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　年も明けてメンバーの皆様には、新たな気持ちでお仕事に、ライオンズ活動に力を
注がれている事と存じます。ただここに来てオミクロンなる新たな変異株により、第
６波が押し寄せ、我々の周辺にも影響を及ぼしつつある状況です。しかし我々には約
二年に及ぶ経験とコロナには絶対負けないという強い意志があるはずです。平穏な日
常が取り戻せる様、前へ前へと歩を進めてまいりましょう。
　さて今年度のガバナー公式訪問については、コロナに翻弄されながらも８/27（金）
に第２R第２Z（長井市）を皮切りに10/１（金）第３R第１Z（中山町）、10/５（火）第３R
第２Z（天童市）、10/22（金）第２R第１区（米沢市）、10/28（木）第４R第１Z（大石田
町）、10/29（金）第４R第２Z（新庄市）、11/２（火）第５R第２Z（鶴岡市）、11/４（木）
第５R第１Z（酒田市）、最後に12/10（金）第１R第１Z第２Z合同（山形市）全て訪問す
る事ができました。各地区の10名のZC、各クラブの三役の皆様、キャビネット構成員
の皆様には改めてスムーズな運営にご協力いただき心より感謝申し上げます。
　公式訪問を終えて二つの事を強く感じました。一つはメンバーの皆様が本当にライ
オンズが好きでライオンズを大切に思ってくれている事です。ある会長さんは、ガバ
ナー俺よ母ちゃんから“いい歳だしライオンズやめだらいいねがぁー”て言われてい
るのようーん。でもライオンズの仲間と一緒だと楽しいし、アクティビティに参加す
るとこんな俺でもまちの役に立っていると実感できんのよぉーと仰いました。加えて
もう一つは、1700名のメンバーの多くがライオンズ今のままではダメだといい意味で
の危機感を共有してもらっているなぁーという事です。ライオンズを好きだからこ
そ、ライオンズを良くしたい、変わらなければという強い思いを深く感じ入りまし
た。残り半年“A・B・Cでウィ・サーブ”を具現化すべくエンジンを吹かせていこう
と思います。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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　2021年12月10日（金）、ガバナー公式訪問が山
形市パレスグランデールにて行われました。
　本来であれば各クラブともに例会扱いにて行
うところでありましたが、コロナ禍ということ
もあり人数を制限し、１クラブ10名以内とお願
いをし、総勢120名ほどの人数にて行いました。
　公式訪問の前に三役協議会を開き、各クラブ
三役・第一副会長・キャビネット構成員の紹介
の後、ガバナー主導の下、各クラブの方針を発
表致しました。
　ガバナー公式訪問は、地区ガバナーよりご挨
拶並びに方針の発表を賜り、ガバナーＬ佐野宏
美の熱い思いを拝聴致しました。続いて副地区
ガバナーよりご挨拶を賜りました。
　新入会員の入会式では、ガバナーより直接ラ
ぺルボタンをいただき今後の奉仕活動の大いな
る励みになったのではないでしょうか。
　最後になりましたが、当初担当クラブであり
ました山形蔵王LCの皆様、また、今回担当頂き
ました山形霞城LCの皆様に御礼を申し上げま
す。誠に有難うございました。

　９月３日に『ガバナー公式訪問1R10LC合同例
会』として予定しましたが、コロナウイルス感
染拡大を受け８月９月開催の公式訪問は延期。
年度の折り返しに差し掛かる時期となりました
が、12月10日第２回諮問委員会に合わせ変更し
1R合同ガバナー公式訪問を開催、第２回諮問委
員会に引き続き三役協議会、公式訪問と立て込
んだ日程の中出席いただきました会員各位のご
協力に感謝申し上げます。
　三役協議会には地区ガバナーＬ.佐野宏美、第
一副地区ガバナーＬ.吾妻正章、第二副地区ガバ
ナーＬ.西村公夫、キャビネット構成員、クラブ
三役と第一副会長が出席し、協議事項の会長
テーマや会員増強及び維持について各会長から
様々なご苦労や問題点、またこのような方法で
上手くいっている等の意見がなされ、ガバナー
からは各々労いや的確な応答があり、共通の課
題、会員増強については、退会防止維持に軸足
を置く事も結果的に会員増強に繋がるとの提言
もありました。
　今年度の公式訪問は、出席数制限、会食及び
懇親会無し、国歌斉唱やライオンズクラブの歌
等は黙唱、感染防止対策を講じ例年とは異なる
開催内容となりました。ガバナーは着座で開
会、ご挨拶の前にはガバ
ナーの思いが詰まったテー
マソング・国際会長メッ
セージビデオ視聴後ガバ
ナーテーマ、アクティビ
ティスローガンに対する取
組み方を伺い、改めて共助
の役割を担うライオンズク
ラブの方向性を再認識、年
度後半の活動やアクティビ
ティに反映されるものと感
じました。



　332-E地区ガバナー佐野宏美L元地区ガバナー名誉顧
問会議長小関利一L複合地区元ガバナー協議会議長竹
田明L他キャビネット役員をお迎えして行われました。
　公式訪問並び三役協議会を行うにあたり最初の訪問
先でした。更にコロナ感染症が大きく糺されている中
で行うか、延期にするかに手惑い、準備に時間がない
状況でした。
　三役協議会では佐野宏美ガバナーよりガバナー方針や会員の増強LCIF100
キャンペーンの延長の説明などの報告があり、その後クラブ会長方針やクラブ
運営等ガバナーとの活発な意見交換になり有意義な協議会となりました。
　その後コロナ感染症を踏まえ更に大きな会場に移動して２ゾーン内のクラブ
員のご理解とご協力をえまして、例会扱いとせずにクラブ員を最小限に抑えて
の、ガバナー公式訪問の開催となりました。佐野宏美ガバナーの意向により入
場行進など改まったセレモニーも省略し、ガバナーテーマ「A・B・Cでウィ・
サーブ」にふさわしい開会で始まり、地区ガバナーのご挨拶、続いて副地区ガ
バナーのご挨拶等々簡素化したなかでも充実した式典のように思われました。
　事業計画及び実施するにあたっては、コロナ禍を避ける事が出来なくなった
近年、単位クラブはもとよりゾーン内の親睦を図る懇親会も出来なくなり情報
交換の場を設けられず、そうした中で会員数の減少傾向や、アクティビティへ
の縮小事業になっています。アクティビティスローガンでありますように、皆
さんの力で「今こそ示そうライオンズの底力を！」を掲げ共に頑張りましょう。

　10月22日に佐野宏美ガバナーをお迎えし第2R第1Zの公式
訪問を開催致しました。午後４時から三役協議会が行わ
れ、佐野ガバナーのご指導の下4LCの各会長とで①会長
テーマについて、②会員増強および維持について、激し
く熱い議論を交わして頂きました。当ゾーン各クラブ
共、会員減少は死活問題になっており皆さん真剣に向き
合って頂いていると感じました。
 吾妻正章第一副地区ガバナー、西村公夫第二副地区ガバ
ナー、屋代久GLTコーディネーター、須貝昇GMTコー
ディネーターの皆様からもアドバイスを頂き、①アク
ティビティの充実を図る（一般の方々も巻き込む、社会の
為になる）、②例会、会の運営の見直し（会費も含む）、③退
会者を防止する（コミュニケーションを常にとる）、④純増
１名を確保する、以上の方向性で活動していくことを決議致しました。
 午後６時からの公式訪問例会ではゾーン内42名の参加をいただき厳かに和やかに
開催することが出来ました。佐野ガバナーの熱い思いは全員に伝わったと思います。
　また、アレクサンダー国際会長のメッセージDVDもすごく好評でした。
　佐野ガバナーはじめ吾妻第一副地区ガバナー、西村第二副地区ガバナーには遠方
からお越し頂き誠にありがとうございました。また、片桐幹事、小出会計、黄木副
幹事の皆様には準備から後片付けまでもお手伝い頂きましたこと感謝致しておりま
す。今後とも宜しくお願い申し上げます。
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　去る10月５日（火）、天童ホテルを会場に332E地区第
３R第２Zの佐野宏美地区ガバナー公式訪問例会を開催さ
せていただきました。3R・2Zは、佐野ガバナーが所属す
る天童中央LCのゾーンでもあり、当初のスケジュールで
は、公式訪問のフィナーレ例会としてお迎えする予定で
した。しかしながら、新型コロナ感染第５波の影響によ
り、９月開催予定が全て延期となり、果たして10月初旬の開催は出来るのだろ
うか？と不安な気持ちを抱きながらも準備を進めてまいりました。結果は９月
中頃には終息の兆しが見えてきて予定どおり開催できたことが、コロナ禍に於
いては何よりかと思っております。佐野地区ガバナー、吾妻第一副地区ガバ
ナー、西村第二副地区ガバナー、そしてキャビネット構成員の方々も、安堵さ
れたのではないかと思われました。
　さて、当日は16：00より同ホテルに於いて三役協議会が先に開催され、出席
者の紹介の後、佐野ガバナーよりご挨拶いただきガバナー主導の下各クラブの
方針等を発表していただきました。公式訪問例会は総勢約130名の参加があ
り、地区ガバナー、第一第二副地区ガバナーの３名の方より、ご挨拶をいただ
きました。ガバナーテーマソング岩崎宏美「いのちの理由」が流れたときには
佐野ガバナーの熱い想いが伝わってきて、感動いたしました。
　令和４年４月30日の年次大会はコロナ感染も終息に近づき無事、以前（３年
前）の様な形で開催されることを祈るばかりです。
　最後にこの度の公式訪問例会に際し、ご尽力をいただきました会員各位と
キャビネットの方々に感謝を申し上げ御礼といたします。

　第3R第1Zガバナー公式訪問、10月１日に中山町中
央公民館で、佐野宏美ガバナー・吾妻正章第一副地
区ガバナー・西村公夫第二副地区ガバナー・角田裕
一元地区ガバナー・名誉顧問・キャビネット役員を
お迎えし、５クラブ３役、会員56名の出席のもと開
催致しました。今年も昨年同様に、新型コロナウイ
ルスの為に懇親会が中止となり大変残念な年になり
ました。
　三役協議会では、各クラブ会長方針、クラブ運
営、アクティビティなどガバナーに報告する事がで
き、その後活発な意見交換が行われ１時間30分では
足りないくらい盛り上がった会議となりました。
　その後、3R1Z5クラブ合同例会が行われ、佐野宏
美ガバナーの挨拶では、地区ガバナーテーマ・アク
ティビティスローガン・LCIFキャンペーン100の延
長などの説明をお話頂いて、会員の皆様に理解して
いただいたと思います。
　私ゾーンチェアパーソンの役割が重要だと再認識
し、残り７か月3R1Zの方々と共に、目標に向かって
行きたいと思います。
　最後にご協力頂いた皆様に感謝を申し上げます。

東海林 廣至



　コロナ対策で、本業の業績を気にしながら先の見え
ない1年であったと思います。WEB会議を体験させて
いただきましたが何故か虚無感が残り、前向きになれ
ない日々が続いておりました。
　10月29日にガバナー公式訪問を終えて、少しずつ前
向きな姿勢に戻していただきましたことに感謝申し上
げます。
　やはり、ライオンズ行事はガバナー公式訪問に始まり、332-E地区の年次
大会に終わることだなと実感いたしました。
　私の所属するクラブでは、9～10月に活動を休止したため、ゾーンチェア
パーソンの役割をほとんど休止していました。
　各クラブへの例会訪問を12月以降に活動を始める次第であります。
　アラート・会員増強のことでは、どこのクラブでも困っているのが現状
であります。会員の維持すら難しくなっており、新会員を集めるのが大変
であります。4R2Zは5クラブがあって、ゾーン会員として人数が減る一方で
あります。そして、年金生活をしている方もライオンズの会員であるのが
現状であります。会員が少なくなると一人当たりの負担が大きくなってい
ることも悩みであります。
　しかし、出来るだけ会員減少に歯止めできるように努力しますのでよろ
しくお願い申し上げます。コロナで開催が難しい中で規模を縮小したガバ
ナー公式訪問を終えられたことに感謝申し上げます。

　去る2021年10月28日、大石田町「虹のプラザ」に
て開催されました。佐野ガバナーはじめ、吾妻第一
副地区ガバナー・西村第二副地区ガバナーほかキャ
ビネット構成員をお迎えして午後４時より三役協議
会、午後６時より公式訪問・合同例会を行いまし
た。三役協議会では佐野ガバナーより運営方針等が
熱く語られ、また、参加５クラブの三役より多くの意見質問等に
耳を傾けておられました。会員維持・増強がやはりどこのクラブ
でも問題視され、共通の悩みごとのようでした。各クラブ１名の
増強を目指し努力することで一致していました。公式訪問では
ゾーン内５クラブ約50名が出席し、テーマソング及びアレキサン
ダー国際会長のビデオメッセージが放映され、出席者には良い刺
激になったと思います。本来なら酒席を設けガバナー及びキャビ
ネット構成員の方々と懇親を深めたかったのですが、コロナ禍で
できなかったのが残念です。
　佐野ガバナー・片桐幹事・小出会計大変お疲れさまでした。
　健康にご留意され、ご活躍ください。

大石田町虹のプラザ
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　今期ガバナーテーマから、すべての物や行事の進め方を
必要な物と、そうでない物を見つめ直して行こうとの考え
で、公式訪問においても、ガバナーの思いが反映された例
年とは一味違う公式訪問だったと思いました。
　まずは、役員の入退場のセレモニーを無くしたことです
が、コロナ禍の中、時間短縮を考慮してではありました
が、役員に成った証として会員から拍手を受けての入退場も、私の経験上、悪
くもなかったので、この件は少し残念かなと思いました。
　次に、ガバナーあいさつ前のビデオは斬新で良かったと思いました。
　ビデオの内容も良かったのですが、それに対するガバナーの思いが伝わ
り、あいさつの中で述べられていた、「変化を恐れず良くしたい。」の言葉に
感銘を受けた会員が多くいたと感じました。　　
　ビデオスクリーン配置の関係で会場を横に使う事になり、会場が広く感じ
会員同士の密が避けられ、ゆったりとした感じにすることが出来たのもビデ
オ放映の副産物と思いました。
　今回の5R2Zは、新入会員が20人と多く、その入会式や会員紹介に時間が掛
かる事が予想されたので、司会からの会員紹介を無くし各クラブ会長からの
紹介にしたのはスムーズな進行で正解だと感じました。
　多少のトラブルはあったものの、ガバナーの思いが会員に伝わる良い公式
訪問に成ったと思います。

　コロナ禍で延期になってました公式訪問、三役会
議が、リッチ＆ガーデン酒田にて11月４日執り行わ
れました。
　当日、どのようになるか少々心配ではありました
が、天候にも恵まれ予定通り行われました。三役協
議会では各クラブの取り組みや活動等、活発な意見
交換が行われました。また、佐野ガバナー、第一・
第二副地区ガバナーより各クラブへ今後の対応や運
営方針など説明があり有意義な三役協議会になりま
した。
　キャビネット三役及び第一・第二副地区ガバ
ナー、構成員と食事をとった後、公式訪問では、参
加メンバーに対しガバナーよりガバナーテーマ、ア
クティビティスローガン、地区運営方針等のお話を頂きその後新入会員入会式
を行い無事終了致しました。5R1Z一丸となり後半に向けてLCIF、会員増強な
ど佐野ガバナーを支え目標に向かって進めて行きたいと思います。
　キャビネット並びに5R1Zのメンバーに感謝申しあげます。



　立冬も過ぎ、日一日と寒さが肌に凍み、私たちの
近くまで冬の足音が聞こえてきているようです。
　アレキサンダー国際会長のもと、７月より332-E
地区ガバナーに就任して早いもので５か月が過ぎよ
うとしています。
　各地区のゾーン・チェアパーソン、各クラブの三
役の皆様方、キャビネット構成員の皆様、加えて
キャビネット事務局のお二人には、改めてスムーズ
な運営にご協力いただき、心より感謝申し上げま
す。
　キャビネットの委員会活動においても、各委員長
さんの新しい視点でのアグレッシブな奉仕活動、セ
ミナー、委員会活動を行ってくれております。これ
からのライオンズを標榜する大変頼もしいアクショ
ンです。
　今期もそろそろ折り返し地点に差し掛かろうとし
ています。“A・B・Cでウィ・サーブ”を具現化
できる様エンジンを吹かしていこうと思っていま
す。キャビネットはあくまで県内52クラブの応援団
ですので、各クラブの課題解決・順調な発展に強力
な支援を差し伸べられるような地区運営を目指して
いきますので、宜しくお願い申し上げます。



　立冬も過ぎ、日一日と寒さが肌に凍み、私たちの
近くまで冬の足音が聞こえてきているようです。
　アレキサンダー国際会長のもと、７月より332-E
地区ガバナーに就任して早いもので５か月が過ぎよ
うとしています。
　各地区のゾーン・チェアパーソン、各クラブの三
役の皆様方、キャビネット構成員の皆様、加えて
キャビネット事務局のお二人には、改めてスムーズ
な運営にご協力いただき、心より感謝申し上げま
す。
　キャビネットの委員会活動においても、各委員長
さんの新しい視点でのアグレッシブな奉仕活動、セ
ミナー、委員会活動を行ってくれております。これ
からのライオンズを標榜する大変頼もしいアクショ
ンです。
　今期もそろそろ折り返し地点に差し掛かろうとし
ています。“A・B・Cでウィ・サーブ”を具現化
できる様エンジンを吹かしていこうと思っていま
す。キャビネットはあくまで県内52クラブの応援団
ですので、各クラブの課題解決・順調な発展に強力
な支援を差し伸べられるような地区運営を目指して
いきますので、宜しくお願い申し上げます。

　11月も中旬を迎え、舞鶴山もすっかり色づい
た天童市においてリーダーシップセミナーが行
われました。講師に332-A地区のL.田名部智之
ガバナーをお迎えし、129名の会員参加のもと
リーダーの資質について学びを得ることができ
ました。
　冒頭より忌憚ない歯切れのよい言葉で参加者
をリードし、パワーポイントによる映像を見な
がらそのペースにのみ込まれていくように講和
が進んでいきます。332-A地区では、今年度の
目標にエクステンション10クラブ、会員の純増
200名を謳っています。会場は半信半疑の会員
が大方だったと思われますが、実現の時が近
づいているという言葉に驚きを隠せませんで
した。
　講和では、リーダーが臨む効果的な行動５つ
のポイントを挙げています。
　「現状打破に挑む」・「ビジョンを共有す
る」・「行動できる環境をつくる」・「自ら模
範を示す」・「心から励ます」です。
　国内どこでも共通の課題は会員の減少です。
景気が低迷し、ライオンズクラブの会員確保が
容易ではないと考えている。加えて、新型コロ
ナウイルス感染症の蔓延という未曽有の災害に
襲われ、ますます大変になっているというわけ
です。致し方ない見方なのでしょうが、前出の
５つの行動に取り組むことで、その境遇を乗り
越えられるというのです。講和を受け、そのす
べてがリーダーシップの成せる業であり、“求
められるリーダー”の姿がここにあると感じる
セミナーとなりました。

　そして、効果的なリーダーの資質「20項目の
定義」が紹介されました。
　①　危険を恐れない
　②　変化を受け入れる
　③　多様性を受け入れる
　④　創造的および革新的
　⑤　未来志向
　⑥　情熱的
　⑦　協調性がある
　⑧　熱心
　⑨　チーム重視
　⑩　人を力づける
　⑪　進んで仕事を任せる
　⑫　自信がある
　⑬　信頼がおける
　⑭　誠実
　⑮　責任感がある
　⑯　一貫性がある
　⑰　指南役
　⑱　協力的
　⑲　積極的に祝う
　⑳　ねぎらう
　明らかに、我が国におけるライオンズクラブ
に改革を提唱するものであると感じます。
Society5.0という時代では求められる奉仕も違
うのです。求めている人の足元に届く奉仕活動
を実践していきましょう。新時代のリーダーの
牽引をご期待申し上げます。



　地区会員の皆様にはアラート事業推進・LCIF事業に関して御理解御協力をいただき感謝申し上
げます。
　さて、佐野地区ガバナーの重点方針の一つである「アクティビティの将来性に関する合同セミ
ナーの実施」並びに「LCIFへの寄付と交付金の理解を進める」に沿い、去る12月３日天童ホテル
において332-E地区『アラート・LCIF合同セミナー』が開催されました。
　当日は佐野ガバナー始め県内ライオンズクラブよりクラブアラート委員・LCIFクラブコーディ
ネーターの出席をいただきました。

　2011年の東日本大震災にLCIF始め世界のライオンズクラブから2100万ドル超の支援金が送られ
たのも記憶に新しく、また昨今の自然災害の多発の中LCIFの重要性が再認識されている今、絶好
のセミナーでした。
　LCIF交付金を活用したアクティビティは以前は一般援助交付金が主体でしたが、自然災害が増
えライオンズクラブだからこそできるLCIF交付金を活用したアクティビティが増えている現在で
す。どうぞ地区会員の皆様にもLCIF交付金の活用を是非御検討下さい。
　また、L.山下里美考案の332-E地区『ALEAT（緊急災害）災害時対応マニュアル』がWEB上に
掲載されていますので御覧下されば幸いです。
　最後になりますが講師をお勤め頂いたお二人に心から感謝を申し上げます。有難うございま
した。
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　ライオンズクラブアクティビティの基幹事業であ
る「献血活動」
　歴代地区ガバナーの重点目標にも挙げられている
「一万人献血運動」
　その中で毎年開催されてきた山形県赤十字血液セ
ンター主催による「山形県ライオンズクラブ献血推
進研究会」がコロナ禍により 2 年間見送りとなって
いたが、この度形式を変え第 2 回キャビネット会議
終了後に山形県赤十字血液センターより渡辺眞史セ
ンター所長、中村俊治献血推進課長、奥山俊輔献血
予約推進係長の三氏にご出席いただき山形県赤十字
血液センター・ライオンズクラブ国際協会 332-E 地
区懇談会を開催した。
　趣旨説明の後、中村献血推進課長より献血の現状
の説明があり、山形県内においては年間 4万 1 千人
の献血者で「その約 4分の 1をライオンズクラブが
担ってくださっており大変感謝しております」との
ことであった。
　また、400mlと 200mlについての質問があり、
200mlを扱う医・病院が新生児・小児科等に限られ
ること、大半の病院では 400mlを使用しており輸血
による副作用の軽減や患者への負担軽減を図ってい
るとのことでした。
　更にこれまで開催の研究会での成果として、LC・
行政・血液センターの三者交流の機会であり、情報
共有、優秀活動に対する顕彰、それに対してLC会

員の献血推進に対するモチベーションの強化や三者
連帯感の形成と LC 献血推進活動の活性化につなが
り、ひいては輸血用血液の安定供給へ向けた血液確
保に繋がっているということである。
　今後の課題としては、冬場は献血者が減少するた
めその時期の献血活動強化、企業・学校等へのアプ
ローチ新規開拓、そして何よりも一番の課題が「若
年層の献血協力者確保」とのことであった。
　我々 LC 会員の大半が企業経営者、管理職者であ
り、各取引先企業への企業献血協力の提案やこれま
での PTA 活動・保護者会活動を通しての各学校等
への献血活動協力を積極的に呼びかけ、働きかけて
更なる血液安定供給に繋げていく必要性を痛感した
次第であります。
　結びに、担当委員長として、日常より献血活動に
注力いただいております県内各クラブの皆様にこの
場をお借りし衷心より御礼申し上げますと共に今後
更なるご協力を重ねてお願い申し上げます。

高　橋　洋　行
本　間　貴　幸
小　川　　　修
小　関　　　稔
栗　田　　　明



　「地域の子供は地域で守る！！！」を念頭に、天童もみじライオン
ズクラブでは、昨年の 12 月９日、天童市立天童北部小学校にて、
喫煙防止　薬物乱用防止教室を開催、協賛してまいりました。
　ライオンズクラブ国際協会でも、重点目標として掲げている、薬
物乱用防止「ダメ！ゼッタイ！！」運動。これは、私共ライオンズ
クラブの会員だけでなく、全世界の願いだと思いますが、この教室
も当クラブの大事な一事業として、恒例の活動となりました。
　チーム「薬らん防」リーダーで薬物乱用防止指導員である秋葉良
一さんを筆頭に、今回は、薬剤師、山形県警察本部の方に講師をお
願い致しまして、５年生を対象に、「たばこと私たちの身体」・６年
生を対象に、「薬物の恐ろしさについて」をお話しいただきました。
この活動はこれからの未来を担って行く青少年の健全育成を考えて
も重要な活動です。今後も継続していきたいと思います。

　2021 年度の新しい年を迎え、新型コロナウイルスが世界中に広がってから３年
目を迎えましたが、やっと収束に向かって来たと思われた矢先、ここに来てオミ
クロン株があっと言う間に世界中に広がってしまいました。
　そんな中ではありますが、当クラブは結成 40 周年の節目を迎える事になりまし
た。去年の 11 月には、結成 40 周年記念事業の一環として、舞鶴山の「天童公園
もみじ園」にシンボルとなる樹齢 60 年、高さ７ｍの「イロハモ
ミジ」を寄贈致しました。
　当日は、11 月としては珍しく晴天にも恵まれ、天童市長をは
じめ、市議会議長や佐野ガバナー、多くのご来賓から出席を賜り、
厳かな中にも盛大な植樹祭を開催する事が出来ました。
　「花の山形、もみじの天童…」と花笠音頭の歌詞にもあります
が、これから長年にわたり天童市のシンボルとして、市民の皆
様に愛され続ける事を願っております。
　３月には結成 40周年記念式典を挙行する計画でおりますので、
それまでには新型コロナウイルスが収束していることを願って
おります。



　「地域の子供は地域で守る！！！」を念頭に、天童もみじライオン
ズクラブでは、昨年の 12 月９日、天童市立天童北部小学校にて、
喫煙防止　薬物乱用防止教室を開催、協賛してまいりました。
　ライオンズクラブ国際協会でも、重点目標として掲げている、薬
物乱用防止「ダメ！ゼッタイ！！」運動。これは、私共ライオンズ
クラブの会員だけでなく、全世界の願いだと思いますが、この教室
も当クラブの大事な一事業として、恒例の活動となりました。
　チーム「薬らん防」リーダーで薬物乱用防止指導員である秋葉良
一さんを筆頭に、今回は、薬剤師、山形県警察本部の方に講師をお
願い致しまして、５年生を対象に、「たばこと私たちの身体」・６年
生を対象に、「薬物の恐ろしさについて」をお話しいただきました。
この活動はこれからの未来を担って行く青少年の健全育成を考えて
も重要な活動です。今後も継続していきたいと思います。

　2021 年度の新しい年を迎え、新型コロナウイルスが世界中に広がってから３年
目を迎えましたが、やっと収束に向かって来たと思われた矢先、ここに来てオミ
クロン株があっと言う間に世界中に広がってしまいました。
　そんな中ではありますが、当クラブは結成 40 周年の節目を迎える事になりまし
た。去年の 11 月には、結成 40 周年記念事業の一環として、舞鶴山の「天童公園
もみじ園」にシンボルとなる樹齢 60 年、高さ７ｍの「イロハモ
ミジ」を寄贈致しました。
　当日は、11 月としては珍しく晴天にも恵まれ、天童市長をは
じめ、市議会議長や佐野ガバナー、多くのご来賓から出席を賜り、
厳かな中にも盛大な植樹祭を開催する事が出来ました。
　「花の山形、もみじの天童…」と花笠音頭の歌詞にもあります
が、これから長年にわたり天童市のシンボルとして、市民の皆
様に愛され続ける事を願っております。
　３月には結成 40周年記念式典を挙行する計画でおりますので、
それまでには新型コロナウイルスが収束していることを願って
おります。







　中川イセは明治34年8月山形県干布村荻野戸(現在の天童市)に生まれる。その2年後に母

親が病死し、里子に出された。学校の成績は優秀だが家が貧乏な為、東村山郡山寺村荒谷分

教場（現在の荒谷小）を4年で修了した後は山形、米沢、東京で必死に働いた。16歳で未婚の

母となったが、子供は里子に出し、養育費を作るために遊郭へ身を売り北海道へ渡り住み後に子

供を引取る。町議会議員で牧場主でもある町の名士、中川家の長男と結婚するも中川家一族か

ら結婚に反対され勘当されてしまい、サハリンに渡り生活を送った。勘当が解け網走の中川牧場

を継ぐと経営手腕を発揮する。国防婦人会理事や愛馬婦人会などの公職に就くようになった。網

走市市議会議員は7期連続当選、28年間議員を務めた。在職中、網走に水道を引くため東京の

企業へ依頼するが、担保がないからと断られてしまう。イセは私有財産全部を担保に入れるからと

死に物狂いで頼み込み、企業はその熱意に感動して契約したという。時の政権幹部も一目置く

存在でした。他にも輝かしい業績は数々あり、庶民の味方、温情溢れる女性活動家として北海道

を開拓した北の女性の代表と評されている。

中川イセを学ぶ

網走市議会議員に初当選したころのイセ （平成４年３月  網走市名誉市民授与）


