と一緒に理解し、佐野ガバナーの下ガバナーチームの一員とし
てライオンズクラブ、332-E地区の発展のために全力で取り組んで
いきたいと考えておりますので、会員の皆様のご指導ご鞭撻よろ
しくお願い申し上げます。

　今年度キャビネット幹事を仰せつかりました、天童中央ライオン
ズクラブ所属L.片桐健悦と申します。
　コロナ禍での大変な年ではありますが、地区内の各ライオンズ

　今年度もLCIF地区コーディネーターを担当させて頂きますの
で宜しくお願いします。3年間に渡っての「LCIFキャンペーン
100」は会員の皆様から目標比90％を超す献金をして頂き有難う
ございました。感謝申しあげます。今年もコロナ対策支援を含
め、新たな地区献金目標13万ドル達成に会員の皆様のご協力を
頂き頑張ってまいります。
①正会員の「CIFキャンペーン100」献金継続への依頼と協力要請
②各クラブ１名以上のMJF1000ドル献金と会員１名200円の拠出
③LCIF活動の周知徹底　皆様のご協力をお願い致します。

　この度キャビネット会計を仰せつかりました天童中央ライオンズ
クラブ所属のL.小出浩太郎です。1年間どうぞよろしくお願いい
たします。
　私は2016年入会しライオンとして6年目に入ります。その年々に
様々な活動を経験させていただき、少しずつではありますがライ
オンズの素晴らしさや魅力を感じるようになってきております。と同
時にコロナ禍である今だからこそ、この団体がやれることがきっと
あるのではと考えるようになりました。
　「今こそ示そうライオンズの底力を！」今年度佐野ガバナーが
提唱されたスローガンです。困難な状況の中、各地で懸命に活
動される各地ライオンズクラブの応援団として、精一杯サポートし
てまいりたいと思います。会計として、無駄・無理のない健全な財
政運営を心がけてまいります。また今年は各地に赴き皆様とお
会いできることがとても楽しみです。どうぞ1年間皆様のご支援
ご協力をよろしくお願いいたします！

　「キャビネットはクラブの応援団」、地区ガバナーが一丁目一番
地に掲げる想いです。佐野宏美地区ガバナー、吾妻正章第一
副地区ガバナーを見習い、クラブファーストの組織運営を心掛け
活動して参ります。同時に県内外の少しでも多くのメンバーと話
をして、お顔とお名前を覚えていきたいと思います。ライオンズ歴
の浅い私なので、関わりのある方 と々お会いできることを喜びとし
て、友愛と相互理解の精神を養いながら、一生懸命に任務遂行
に邁進して参ります。メンバー皆様からご指導の程よろしくお願
い致します。

所属クラブ　大石田ライオンズクラブ
勤　務　先　吾妻クリニック
生 年 月 日　1963年2月23日
入　　　会　2001年
趣　　　味　ゴルフ

所属クラブ　酒田ライオンズクラブ
勤　務　先　㈱ニシムラ
生 年 月 日　1966年8月7日
入　　　会　2007年
趣　　　味　トレッキング・ゴルフ

所属クラブ　天童中央ライオンズクラブ
勤　務　先　㈲小出大佛
生 年 月 日　1970年4月16日
入　　　会　2016年
趣　　　味　ノルディック・ウォーキング

所属クラブ　天童中央ライオンズクラブ
勤　務　先　天童環境㈱
生 年 月 日　1959年9月1日
入　　　会　2000年
趣　　　味　サイクル・ゴルフ

所属クラブ　天童舞鶴ライオンズクラブ
勤　務　先　野川商事グループ顧問
生 年 月 日　1947年4月15日
入　　　会　1993年チャーターメンバー
趣　　　味　一人旅

クラブメンバーを第一に考え、佐野地区ガバナーのアクティビティ
スローガン「今こそ示そうライオンズの底力を！」に恥じないキャ
ビネット運営を心掛けてまいる所存です。しかしながら惶れない
運営でありますので、会員皆様のご理解とご協力をお願いし、ま
た事務局の森谷様、伊藤様の力添えを得ながら１年間努めて
まいります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。



　今、日本のライオンズは大きな岐路に立っている。一つは複合
と一般社団法人ライオンズクラブとの関係である。国際ルールに
基づいて解決していただきたい。一般会員が非常に迷惑を被り
地区の自治が脅かされている。もう一つは会員減少と奉仕の減
少である。そのために前期から取り組んでいる第３回活性化委員
会を通じて大改革を提案し、また、明日を担う若きリーダーの育成の
ため各ゾーンの精鋭を中心に活動していきたいと思っています。

　GSTの使命は「奉仕活動」にあります。今まで100年以上続い
ており、奉仕は広範囲にわたります。
　その様な中、今年度佐野ガバナーテーマに基づき、今必要とさ
れる奉仕活動を見出し、取り組んでいきます。
　キーワードは、糖尿病予防、ピンクリボン運動、スペシャルオリン

　今年度、地区FWTコーディネーターを拝命することとなりました。
　「女性の」と初めから括られる事には、正直なところ違和感を禁
じえませんでした。しかしながら、ライオンズクラブ自体に女性会員
が少ないという現実が根底にあるからという事も承知しておりま
す。ライオンズクラブの奉仕活動に於いては、多様性を認め合い
尊重し合える場であって欲しいと考えます。女性だけ、男性だけと
いう分け方では無く、共に意見交換をしながら事業を成すからこ
そ「得られる学び」と「得られる成果」があると考えます。それらは
奉仕活動を通じて、私たち個人個人をも豊かにしてくれると同時
に、これからの世代の人たちにもLCの活動は魅力的に映るので
はないでしょうか。そのためには女性会員と家族会員の増強は不
可欠と考えております。
　佐野宏美ガバナーのもと、将来に向けたFWTの在り方と方向
性を模索すると共に、他の委員会はじめ各クラブの皆さまのご指
導とご協力を頂きながら、邁進する所存です。１年間、どうぞよろ
しくお願いいたします。

　今年度第１R第１Zゾーン・チェアパーソンを拝命し身の引き
締まる思いでおります。
　コロナウイルス感染症が収束しない中新年度がスタート致しま
したが、地区ガバナー・テーマに沿った、また地区アクティビティス
ローガン「今こそ示そうライオンズの底力を！」を踏まえゾーン内
の融和と協調、各クラブの円滑な運営と奉仕活動の推進が出来
ますよう伝達と連携をはかり、微力ながら１年間努めさせていた
だく所存です。
　会員の皆様のご指導とご協力をお願い申し上げます。

　今年度のGMTコーディネーターを拝命しました。一年間どうぞ
よろしくお願いいたします。
　昨年度十分な活動が出来ない1年間だった為にもう1年地
区運営のお手伝いをする事になりました。クラブ運営と会員維
持が全国的にも厳しい状況になっていますが、伸びている地区も
あります。打開策はライオンズクラブの原点を忘れず会員融和
の中で地域貢献活動をやり続けること、「ライオンズらしさ」を忘れ
ない事と思います。難題から目を背けずに前向きに改善策を考
え実行していきましょう。地区内全会員の活躍に期待します。

ピックス、薬乱防止で、GATチーム、各委員会、各クラブと連携を
図り、全員で取り組んでいきたいと思います。
　みなさまのご協力よろしくお願いします。

所属クラブ　米沢ライオンズクラブ
勤　務　先　㈱けんなん
生 年 月 日　1956年2月16日
入　　　会　1999年
趣　　　味　クレー射撃

所属クラブ　米沢ライオンズクラブ
勤　務　先　㈲ロンダート
生 年 月 日　1954年1月8日
入　　　会　1997年

所属クラブ　寒河江臥龍ライオンズクラブ
勤　務　先　寒河江自動車㈱
生 年 月 日　1954年6月8日
入　　　会　1995年チャーターメンバー
趣　　　味　旅行・ドライブ

所属クラブ　酒田ライオンズクラブ
勤　務　先　㈱大商金山牧場
生 年 月 日　1965年10月3日
入　　　会　2016年
趣　　　味　園芸（多肉植物）、読書

所属クラブ　上山あららぎライオンズクラブ
勤　務　先　㈱ミツワ企業
生 年 月 日　1964年2月4日
入　　　会　2005年
趣　　　味　海釣り・読書
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入　　　会　2005年
趣　　　味　海釣り・読書

　この度第２R第２Zゾーンチェアパーソンを仰せつかりました長
井ライオンズクラブのL.安達雅和と申します。

　今年度、第３R第２Zゾーン・チェアパーソンを拝命しました天童
中央LC所属の古澤清美と申します。今年度佐野地区ガバナーと
は、当クラブ設立時から活動を共にしているチャーターメンバーの
間柄でもあります。ガバナーテーマ「A・B・Cでウィサーブ」……全
て良い方向に変える勇気。アクティビティスローガン「今こそ示そ
うライオンズの底力を！」……地域の元気を取り戻す。コロナ禍
の今だからこそ、ゾーン内メンバー一丸となって、各クラブの奉仕
活動が出来ますように、微力ながら1年間努力いたします。皆
様の御協力お願い致します。

　今年度、３R１Zのゾーンチェアパーソンの大役を仰せつかり身
の引き締まる思いと、責任の重さを感じております。昨年度はコ
ロナ禍の状況の中、副ZCの役目やZCの勉強も出来なかった事
が残念です。まだ先の見えないコロナ禍の中でどの様にして各
種会合の持ち方や奉仕活動を進めていくべきか頭の痛いところ
です。佐野ガバナーの重点目標、地区運営方針を５クラブの皆様
にお伝えし、発展に寄与出来る様努めてまいりたいと思います。
今年１年間皆様よりのご支援、ご協力を宜しくお願い致します

　今年度、２R１Zのゾーンチェアパーソンを仰せつかりました。
私はライオン歴も経験も浅く役の重大さを痛感しておりますが、皆
様のご指導とご協力の下責務を全うしたいと思っております。
　当ゾーンは４クラブございますが、正会員数は合わせて80余名
まで減少しており、会員の高齢化、若手会員募集難航等各クラブ
共に大きな諸問題を抱えております。
　そこで、佐野宏美ガバナーの重点目標にある「クラブファース
ト」「会員ファースト」のとおり原点に立ち返り、地区GATの活用、
ご協力を得ながら何とか各クラブの一助になれればと思っており
ます。どうぞ１年間よろしくお願いいたします。

　本年度、１R２Zのゾーン・チェアパーソンの大役を引き受ける
ことになり、責任の重大さを痛感しております。我々のゾーンは、
山形市内５つのクラブを擁しております。この５クラブとキャビネッ
トとを繋げながら、佐野ガバナーをサポートしていきたいと思いま
す。そしてガバナーテーマ・アクティビティスローガンに沿って、す
べて良い方向に変える勇気を持ち、ライオンズの底力を示してい
きたいと思います。
　１R２Z５クラブの発展の為、微力ながら努めていく所存で
す。皆様のご支援、ご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

　ライオンズの原点に立ち戻り必要とされる地域の奉仕活動を
振り返り、地区を活性化することを求められているのではないで
しょうか。
　ワクチン接種も進み、今年度はライオズ共通のテーマ「We 
Serve」を柱に、コロナで出来ないのでなく、コロナ禍でも出来る奉
仕事業がないかをクラブ会員と共にコミュニケーションを図りなが
ら、佐野地区ガバナーと地区クラブの目標達成の為のパイプ役と
して微力ながら頑張って行きたいと思いますので、1年間皆様
のご指導とご協力をよろしくお願い申し上げます。

所属クラブ　米沢ライオンズクラブ
勤　務　先　㈱メゾン
生 年 月 日　1958年7月1日
入　　　会　2012年
趣　　　味　読書・登山・神社巡り

所属クラブ　山形霞城ライオンズクラブ
勤　務　先　（宗）常林寺
生 年 月 日　1974年7月19日
入　　　会　2003年
趣　　　味　スポーツ全般

所属クラブ　長井ライオンズクラブ
勤　務　先　安達設備工業㈱
生 年 月 日　1952年8月19日
入　　　会　2000年
趣　　　味　マリンスポーツ

所属クラブ　中山ライオンズクラブ
勤　務　先　㈲東海林ファスニング
生 年 月 日　1964年2月11日
入　　　会　2011年
趣　　　味　ゴルフ・釣り

所属クラブ　天童中央ライオンズクラブ
勤　務　先　㈲エフティ共立建築事務所
生 年 月 日　1955年5月15日
入　　　会　1998年
趣　　　味　ドライブ（名所めぐり）



　今年度５R２Zのゾーン・チェアパーソンを務める町野です。
これまでキャビネットの役員は何度かやった事は有ったのです
が、Z７クラブ225人の会員をまとめていくのは初めてで重責を
感じています。
　抱負としては、ライオンズクラブの本流である「奉仕の心」
を軸に会員同士が楽しく繋がりを持っていけたらと思ってい
ます。
　最近、私のZでも１クラブ減ってしまいましたが、各クラブの
事情に合わせた無理のない持続可能な奉仕活動が望ましい
と考えて各クラブを応援していきます。

　新年度に入るや否や、熱海土石流災害をはじめとする豪雨
災害が全国で発生しています。ここ数年続いている豪雨によ
る災害は、恐らく一過性の現象ではなく地球規模の気候変動
によって今後も続くものと予想されます。
　初めてのアラート委員長としての大役に身の引締まる思い
ですが、佐野ガバナーをはじめとするキャビネットの皆様、ア
ラート委員の皆様、並びにL.山下前委員長との連携を密に
し、機能的なアラート活動に努めて参る所存でございますの
で、今期1年、皆様のご支援とご協力を何卒宜しくお願い申し
上げます。

　本年度、４R２Zのゾーン・チェアパーソンとして努めさせて
いただきます。我々のゾーンは、人口10万人以下に対して５クラ
ブが存在しております。各クラブとも会員が減少しているゾー
ンになります。それでも各クラブは奉仕活動に邁進しておりま
す。まだまだコロナウイルスが蔓延しており、各クラブとも行事
日程について縮小させざるを得ない状況になっておりますが、
今年度はどのような事ができるのか各クラブ考えている最中
です。～WeServe～の下で、一生懸命ゾーン・チェアパーソン
として頑張りたいと思います。
　何卒、皆様ご支援ご協力を賜りますようお願い致します。

　この度、大石田ライオンズクラブの推薦を頂き、ライオンズク
ラブ国際協会332-E地区ガバナーL.佐野宏美より委嘱され４リ
ジョン第１ゾーン・ゾーン・チェアパーソンの大任を担う事にな
りました。職務の重大さに身の引き締まる思いです。お受け
したからには、未熟ではございますが、ライオンズクラブの名
に恥じないよう地区ガバナーのテーマ、アクティビティスローガ
ンに従い、微力ではありますが、粉骨砕身１年間職務を果た
して参りますので、会員各位のご理解とご支援、ご協力をお願
い申し上げます。

　今年度、５R１Zのゾーン・チェアパーソンを拝命し、責任の
重さを感じております。昨年度は、コロナ禍で例会や、アクティ

ビティなど活動に制限のある１年でした。今年度はオリン
ピックが開催されます。新型コロナ感染症の終息を願い、ガバ
ナーの下ゾーン内のコミュニケーションをとりながら、１年間
努めたいと思います。所属クラブ　大石田ライオンズクラブ

勤　務　先　㈲畑中衛生
生 年 月 日　1952年10月28日
入　　　会　1996年
趣　　　味　熱帯植物・旅行・釣り・写真

所属クラブ　新庄もがみライオンズクラブ
勤　務　先　ラッキーバッグ㈱
生 年 月 日　1948年4月28日
入　　　会　2010年
趣　　　味　ゴルフ

所属クラブ　酒田みなとライオンズクラブ
勤　務　先　プラック
生 年 月 日　1954年6月6日
入　　　会　2001年
趣　　　味　特になし

所属クラブ　三川ライオンズクラブ
勤　務　先　庄内スマートエナジー㈱
生 年 月 日　1959年1月19日
入　　　会　2000年
趣　　　味　オーディオ・乗り物
　　　　　　　（飛行機・船・自動車他）

所属クラブ　米沢松川ライオンズクラブ
勤　務　先　㈱ MOIN
生 年 月 日　1961年9月23日
入　　　会　2015年
趣　　　味　アウトドア全般
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趣　　　味　熱帯植物・旅行・釣り・写真
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勤　務　先　プラック
生 年 月 日　1954年6月6日
入　　　会　2001年
趣　　　味　特になし

所属クラブ　三川ライオンズクラブ
勤　務　先　庄内スマートエナジー㈱
生 年 月 日　1959年1月19日
入　　　会　2000年
趣　　　味　オーディオ・乗り物
　　　　　　　（飛行機・船・自動車他）

所属クラブ　米沢松川ライオンズクラブ
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入　　　会　2015年
趣　　　味　アウトドア全般

　Society5.0を迎え、現在ある職業は51%しか残らず、全く違
う職業が生まれると言われています。私たちの生活は大きく変
わり、求められる奉仕も違ってくることでしょう。近い将来の人
類のために、そして地球のために、会員の思いを寄せて新たな
アクティビティ、クラブ運営の在り方を考えていかなくてはなり
ません。委員会では足元を見つめ直すことからはじめ、今後起
こりうる変化に対応していくためのクラブ活性化の一助となる
活動をめざします。会員および地域に役立つ1年になるよう、
委員の方 と々ともに頑張りたいと思います。

　新型コロナウイルスによる影響で、ライオンズクラブの活動
や運営が、かつて経験のないほどの制約を受けています。ま
た、その期間がすでに３年に渡ってしまいました。このような状
況下、新たなスタンスでアクティビティを実施しておられる各ク
ラブのPRを積極的に行っていきたいと考えます。さらに、各種
会議などをIT利用による「コロナ禍でも安心して参加できる会
議」に変えていくための手段を探っていきたいと思います。どう
か、皆様のお力をお貸しいてできたく、お願い申し上げます。

　YCEはライオンズクラブ国際協会青少年健全育成プログラ
ムであり国際青少年交換と国際キャンプの二つが主な事業で
す。しかし今期もコロナ禍の中本来の目的である青少年の相互
派遣事業は難しい状況です。我が国の将来を担う青少年が
海外の若者と親しく交流し、異なった文化背景を持つ生活を
経験することで、ワールドワイドにそのフィールドをひろげる一
歩目の手助けになれるよう、来るべき時に備えてしっかりと情
報取集して参ります。そして、YE生がホスト家庭の家族として
過ごし様々なことを肌で感じる貴重な経験をしてもらう為にも
新型コロナウイルスの速やかな終息を願います。

　青少年育成委員長を拝命したL.京谷吉雄です。昨年まで
主軸を置いていたライオンズクエスト事業に変えて、今年

　「ライオンは死して目を残す」ライオンズクラブ国際協会の根
幹事業である献眼推進事業。先人の努力により1958年「角膜
移植に関する法律」の公布施行、また1963年には日本初となる
「アイバンク」の設立。
　今日まで粉骨砕身、心血を注いでこられた先輩諸兄のご
功績を汚さぬ様に、更に前進・発展させるべく今年1年
間、献眼・献腎・献血の三献運動を強力に推進して参りた
いと思います。
　県内各クラブ並びに各ライオン及びご家族の皆さまの深い
ご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

度は「薬物乱用防止を重点に取り組みたい」との佐野ガバ
ナーの思いを受け、先頭に立って邁進して行く所存です。これ
までの薬物乱用防止の活動に検証を加え、現在に即する内容
を見つめ直し、より良い活動にして行くため、委員会の皆様の
お知恵をお借りしながら少しずつではありますが、確実に実の
ある活動を提唱させていただきます。
　キャビネットの一員として各クラブの薬物乱用防止活動が意
義あるものとなるため最大限の応援をさせていただきます。
　今年1年間どうぞよろしくお願いいたします。

所属クラブ　天童舞鶴ライオンズクラブ
勤　務　先　ヤマグチデンキ
生 年 月 日　1957年7月5日
入　　　会　2007年
趣　　　味　ソロキャンプ

所属クラブ　天童中央ライオンズクラブ
勤　務　先　㈱野口　（同）モエコーポレーション
生 年 月 日　1959年2月20日
入　　　会　2003年
趣　　　味　ゴルフ・ジャズダンス

所属クラブ　上山ライオンズクラブ
勤　務　先　京谷工務店
生 年 月 日　1957年4月6日
入　　　会　2004年
趣　　　味　日本酒・柔道

所属クラブ　山形ライオンズクラブ
勤　務　先　三澤商事㈱
生 年 月 日　1964年1月2日
入　　　会　1995年
趣　　　味　スキー・球技スポーツ全般
　　　　　　ツーリング

所属クラブ　酒田ライオンズクラブ
勤　務　先　学校法人  酒田幼稚園
生 年 月 日　1964年9月16日
入　　　会　2002年
趣　　　味　小物収集





　７月27日（火）地区ガバナーL.佐野宏美が、片桐幹事、小出
会計を伴い、山形県庁を表敬訪問し、吉村美栄子知事、続いて
坂本貴美雄県議会議長と懇談しました。コロナ禍における現
在の地域情勢についての意見交換や、昨年７月山形県内で発
生した豪雨災害等、昨今頻発している自然災害に対するライオ
ンズクラブとしての取り組みについて紹介し、今後県とも連携が
できるよう提案いたしました。またコロナの影響で減少している
献血運動の推進など、重点目標について抱負を語りました。

　ライオンズクラブ（LC）国際協会332-E地区ガバナーに就任し
た佐野宏美氏（63）＝天童中央LC＝が12日、山形市の山形メディ
アタワーで寒河江浩二山形新聞社長（山形新聞グループ経営
会議議長）と懇談した。全国的に豪雨災害などが相次いでいる
現状を受け、「各地と連携し、機能的な支援に努めたい」と抱負
を述べた。
　佐野ガバナーは、昨年７月に豪雨災害が発生した大石田町に
対し、地域の要望を聞き取った上で支援金を贈ったことなどを紹介。大規模土石流が発生し、甚大な被害を受
けた静岡県熱海市にも支援金や必要な物資を届ける考えを示した。
　新型コロナウイルス禍の中で活動の縮小を余儀なくされる状況もあるが、「こういう時期だからこそ、できる活動
は積極的に展開すべきと考えている」と語った。組織として、SDGs（国連の持続可能な開発目標）の視点を持
つ重要性についても言及した。
　同地区は県内52クラブで組織し、約1,700人の会員が所属している。

山形新聞（令和3年7月31日）掲載



　2021～2022年度第１回キャビネット会議にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
　例年であれば、私自身２月末にはアメリカ・シカゴでのガバナーエレクトセミナー受講の予定でし
たが、コロナで中止。変わりに3、4、5月と3ヶ月に渡ってのウェブセミナー。予習、復習と大学時代以
来の“お勉強”。面倒臭いなあーと思いつつも終了証をいただいた時にはやり切ったという充実感を
味わう事ができました。加えて、6月末の第103回カナダ・モントリオールでの国際大会もバーチャルに
変更。日本時間6月29日午前零時、カナダから遠く離れた天童中央ライオンズクラブ事務所にて、片
桐幹事、小出会計に見守られてバーチャルでの就任式に臨みました。
　簡素ではありましたが、いよいよ始まるんだなあーと新たな決意を醸成するには最適なセレモニー
だったなあーと回想しております。
　さて、今年度アレキサンダー国際会長のメッセージは「心からの奉仕を」です。コロナ禍だからこ
そ、互いにコミュニケーションを図り、ウィ・サーブを深掘りし、全世界メンバー140万人、スクラムを組
んで地域社会の為に役に立とうという強い思いです。その様なメッセージを背に６月４日には、ＺＣ会
議・クラブ三役セミナー、6月14日には委員長副委員長委員会議等々正式なガバナー就任を待たずに
キャビネット事務局はじめいろいろな方々のご協力をいただき、多くの会議を開催し私の今期のガバ
ナーテーマ、アクティビティスローガン、地区運営方針や重点目標を説明いたしました。キャビネットは
県内52クラブの応援団であり、根底にクラブファースト・メンバーファーストを一丁目一番地に掲げ、
各クラブの会員維持増強アクティビティの質の向上、若いリーダーの育成等々のチャレンジのお手伝
いができる様歩みを進めてまいりたいと思います。
　結びに、与えられた任期の1年間、地区発展の為に、吾妻第一副地区ガバナー、西村第二副地区
ガバナー共々、ガバナーチームの力を結集して努力していく所存でございますので、今後共、なお一
層のご支援をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。
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　第2回ゾーン・チェアパーソン会議にあたり、ご挨拶
申し上げます。
　コロナ禍の中佐野ガバナーより「今こそ示そうライ
オンズの底力を」受け、副ゾーン・チェアパーソン制度

もなくなりましたが、10人のゾーン・チェアパーソン
の力を合わせて佐野ガバナーの元、ライオニズム
の思いを行動で示し地域の元気を取り戻せる様頑
張ります。



　コロナ禍の中会議や打ち合わせがリモートで行われる事例が
増えて来た事を踏まえ、当クラブでも多くのメンバーがリモート会
議を体験、経験する事により、自らの仕事や業務で積極的にリモ
ート（非接触型の仕事や生活）を活用出来るよう例会を開催
し、会員皆が始めての人が経験者の人から教えてもらいな
がらお互いリモートを体験しました。

　平成２０年に開山１３００年を迎えた「鈴立山若松寺」は、奈良
時代の和銅元年（西暦７０８年）に行基菩薩が開山した霊場で
す。室町時代には西国の観音巡礼信仰が東国にも普及し、最
上三十三観音礼所の第一番に位置づけられており、毎年多数の
巡礼者が訪れています。また、西の出雲、東の若松として「縁結
び」観音としても知られています。天童王将ライオンズクラブで
は、平成１７年から古参道の整備や境内清掃を１８年間続けてお
り、本年度は７月２０日に実施しました。

8/27（金） 2R2Z
（開催済）長井市タスパークホテル

10/22（金） 2R1Z
米沢市グランドホクヨウ

10/28（木） 4R1Z
大石田町民交流センター

10/29（金） 4R2Z
新庄市ザ・リヴィントン

11/2（火） 5R1Z
東京第一ホテル鶴岡

11/4（木） 5R2Z
ホテルリッチガーデン酒田

12/10（金） 1R合同
山形グランドホテル

10/1（金） 3R1Z
中山町中央公民館

10/5（火） 3R2Z
天童ホテル

リモート会議を体験してみよう !リモート会議を体験してみよう !
～Zoom体験例会～～Zoom体験例会～

若松寺境内清掃若松寺境内清掃
～18年続く～～18年続く～



　コロナ禍の中会議や打ち合わせがリモートで行われる事例が
増えて来た事を踏まえ、当クラブでも多くのメンバーがリモート会
議を体験、経験する事により、自らの仕事や業務で積極的にリモ
ート（非接触型の仕事や生活）を活用出来るよう例会を開催
し、会員皆が始めての人が経験者の人から教えてもらいな
がらお互いリモートを体験しました。

　平成２０年に開山１３００年を迎えた「鈴立山若松寺」は、奈良
時代の和銅元年（西暦７０８年）に行基菩薩が開山した霊場で
す。室町時代には西国の観音巡礼信仰が東国にも普及し、最
上三十三観音礼所の第一番に位置づけられており、毎年多数の
巡礼者が訪れています。また、西の出雲、東の若松として「縁結
び」観音としても知られています。天童王将ライオンズクラブで
は、平成１７年から古参道の整備や境内清掃を１８年間続けてお
り、本年度は７月２０日に実施しました。

8/27（金） 2R2Z
（開催済）長井市タスパークホテル

10/22（金） 2R1Z
米沢市グランドホクヨウ

10/28（木） 4R1Z
大石田町民交流センター

10/29（金） 4R2Z
新庄市ザ・リヴィントン

11/2（火） 5R1Z
東京第一ホテル鶴岡

11/4（木） 5R2Z
ホテルリッチガーデン酒田

12/10（金） 1R合同
山形グランドホテル

10/1（金） 3R1Z
中山町中央公民館

10/5（火） 3R2Z
天童ホテル

リモート会議を体験してみよう !リモート会議を体験してみよう !
～Zoom体験例会～～Zoom体験例会～

若松寺境内清掃若松寺境内清掃
～18年続く～～18年続く～

　今年度は、周年事業の当たり年で有りますが、コロナ禍で式典を行うクラブ
また、決定が中々出来ずにおられるクラブに最上川編集部では、2号・3号に
掲載致したく、各例会の中で式典を祝うクラブも原稿をお待ちしております。







　宮城浩蔵は嘉永５年、天童織田藩御典医武田直道の次男として誕生した。13歳の時に天

童織田藩重臣宮城家の養子となり宮城家を継ぐ。慶応４年戊辰戦争が始まると、吉田大八

の下で庄内藩、会津藩と勇敢に戦った。天童藩主の命により酒田に出てイギリス式兵法

（戦い方）を学ぶ。２年後、東京の「共学社」に入りフランスの学問を学び明治９年フランス

人教師から推薦を受けパリ大学に留学する。さらにリヨン大学で法律学や政治学を学び法

律学士の学位を受けて明治13年帰国した。帰国後、岸本辰雄、矢代操とともに明治法律

学校（現明治大学）を創設する。明治23年に第１回衆議院議員選挙が行われ宮城浩蔵は

山形に戻って（山形県第１区）から立候補し当選、弁護士の免許を受け刑法改正の起草委員

として活躍。しかし、明治26年２月、腸チフスによって40歳の若さでこの世を去った。

　山形市の千歳公園には宮城浩蔵を讃えた「宮城浩蔵顕彰碑」が建てられている。


