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上尾ライオンズクラブ　創立35周年　記念特集号

友 愛 社会奉仕



スローガン

Liberty, Intelligence,
Our Nation's Safety

ライオンズの誓い

われわれは知性を高め、
友愛と相互理解の精神を養い、

平和と自由を守り、
社会奉仕に精進する 

モ ッ ト ー

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ
われわれは奉仕する

（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）



ライオンと呼ばるる人

★ 事業を成功に導き、善良な生活を楽しみ、

　　常に微笑をたたえ、人類を愛し、

　　知識人の尊敬を集め、

　　幼児たちに親しまれる人

★ その地位にふさわしく、

　　かつ精力的な仕事ぶりにより、

　　一輪の花と心うつ詩と、

　　そして、うるわしさを秘めた魂とによって、

　　よりよき社会をもたらす人

★ 人生の中に美の輝きを感じ、

　　その賛美の言葉を忘れず、

　　友の美点をつねに見守り、

　　自らの良きところをまた友に贈る、

　　その人生こそ偉大なる感激そのもの 

彼こそライオンと呼ばるる人



上尾ライオンズクラブ　認証状 上尾ライオンズクラブ旗

台北市仁徳國際獅子會　姉妹提携

結盟年月日 ： Ａｐｒ ． 1 ． 1985

事　務　局 ： 台北市信義路四段267号

　　　　　　　 704-9197

例　会　場 ： 台北市松江路186号　慶泰大飯店

例　会　日 ： 毎月2日・16日　　PM7：00
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上尾ライオンズクラブ結成３５周年
記念事業、式典及び祝賀会　式次第

　１．会　長　挨　拶

　２．記 念 品 贈 呈

　３．浦和レッズハートフルクラブ　代表挨拶

　４．ハートフルクラブ　コーチ陣　紹介

　　　　　落合　　弘　様（キャプテン）　　　　杉山　弘一　様　　室井　市衛　様

　　　　　安藤　智安　様　　城定　信二　様　　神野　真朗　様　　長井　敦史　様

　　　　　石黒　琢也　様　　永井　良明　様　　原田　純子　様（メディカルスタッフ）　　　

　５．注意事項等説明

　

　６．レッスン（１コマ目）

　　　　　尾山台ファイターズ　１５人（新４年生）　　　富士見サッカー　１５人（新４年生）

　　　　　上尾東サッカー　　　１５人（新４年生）　　　原市イレブン　　１５人（新４年生）

　　　　　大石サッカー　　　　１５人（新３年生以下）　ＮＥＯ・Ｆ・Ｃ　１５人（新３年生以下）

　７．レッスン（２コマ目）

　　　　　原市イレブン　　１５人（新６年生）　　　上平サッカー　　　１５人（新６年生）

　　　　　大石サッカー　　１５人（新６年生）　　　西上尾サッカー　　１５人（新６年生）

　　　　　富士見サッカー　１５人（新５年生）　　　西上尾キッカーズ　１５人（新５年生）

　８．閉　　　　　会

　

　１．開　　　　　会

　２．開　会　の　ゴ　ン　グ

　３．国家（日本・台湾）斉唱並びにライオンズヒム斉唱

　４．物故会員に対する黙祷

　 ５ ． ご 来 賓 紹 介 及 び ラ イ オ ン ズ 関 係 役 員 並 び に 来 訪 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 紹 介

　６．歓 迎 の 言 葉

　７．会　長　挨　拶

　８．記念事業の発表

　９．記念事業の目録贈呈

　　　　　◇ＣＳＦⅡ献金目録贈呈

　　　　　◇上尾市児童館（こどもの城）　記念時計塔目録贈呈

　　　　　◇上尾市福祉作業所「かしの木園」に「空き缶圧縮機」目録贈呈

上尾ライオンズクラブ会長　Ｌ髙井　　晶　　

キャプテン　　落合　　弘　様

浦和レッズハートフルクラブ

上尾ＬＣ３５周年副実行委員長　Ｌ加藤　　清　　

会長　Ｌ髙井　　晶　　

全　　員　　　

Ｌ水石　　通　　

実行委員長　Ｌ吉澤　栄一　　

上尾ライオンズクラブ会長　Ｌ髙井　　晶　　

副実行委員長　Ｌ加藤　　清　　

◆　記念事業　小学生サッカー教室　◆

●司会　サッカー教室副部会長　Ｌ平野　明信

-　１　-

◆　式　　　　典　◆
●司会　Ｌ井上　孝司

２００８.３．２９

会場：上尾運動公園

会場：上尾文化センター



１０．来　賓　祝　辞

１１．表彰状・感謝状の授与

　　　　　◇大宮北ライオンズクラブ　　　（感謝状並びに記念品贈呈）

　　　　　◇台北市仁徳国際獅子会　　　　（感謝状並びに記念品）

　　　　　◇チャーターメンバー　　　９名　（表彰状・記念品）

　　　　　◇歴　代　会　長　　　　１７名　（感謝状・記念品）

　　　　　◇在籍３０年以上　　　　　７名　（表彰状・記念品）

　　　　　◇在籍２０年以上　　　　１６名　（表彰状・記念品）

　　　　　◇在籍１０年以上　　　　１８名　（表彰状・記念品）

　　　　　◇会員キー賞（２名以上）　４名　（記念品）

　　　　　◇献血運動積極協力者（献血５０回以上）　９名　（記念品）

　　　　　◇１００㌫例会出席者（在籍５年以上）　　７名　（記念品）

　　　　　◇ＹＥ来日受け入れ家庭　　　　　　　　　５名　（記念品）

１２．閉　会　の　ゴ　ン　グ

１３．閉　　　　　会

　１．開　　　　　宴

　２．開　宴　の　言　葉

　３．来　賓　祝　辞

　４．ウ　ィ　サ　ー　ブ

　５．懇　　　　　談

　６．台北市仁徳国際獅子会メンバー紹介

　

　７．中　　締　　め

　８．ライオンズロアー

　９．閉　宴　の　言　葉

１０．また会う日まで　（斉唱）

１１．閉　　　　　宴

-　２　-

◆　祝　　賀　　会　◆
●司会　Ｌ馬野　信義

上尾市長　　島村　　穰　様

上尾市議会議長　　田中　　守　様

３３０－Ｃ地区ガバナー　Ｌ金子　正之　　

大宮北ライオンズクラブ会長　Ｌ関根　信明　　

台北市仁徳国際獅子会　会長　Ｌ黄　　正梓　　

会長　Ｌ髙井　　晶　　

前　会　長　Ｌ島村　　功　　

埼玉県議会議員　　島田　正一　様

上尾商工会議所　会　頭　　小谷　　仁　様

前地区ガバナー・名誉顧問　Ｌ大熊　泰雄　　

　副地区ガバナー　Ｌ星山　春雄　　

元ガバナー名誉顧問　Ｌ藤村　　秀　　

進　行　Ｌ今川　　茂　　

（国際交流特別委員長）

４Ｒ１Ｚゾーンチェアパーソン　Ｌ羽石　　章　　

４Ｒリジョンチェアパーソン　Ｌ朝見　政信　　

第一副会長　Ｌ河野　淳二　　



-　３　-

一般来賓御芳名（順不同）

上尾ライオンズクラブ結成３５周年記念式典
御来賓御芳名

上　　　尾　　　市　　　長

上　　尾　　市　　議　　会　　　議　　　長

上　尾　市　教　育　委　員　会　　　教　育　長

上　尾　商　工　会　議　所　　　会　　　頭

埼　玉　県　議　会　議　員

　　　　　　同　　　　

　　　　　　同　

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会
　　　　　　　　　事務局次長兼地域福祉課長

上尾市福祉作業所かしの木園　　　園　　　長

上　尾　市　ス　ポ　ー　ツ　少　年　団　　　本　部　長

上　尾　市　ス　ポ　ー　ツ　少　年　団　　　サッカー部会長

上 尾 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会　　　会　　　長

上　尾　ロ　ー　タ　リ　ー　ク　ラ　ブ　　　会　　　長

上　尾　西　ロ　ー　タ　リ　ー　ク　ラ　ブ　　　会　　　長

上　尾　東　ロ　ー　タ　リ　ー　ク　ラ　ブ　　　会　　　長

上　尾　北　ロ　ー　タ　リ　ー　ク　ラ　ブ　　　会　　　長

(社)埼　玉　中　央　青　年　会　議　所　　　理　事　長

荒　川　自　然　を　守　る　会　　　会　　　長

上 尾 市 国 際 交 流 協 会　　　会　　　長

島　村　　　穰　様

田　中　　　守　様

岡　野　栄　二　様

小　谷　　　仁　様

島　田　正　一　様

石　渡　　　豊　様

畠　山　　　稔　様

大　崎　純　子　様

寺　井　仁　子　様

村　田　喜代汰　様

中　里　五　男　様

箕　輪　　　登　様

大　木　保　司　様

本　田　　　守　様

黒　須　　　勇　様

大　森　忠　篤　様

北　　　清太郎　様

木ノ内　勝　平　様

遠　山　正　博　様



ライオンズクラブ国際協会３３０－Ｃ地区

　地区ガバナー

　前地区ガバナー　名誉顧問会議長

　副地区ガバナー

　元ガバナー名誉顧問

　キャビネット幹事

　キャビネット会計

３３０複合地区（役員）

　ＩＴ・ＰＲ情報委員会　委員長

　指導力育成・交通対策委員会　副委員長

　献血・骨髄移植委員会　副委員長

　ガバナー協議会運営委員会　委員

　青少年育成・ライオンズクエスト委員会　委員

　ＩＴ・ＰＲ情報委員会　委員

　国際理事推進委員会　委員　

　複合地区年次大会委員会　委員

３３０－Ｃ地区

　４リジョン　リジョンチェアパーソン

　４リジョン　１ゾーン　ゾーンチェアパーソン

　４リジョン　２ゾーン　ゾーンチェアパーソン

　情報テクノロジー（ＩＴ委員会）　委員長

　ＰＲ情報委員会　副委員長

　ユースキャンプ・交換（ＹＣＥ）委員会　副委員長

　環境保全委員会　副委員長

　国際協調・モンゴル友和委員会　委員

　ＬＣＩＦ・ＣＳＦⅡ・緊急援助委員会　委員

　ＬＣＩＦ・ＣＳＦⅡ・緊急援助委員会　委員

　情報テクノロジー（ＩＴ委員会）　委員

　地域文化・社会活動・シニア・交通対策委員会　委員

　会員維持・会員増強委員会　委員

　青少年健全育成・薬物乱用防止委員会　委員

　長期計画・ＣＡＢ固定化検討委員会　委員

-　４　-

ライオンズクラブ関係来賓御芳名

Ｌ金　子　正　之

Ｌ大　熊　泰　雄

Ｌ星　山　春　雄

Ｌ藤　村　　　秀

Ｌ柳　澤　一　美

Ｌ菊　池　茂　友

Ｌ藤　村　　　秀

Ｌ佐　藤　保　夫

Ｌ加　藤　久　策

Ｌ赤　坂　　　稔

Ｌ松　原　一　郎

Ｌ島　村　　　功

Ｌ三　好　　　守

Ｌ山　口　一　夫

Ｌ朝　見　政　信

Ｌ羽　石　　　章

Ｌ遠　井　セツ子

Ｌ島　村　　　功

Ｌ赤　坂　　　稔

Ｌ高　橋　　　隆

Ｌ水　石　　　通

Ｌ田　口　太　郎

Ｌ鈴　木　　　勝

Ｌ杉　山　　　丞

Ｌ井　上　　　潔

Ｌ秋　山　誠　治

Ｌ小　林　慶　三

Ｌ佐　藤　英　雄

Ｌ前　場　伸　治



スポンサークラブ

　大宮北ライオンズクラブ

姉妹提携ライオンズクラブ

　台北市仁徳獅子会

　　（他メンバー１１名・夫人１０名・女性１名・子供１名）

４リジョンクラブ三役

　伊奈ライオンズクラブ

　

　上尾中央ライオンズクラブ

　上尾武蔵ライオンズクラブ

　北本ライオンズクラブ

　桶川ライオンズクラブ

　鴻巣ライオンズクラブ

　吹上ライオンズクラブ

　上尾ライオネスクラブ

-　５　-

　

会　長

幹　事

会　計

会　長

会　長

幹　事

会　計

他メンバー（１７名）

会　長

幹　事

会　計

他メンバー（１３名）

会　長

幹　事

会　計

他メンバー（１名）

会　長

幹　事

会　計

会　長

幹　事

会　計

会　長

幹　事

会　計

会　長

幹　事

会　計

会　長

幹　事

会　計

他メンバー（１１名）

　Ｌ関　根　信　明

　Ｌ三　村　一　夫

　Ｌ内　海　雄　二

　Ｌ黄　　　正　梓

　Ｌ田　中　孝　夫

　Ｌ菊　池　利　行

　Ｌ三　友　宏　樹

　Ｌ鎌　田　文　孝

　Ｌ宮　坂　俊　弘

　Ｌ関　口　長　吉

　Ｌ佐　藤　保　夫

　Ｌ萩　原　克　俊

　Ｌ内　田　　　豊

　Ｌ細　田　茂　明

　Ｌ矢　部　光　生

　Ｌ武　笠　好　枝

　Ｌ田　口　和　枝

　Ｌ藤　城　利　朗

　Ｌ山　本　　　勝

　Ｌ高　橋　　　勲

　Ｌ巣　瀬　和　明

　Ｌ鈴　木　征　男

　Ｌ久　保　勝　也

　Ｌ阿　部　慎　也

　Ｌ荻　野　邦　一

ＬＳ大　澤　富三子

ＬＳ庭　山　千代子

ＬＳ鈴　木　敏　子



黄　正梓　　令夫人　翁　美心

黄　種釧　　令夫人　林　淑貞　　ご子息　黄　建智

周　健雄　　令夫人　周黄婉玲

徐　正泰

蔡　長德　　令夫人　蔡陳美玉

孫　鴻明　　令夫人　孫柯桂蘭

許翁寶鳳

施　有財

高　慶文　　令夫人　高鄭燕玉

鄭　金進　　令夫人　鄭張碧霞

陳　富雄

許　進昇

劉　賜田　　令夫人　張　孔雀

鄭　念棧　　令夫人　呉　錦珠

　　　　　　　　　　曾　秀美

徐　萬樟　　令夫人　徐簡素梅

陳　聰民　　令夫人　程　美娟

李　茂榮　　令夫人　趙　惠美

頼　毓森

歓　　迎

-　６　-

３３０－Ａ２地区

台北市仁德国際獅子會

第３３期会長

幹事（第２２期会長）

会計（第２７期会長）

上尾交流団長（第１２期会長）

第一副会長

第二副会長

第五地区代表（ＲＣＰ）

初代会長

第６期会長

第１１期会長（理事）

第１４期会長（理事）

第１６期会長（理事）

第２５期会長（理事）

第２８期会長（理事）

第２９期会長夫人

第３２期会長（理事）

理　　事

理　　事

理　　事



-　７　-

会員の表彰

◆チャーターメンバー◆

Ｌ伊藤　敏夫　　　Ｌ小田川　晃　　　Ｌ加藤　久策　　　Ｌ田中　仁一郎
Ｌ永島　徳蔵　　　Ｌ林　　　実　　　Ｌ深山　英孝　　　Ｌ藤村　　秀
Ｌ吉原　大吉

◆入会以来１００％出席◆　（在籍５年以上）

Ｌ浅子　正剛　　　Ｌ小田川　晃　　　Ｌ加藤　久策　　　Ｌ羽石　　章
Ｌ林　　　実　　　Ｌ水石　　通　　　Ｌ三好　　守

◆歴代会長◆

Ｌ藤村　　秀　　　Ｌ林　　　実　　　Ｌ伊藤　敏夫　　　Ｌ吉澤　栄一
Ｌ加藤　久策　　　Ｌ大澤　正夫　　　Ｌ永島　徳蔵　　　Ｌ伊巻　龍幸
Ｌ石引　弘明　　　Ｌ羽石　　章　　　Ｌ井上　　潔　　　Ｌ庭山　文雄
Ｌ三好　　守　　　Ｌ三角　　隆　　　Ｌ深山　英孝　　　Ｌ田中　元三郎
Ｌ島村　　功

◆在籍年数◆

Ｌ吉澤　栄一　　　Ｌ赤熊　康任　　　Ｌ細野　　茂　　　Ｌ綱島　宗和
Ｌ横田　昇吾　　　Ｌ安藤　武志　　　Ｌ藤倉　　勉　　（以上３０年以上）

Ｌ羽石　　章　　　Ｌ伊巻　龍幸　　　Ｌ小島　　勇　　　Ｌ髙井　　晶
Ｌ田中　元三郎　　Ｌ三角　　隆　　　Ｌ庭山　文雄　　　Ｌ馬野　信義
Ｌ大澤　正夫　　　Ｌ井上　　潔　　　Ｌ石引　弘明　　　Ｌ赤坂　　稔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上２０年以上）
Ｌ浅子　正剛　　　Ｌ三好　　守　　　Ｌ小橋　一成　　　Ｌ河野　淳二
Ｌ市川　設擴　　　Ｌ今川　　茂　　　Ｌ金子　幹博　　　Ｌ野本　順一
Ｌ島村　　功　　　Ｌ加藤　　清　　　Ｌ水石　　通　　　Ｌ清水　義憲
Ｌ谷川　恵哉　　　Ｌ新山　　実　　　Ｌ石渡　　豊　　　Ｌ藤田　幸大
Ｌ三輪　　博　　　Ｌ箕輪　　登　　　　　　　　　　　（以上１０年以上）

◆会員キー賞◆　（２名以上）

Ｌ大澤　正夫　　　Ｌ深山　英孝　　　Ｌ庭山　文雄　　　Ｌ髙井　　晶

◆献血回数５０回以上◆

Ｌ井上　　潔　　　Ｌ小田川　晃　　　Ｌ羽石　　章　　　Ｌ赤坂　　稔
Ｌ安藤　武志　　　Ｌ井上　孝司　　　Ｌ田中　仁一郎　　Ｌ永島　徳蔵
Ｌ庭山　文雄

◆ＹＥ生の受け入れ◆　（３０周年以降）

Ｌ小林　哲雄　　　Ｌ深山　英孝　　　Ｌ赤坂　　稔　　　Ｌ箕輪　　登
Ｌ井上　孝司
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ご　　挨　　拶 第３５代 会長

髙　井　　　晶

　上尾ライオンズクラブ、結成３５周年記念式典を開催致しましたとこ

ろ、地元上尾市教育委員会　教育長　岡野栄二様、上尾市議会議長　田中

　守様を、はじめとして来賓の皆様方、３３０-Ｃ地区金子正之ガバナーを

始めキャビネット役員、ゾーン内役員、ブラザークラブの会員の皆様、そ

して私どもと姉妹提携しております、台湾台北市仁徳獅子会の一行、２３

名の皆様もご参加頂きかくもおおぜいの臨席を頂きまして、盛大に開催できました事を、心から

感謝と御礼を申し上げます。

　私たちのクラブは　１９７３年４月１日・昭和４８年、大宮北ライオンズクラブのスポンサー

によりまして、埼玉県下２５番目のクラブとして結成され、今日を迎えることができました。こ

の間臨席頂きました、皆様方のご指導ご厚誼をいただきながら　ライオンズクラブのモットー「Ｗｅ 

Ｓｅｒｖｅ」(われわれは奉仕する)の精神のもと、歴代会長方針により、その時代時代にマッチ

した社会奉仕活動を実践して、地域の要請と、３３０－Ｃ地区の発展に微力を傾注してまいりま

した。

　振り返って３３０-Ｃ地区には、第９代　池田善重ガバナーを、また、第２１代　藤村　秀ガバ

ナーを輩出して参りました。クラブの会員数においても、県内トップクラスの会員を維持して、

様々な事業活動とクラブ運営をしておりまして、メンバー一人一人の誇りであると自負しており

ます。

　今期３５周年の節目の年にあたり、私は、会長キーワードを「和の心で奉仕」アクティビティ

スローガンを「夢は大きく、子供たちに未来を」といたしまして、３月２９日早朝より、上尾運

動公園に小学生サッカークラブに所属する子供達を１８０名に集まって頂き、浦和レッズハート

フルクラブのコーチの方々により、楽しいサッカー教室を開催いたしました。

　青少年育成の一環として、市内中学生に「能楽」観賞を３００名招待。ＹＣＥ活動は、２名の

海外から受入れと２名の海外派遣を実施しました。

　また、上尾市児童館「こどもの城」正面には、記念時計塔を設置させていただきました。さら

に今期、金子ガバナーが特に重点としている環境問題と関連して、三クラブ合同による荒川三ッ

又沼に榛の木植樹・三ッ又沼ビオトープパンフレットの作成、さらに地球温暖化防止に関連し

た、障害者の行う、空き缶回収事業を支援して「上尾福祉作業所かしのき園」に空き缶圧縮機を

寄贈いたしました。

　加えて、世界レベルで３年間取り組みました「ＣＳＦⅡ」の献金も今期最終年を迎え、メンバ

ーの一致協力の下で、あげお市民祭り模擬店、チャリティーゴルフ大会開催により、目標の１０７．７

パーセント達成を実現する事が出来ました。

　４月１３日行われました年次大会において、環境保全優秀賞金賞、ＹＣＥ活動優秀賞金賞、ア

クティビティ・アイディア優秀賞銀賞、ＣＳＦⅡ献金優秀賞、と名誉ある輝かしい多くの賞を頂

きました。 

　これらの活動をメンバー全員の協力で実施してきた事にこそ意義がありましたし、たくさんの

方々のご理解があったからこそと、ここにあらためて感謝申し上げます。おかげさまで、多くの

皆様の共感を得ることが出来たものと思っております。

　クラブは今日まで、こうして５年ごとに周年記念を繰り返しておりますが、経済情勢はもちろ

んのこと、地域のニーズや価値観の変化も多様化しております昨今ですので、自分たちの活動を

見直す　よい機会になっていると感じております。少子高齢化の進展、見通しの立たない混沌と

した経済情勢を考えますと、クラブとしての対応や、今後の運営について真剣に考えるべき今日

なのかもしれません。

　本年を、次の時代へのスタートとして、これからも地域に密着した奉仕活動を展開して行こう

と思いますので、行政の先輩諸氏、皆様方には、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げまして、私の挨拶といたします。
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ご　　挨　　拶 ３５周年記念実行委員長

吉　澤　栄　一

　上尾ライオンズクラブ結成３５周年記念式典の開催にあたり上尾市教育

長さんをはじめ、日頃何かと御指導いただいております関係機関の、多数

の方々のご臨席を賜り厚くお礼申し上げます。

　また金子地区ガバナーをはじめキャビネット役員さん、更にスポンサー

クラブであります大宮北クラブの三役さんはじめ近隣クラブの皆様にも多数お越しいただきまし

て誠にありがとうございました。また長く友好関係にあります台湾仁徳国際獅子会のメンバーの

皆さんにも桜花爛漫のこの良い季節にようこそおいでいただき、心から歓迎申し上げます。どう

ぞ日本の春を満喫していただきたいと思います。

　お陰さまで当クラブも３５周年を迎える事が出来まして、地区内でも大きなクラブとして認め

られるようになりました。これひとえに関係者の皆様がたの力強いご支援の賜物と感謝に堪えな

い次第でございます。

　私どもは３５周年にあたって自分たちで祝うだけでなく地域に対しても奉仕活動を通じて喜び

を分かち合いたいと思いまして、いくつかの事業をさせていただきましたが、今後とも私どもを

取り巻く多くの人たちと共に歩めるクラブでありたいと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

　今年の周年に限らず、日常の活動においても地域と一体感を持てるクラブでありたいです。地

域社会が私どもライオンズクラブに、何を期待しているか、どんなライオンズ像を望んでいる

か、それを見極めなくてはいけないと思います。

　周年記念というのは、その組織、団体一つの区切りとして祝うと同時に、過ぎてきた過去を振

り返ってみる機会でもありますし、またこれからのあるべき姿を想定して考える機会でもあると

思います。この周年がこれからのクラブの方向性を見定める機会になれば幸いです。

　ともあれ、この周年にあたりましては、会員全員が気持ちを一つにして取り組んでまいりまし

たが、同時に関係の皆様方のご理解をいただきましたおかげで、それなりの成果を上げることが

できたものと、感謝申し上げる次第でございます。

　今後とも私たちは研鑽を重ねてまいりますので、皆様方の一層のご指導とご鞭撻をお願い申し

上げまして挨拶といたします。
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上尾ライオンズクラブ
　創立３５周年を祝して

上尾市市長

島村　穰

祝　　辞

埼玉県知事

上田　清司

　上尾ライオンズクラブが結成３５周年を迎え

られましたことを、心からお祝い申し上げます

髙井晶会長をはじめ皆様には、日ごろ県政の推

進に格別の御支援、御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。

　私は、ライオンズクラブをはじめＮＰＯなど

の社会貢献活動を行う団体は、福祉やまちづく

りなど様々な分野の担い手として、今後ますま

す重要な役割を果たしていくものと考えており

ます。

　そのため、県ではＮＰＯの活動を資金面から

支援するＮＰＯ基金の創設のほか、コミュニテ

ィやボランティア、ＮＰＯ活動の情報提供、相

談など様々な取組を進めてまいりました。

　こうした中で、上尾ライオンズクラブの皆様

が、地元の河川や沼の清掃活動、駅前献血活

動、青少年の交換留学や国際交流など物心両面

にわたり地域社会の発展に積極的に取り組んで

来られましたことに、深く敬意を表するととも

に、大変頼もしく、心強く思っております。

　特に、身近でホタルを観察できるように「ビ

オトープ・ホタルの里」づくりに取り組まれて

いることは、次世代を担う子どもたちが自然に

ついて考え、環境を守る気持ちを育むうえで大

変素晴らしいことであると思います。

　私は、今後、上尾ライオンズクラブの皆様を

はじめ７１０万県民のパワーを結集して、ゆと

りとチャンスにあふれ、県民の皆様が誇れる埼

玉県の実現に全力で取り組んでまいります。

　皆様におかれましても、この３５周年という

節目を契機に更に御活躍され、埼玉県の発展に

さらなる御支援、御協力を賜りますようお願い

申し上げます。

　結びに、上尾ライオンズクラブの限りない御

発展と皆様の御健勝、御活躍を祈念申し上げ、

お祝いの言葉といたします。

　このたび、上尾ライオンズクラブが創立３５

周年の佳節を迎えられ、ここにその歩みをとど

める記念誌が発行されますことを、心からお喜

び申し上げます。

　貴ライオンズクラブは、奉仕の理念に基づく

様々な社会活動をされており、さらには社会福

祉に対しましてもご寄付をいただくなど多大な

ご貢献を賜っており、心から感謝申し上げる次

第でございます。

　貴ライオンズクラブが、創立以来、順調な発

展を遂げられましたことは、髙井会長をはじめ

､歴代会長並びに会員の皆様のたゆまないご熟

意とご努力のたまものであり、心から敬意を表

する次第でございます。

　今、世界はインターネットの普及などによっ

てグローバル化が加速度的に進行し、日本も、

あるいは地域も、国境のない時代になってまい

りました。このような中、「自由を守り、知性

を重んじ、われわれの国の安全を図る」という

ライオンズクラブのスローガンは、私たちが安

心・安全に暮らすことができるまちづくりを進

める上でも、大変重要であります。どうか、会

員の皆様には、ライオンズクラブの奉仕の精神

を地域社会に広げていただきますようお願い申

し上げます。

　上尾市は今年、市制施行５０周年の佳節を迎

えております。市制施行当時、約３万７千人だ

った人目は、現在２２万５千人となり、埼玉県

の中枢をなす都市として発展してまいりまし

た。営々と築きあげてきた、誇り高き上尾市と

いう市民共有の無形の財産を新たな時代へとつ

ないでいけるよう、「笑顔の数だけ花咲く未来

　あげお５０年」をキャッチフレーズに郷土愛

を培い、心新たに誇りの持てるまちづくりを皆

様と一緒につくりあげていきたいと考えており

ます。

　結びに､上尾ライオンズクラブがこの３５周

年を一つの節目とされ､より一層充実、発展さ

れますとともに会員の皆様の益々のご健勝とご

活躍を心から祈念申し上げ、お祝いの言葉とい

たします。
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祝　　辞

ライオンズクラブ国際協会
３３０-Ｃ地区
ガバナー

Ｌ金子　正之

　祝　３５周年
上尾ＬＣに
　　永久の繁栄を

大宮北ライオンズクラブ
会長

Ｌ関根　信明

　この度は、貴クラブ結成３５周年、誠におめ

でとうございます。また記念式典が盛大に開催

されましたこと重ねてお喜び申上げます。

　私ども大宮北ＬＣが結成して３年目に貴クラ

ブをスポンサーすることが出来ました。大変自

慢の出来るクラブであると存じます。

　以来、貴クラブは、県内はもとより日本レベ

ルでも多くの輝かしい奉仕活動を数多く残して

きました。歴代の会長さん初めメンバーの皆様

に親クラブを代表して、心より敬意を表するし

だいです。

　また池田、藤村ガバナーを輩出した立派なク

ラブであり、それだけ優秀で、りっぱな人材が

多く在籍するクラブであると確信をしておりま

す。親クラブとして大変誇りの持てるクラブで

あると私どもクラブメンバー一同感じていると

ころであります。

　今回の３５周年を節目に、県内では最も多く

のメンバーが在籍したクラブでありますので、

新メンバーの獲得と新たな奉仕活動のチャレン

ジに最大限取り組んでいただき、上尾ライオン

ズクラブの名を更に轟かせていただきたいと希

望いたします。そして、３人目のガバナーが出

せるよう貴クラブの団結と会員増強に努めて頂

きたいと願います。そして、永久に繁栄するク

ラブづくりをメンバー皆様にお願い申上げま

す。

　結びに当たり、貴クラブの益々のご発展、メ

ンバー皆様のご健勝、ご活躍を祈念申上げ祝辞

とさせて頂きます。

　上尾ライオンズクラブが、ここに３５周年を

迎えられ、その記念式典が盛大に挙行されまし

た事、心からお慶び申し上げます。

　貴クラブの歴史を振り返りますと、１９７３

年４月１日、地区内２５番目のクラブとして大

宮北ライオンズクラブのスポンサーによって、

誕生されました。以来３５年、歴代会長のも

と、「ウィ　サーブ」の理念をよく理解され、

永年に亘り、環境問題に取り組み大きな成果を

挙げておられます。

　特に、貴クラブに於かれましては、３３０－

Ｃ地区第５４回年次大会において環境保全アク

ティビティ最優秀クラブとして３３０複合地区

年次大会へ推薦され、アクティビティ優秀賞を

受賞されるなど特段の優れた奉仕活動を展開さ

れた事は高く評価され、まさに賞賛に値する実

績であります。

　又、青少年健全育成等にも力を注がれ、常に

地域社会に密着した数々の奉仕活動を活発に展

開されてこられました貴クラブに対し、改めて

深甚なる敬意と感謝の念を申し上げます。　　

　一方、１９８４年には、３３０－Ｃ地区第９

代ガバナーとして、故Ｌ池田喜重・１９９６年

には第２１代ガバナーとして、Ｌ藤村　秀のお

二人のガバナーを輩出され、３３０－Ｃ地区の

歴史に多大な足跡を刻まれました事は記憶に新

しいところございます。

　私は、今期３２代ガバナーとして、「改革は

足元から」を掲げ、地域社会に密着した環境保

全アクティビティを基軸に奉仕活動の見直しや

クラブ活性化への取り組みに渾身の努力を傾注

してまいりました。貴クラブのご協力、ご支援

に心から御礼申し上げます。

　３３０－Ｃ地区の雄である貴クラブに対し、

今後共活力ある地区の発展に尚一層のご尽力を

お願い申し上げますと共に、地球を守るという

視点に立った環境保全アクティビティの伸展と

ライオニズムの高揚に努められます様ご期待申

し上げます。

　最後にメンバー皆様とご家族のご健勝を心か

ら祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。
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記　念　事　業
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記　念　事　業

１.　　CSFⅡ献金（３年間目標額の107.7％達成）

２.　　上尾市児童館（こどもの城）に時計塔寄贈

３.　　上尾市福祉作業所「かしの木園」に空き缶圧縮機を寄贈
　　　　　　　　　　　　　　　　　（地球温暖化防止の一環として）

４.　　市内中学生に「能楽」鑑賞300名招待

５.　　ＹＣＥ生２名を公募し派遣（ニュージーランド）

６.　　小学生サッカー教室開催

　　　　　浦和レッズハートフルクラブ指導者8名により180名参加（上尾運動公園）

　　　　　記念品としてレッズノート700冊等を贈呈

７.　　荒川三ッ又沼にハンノキ植樹・三ッ又沼ビオトープパンフレットの作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川越初雁ＬＣ・川島ＬＣとの合同事業）

そのほか上尾祭り・チャリティゴルフ収益金で
災害援助基金の充実を図りました。

上尾市児童館（こどもの城）　記念時計塔

上尾市福祉作業所「かしの木園」に「空き缶圧縮機」
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式典・祝賀会

第54回330複合地区年次大会が

開催され、上尾クラブは大会記念

アワード最優秀賞として「地球を

守るＨ&Ｍ大作戦（榛の樹を植

樹、共に生活する緑シジミ蝶を育

てる）により受賞しました。

２００８.３．２９
会場：上尾文化センター



-　１５　-

記念事業
小学生サッカー教室

台北仁徳獅子会メンバーの歓迎会

浦和レッズ・ハートフルクラブの協力により、上尾市内12
のサッカークラブの小学生180人参加のサッカー教室

記念のサッカーボール贈呈



-　１６　-

三ッ又沼ビオトープ清掃
ホタルの里

ハンノ木植樹

ミドリシジミの育成

Ｈ＆Ｍ大作戦

上尾ＬＣ・川越初雁ＬＣ・川島ＬＣの
３クラブ合同清掃。

金子ガバナーも参加して、クリーン活動。 夏空のホタル観賞

丸山公園
　ホタルの里づくり



-　１７　-

例　　会
（納涼例会・クリスマス例会・移動例会）

クリスマス例会　ライオンレディ感謝の会

移動例会

久能山
東照宮

椿山荘にて

落語
三遊亭笑遊さん

歌手　大樹映美さん



-　１８　-

献　　　血

あげお市民まつり

チャリティーゴルフ

収益金は、
視力ファースト（CSFⅡ）に献金

4R1Zゾーンチェアパーソンに
災害援助基金・地球温暖化防
止・視力ファースト（CSFⅡ）献金
目録



-　１９　-

交　　　流

東洋東南アジアフォーラム（釜山）

能鑑賞会 ＹｏｕｔｈＥｘｃｈａｎｇｅＰｒｏｇｒａｍ
青少年交換プログラム

ＹＥ派遣生　２名　ニュージーランドへ
　　塚本 彩子さん　　市川 真実さん　　

Ｎｉｃｈｏｌａｓ　ニコラス君
（マレーシア）

ホストファミリー　Ｌ井上 孝司　　
Ｄｉｎｋｏ　Ｈｕｌｊｅｖ
ディンコ・フーリエフ君
（クロアチア共和国）

ホストファミリー　Ｌ箕輪 登

国際フォーラム

第89回　世界大会　ペナンシカゴ本部第90回　世界大会　シカゴ



-　２０　-

35周年記念フォトコンテスト

シルバー賞　Ｌ水石　　 通

上尾ライオネスクラブのメンバーもご協力

埼玉スペシャルオリンピックス

川島町にて開催

プラチナ賞　Ｌ加藤　久策

ゴールド賞　Ｌ横田　昇吾

薬物防止キャンペーン



-　２３　-

今平　弥夫 木村　茂夫 小島　　修 細野　　茂 吉原　大吉高崎　　理

一　年　理　事二　年　理　事
副ライオン
テーマ

ライオン
テーマ

役職名

役員
年度

森　　忠良 伊藤　敏夫 中村　恒雄 福田　高士 細野　和夫 遠藤　　徹 坂本　　明 永島　徳蔵 丸山　久蔵

大塚　利通 井之山政之助 高田　　登 田中仁一郎 三門　雅文 伊藤　敏夫 中村　恒雄 福田　高士 細野　和夫

高橋　信一 遠藤　正夫 大原　　肇 斉藤　五郎 長谷川武夫 井之山政之助 高田　　登 田中仁一郎 三門　雅文

高橋　平作 荒井　　昇 川田　淑久 原　　正義 平賀　貞三 遠藤　正夫 大原　　肇 斉藤　五郎 長谷川武夫

深山　英孝 黒川　　茂 黒川　利夫 高橋　八郎 橋本　久三 荒井　　昇 川田　淑久 原　　正義 平賀　貞三

永島　徳蔵 石井　智己 熊井　太郎 佐藤　義家 吉澤　栄一 黒川　　茂 黒川　利夫 高橋　八郎 橋本　久三

平賀　貞三 富永　吉郎 比留間梅吉 深山　英孝 矢和田　淳 石井　智己 熊井　太郎 佐藤　義家 吉澤　栄一

安藤　武志 金子　芳久 加藤　久策 綱島　宗和 横田　昇吾 富永　吉郎 比留間梅吉 深山　英孝 矢和田　淳

小島　　修 黒田　　傳 須崎　一夫 町田　芳郎 吉岡　基之 金子　芳久 加藤　久策 綱島　宗和 横田　昇吾

秋谷　孝雄 大内　和美 中村　定秋 野別　忠孝 宮内　秋男 黒田　　傳 須崎　一夫 町田　芳郎 吉岡　基之

高橋　八郎 安藤　武志 倉持　喜一 新藤　武光 直江　普光 大内　和美 中村　定秋 野別　忠孝 宮内　秋男

秋谷　孝雄 近藤　　弘 関戸　孝雄 長島　英雄今平　弥夫 伊巻　龍幸 中野　敏男 安藤　武志 倉持　喜一 新藤　武光 直江　普光

加藤　広吉 田中元三郎 庭山　文雄 羽石　　章小島　　勇 高崎　　理 中野　敏男加藤　久策 近藤　　弘 関戸　孝雄 長島　英雄

加藤　広吉 田中元三郎 庭山　文雄 羽石　　章

大澤　正夫 加藤　久策 小島　　勇 矢島　健造 今平　弥夫 木村　茂夫 小島　　修 細野　　茂 吉原　大吉井上　　潔

石引　弘明 井上　　潔 栗原　正博 根本　　護 宮内　秋男冨田　　一 大澤　正夫 加藤　久策 小島　　勇 矢島　健造

清水　一男 林　　　実 藤村　　秀 若林　良吉馬野　信義 石引　弘明 井上　　潔 栗原　正博 根本　　護 宮内　秋男

赤坂　　稔 小田川　晃 金子　芳久 深山　英孝 畑田　錦男三角　　隆 清水　一男 林　　　実 藤村　　秀 若林　良吉

田中仁一郎 田中　　清 髙井　　晶 赤熊　康任矢和田　淳 赤坂　　稔 小田川　晃 金子　芳久 深山　英孝 畑田　錦男

中村　恒雄 馬野　信義 町田　芳郎 伊巻　龍幸 冨田　　一三好　　守 田中仁一郎 田中　　清 髙井　　晶 赤熊　康任

三角　　隆 増田　　攻 横田　啓一 小山　勝美長谷川武夫 市川　設擴 中村　恒雄 馬野　信義 町田　芳郎 伊巻　龍幸 冨田　　一

笠原　利一 永堀　吉男 高崎　　理 伊藤　厚生 安藤　武志土屋　正男 柿澤　靖夫 横田　啓一 小山　勝美 三角　　隆 増田　　攻

吉野　　忠 池上　一衛 奥隅　鉄雄 長谷川武夫 市川　設擴浅子　正剛 大槻　輝行 伊藤　厚生 安藤　武志 永堀　吉男 井上　　潔

三好　　守 清水　義信 芳埜　立夫 高垣　　勇 小田川　晃永堀　吉男 野本　順一 吉野　　忠 池上　一衛 長島　英雄 長谷川武夫

今川　　茂 金子　幹博 佐藤　義家 矢島　健造大槻　輝行 島村　　功 小島　　勇 清水　義信 芳埜　立夫 高垣　　勇 小田川　晃

安藤　武志 加藤　久策 河野　淳二 須崎　一夫 深山　英孝新井秀次郎 奥隅　勝正 今川　　茂 金子　幹博 佐藤　義家 矢島　健造

浅子　正剛 加藤　　清 島村　　功 前田　　拓今川　　茂 大熊　康美 安藤　武志 加藤　久策 河野　淳二 須崎　一夫 深山　英孝

石引　弘明 伊巻　龍幸 大澤　正夫 土屋　正男 三角　　隆河野　淳二 藤田　幸大 浅子　正剛 加藤　　清 前田　　拓 三日尻重信

赤坂　　稔 羽石　　章 水石　　通 横田　昇吾三日尻重信 新山　　実 石引　弘明 伊巻　龍幸 大澤　正夫 土屋　正男 三角　　隆

馬野　信義 加藤　　清 畑田　錦男中村　好弘 赤坂　　稔 羽石　　章 水石　　通

清水　義憲 髙井　　晶 三輪　　博金子　幹博 祝原　英俊

井上　　潔 大澤　正夫 加藤　久策浅子　正剛 安藤　武志

伊巻　龍幸 谷川　恵哉 永島　徳蔵箕輪　　登 金井塚正良

祝原　英俊 古俣　和栄 土屋　正男安藤　武志 谷川　喜一

赤坂　　稔 石渡　　豊 伊藤　敏夫小林　哲雄 矢島　義伯

１４年度
（’８６～’８７）

初年度
（’７３～’７４）

２年度
（’７４～’７５）

３年度
（’７５～’７６）

４年度
（’７６～’７７）

５年度
（’７７～’７８）

６年度
（’７８～’７９）

７年度
（’７９～’８０）

８年度
（’８０～’８１）

９年度
（’８１～’８２）

１０年度
（’８２～’８３）

１１年度
（’８３～’８４）

１２年度
（’８４～’８５）

１３年度
（’８５～’８６）

１５年度
（’８７～’８８）

１６年度
（’８８～’８９）

１７年度
（’８９～’９０）

１８年度
（’９０～’９１）

１９年度
（’９１～’９２）

２０年度
（’９２～’９３）

２１年度
（’９３～’９４）

２２年度
（’９４～’９５）

２３年度
（’９５～’９６）

２４年度
（’９６～’９７）

２５年度
（’９７～’９８）

２６年度
（’９８～’９９）

２７年度
（’９９～’００）

２８年度
（’００～’０１）

２９年度
（’０１～’０２）

３０年度
（’０２～’０３）

３１年度
（’０３～’０４）

３２年度
（’０４～’０５）

３３年度
（’０５～’０６）

３４年度
（’０６～’０７）

３５年度
（’０７～’０８）

馬野　信義 加藤　　清 畑田　錦男

清水　義憲 髙井　　晶 三輪　　博

井上　　潔 大澤　正夫 加藤　久策

伊巻　龍幸 谷川　恵哉 永島　徳蔵

祝原　英俊 大澤　正夫 古俣　和栄



上尾ライオンズクラブの系譜

◎沿革

ク ラ ブ 名

結成年月日

授証年月日

例 会

例 会 場

事 務 局

上尾ライオンズクラブ

１９７３年 ４ 月 １ 日

１９７３年１０月１４日

毎月第２、第４火曜日

ＰＭ７:００～ＰＭ８:３０

埼玉県上尾市宮本町２-１

　 東武バンケットホール上尾４Ｆ

ＴＥＬ ０４８-７７５-８１１１

埼玉県上尾市柏座２-５-３

ＡＭ１０:００～ＰＭ３:００

ＴＥＬ ０４８-７７４-８７９４

ＦＡＸ ０４８-７７６-３３０５

１９５２．３

東　

京

１９５７．２

渋　

谷

１９６０．３

銀　

座

１９５６．３

岩　

槻

１９７６．６

北　

本

１９７８．６

鴻　

巣

１９９０．２

吹　

上

１９７７．３

桶　

川

１９９０．６

上　
　

 

尾

ラ
イ
オ
ネ
ス

１９６７．２

浦　

和

１９７３．１

行　

田

１９７９．１１

加　

須

１９６４．１１

数
寄
屋
橋

永
田
町

１９６４．１１

１９６３．５

霞
ヶ
関

１９６６．５

日
比
谷

１９６６．５

愛
宕
山

１９７８．９

大
宮
西

１９７０．６

大
宮
北

１９６５．６

虎
ノ
門

１９６５．５

大　

宮

１９７３．４

上　

尾

大
宮
氷
川

１９７５．６

大
宮
武
蔵

１９７６．９

大
宮
見
沼

１９７８．６

大
宮
中
央

１９７６．２

伊
奈
埼
玉

１９７９．２

上
尾
中
央

１９８５．６

上
尾
武
蔵

１９８８．３

大
宮
さ
く
ら

１９９０．２

-　２１　-



-　２２　-

歴　代　役　員　名　簿

１４年度
（’８６～’８７）

笠原　利一 細野　利光 加藤　久策 倉持　喜一 小田川　晃 田中　　清 伊巻　龍幸 髙井　　晶 永島　徳蔵 大原　　肇 栗原　正博

副会計副　幹　事
副テール
ツイスター

テール
ツイスター

会　計幹　事
第　三
副会長

第　二
副会長

第　一
副会長

前会長会　長
役職名

役員
年度

初年度
（’７３～’７４）

池田　喜重 西森　勝作 三須　作雄 塚本　昭一 藤村　　秀 千代　雅己 荒井　　昇

２年度
（’７４～’７５）

西森　勝作 池田　喜重 金子　　斌 比留間梅吉 吉原　大吉 木村　茂夫 若林　良吉 池上　哲雄

３年度
（’７５～’７６）

三須　作雄 西森　勝作 藤村　　秀 藤田　寿郎 細野　利光 森　　忠良 林　　　実 山下　　清

４年度
（’７６～’７７）

藤村　　秀 三須　作雄 塚本　昭一 泉　　　豊 吉岡　基之 清水　一男 加藤　久策 石井　智己 小田川　晃

５年度
（’７７～’７８）

大原　　肇 藤村　　秀 若林　良吉 林　　　実 伊藤　敏夫 笠原　利一 鈴木　敏夫 井之山政之助 野別　忠孝

６年度
（’７８～’７９）

若林　良吉 大原　　肇 藤田　寿郎 丸山　久蔵 中村　恒雄 小田川　晃 荒井　　昇 金子　　斌 長谷川武夫

７年度
（’７９～’８０）

藤田　寿郎 若林　良吉 林　　　実 三門　雅文 永島　徳蔵 川田　淑久 田中仁一郎 細野　利光 須崎　一夫

８年度
（’８０～’８１）

林　　　実 藤田　寿郎 細野　利光 木村　茂夫 丸山　久蔵 赤熊　康任 直江　普光 荒井　　昇 宮内　秋男

９年度
（’８１～’８２）

金子　　斌 林　　　実 伊藤　敏夫 丸山　久蔵 富永　吉郎 矢和田　淳 深山　英孝 黒川　　茂 関戸　孝雄

１０年度
（’８２～’８３）

伊藤　敏夫 金子　　斌 丸山　久蔵 富永　吉郎 石井　智己 加藤　久策 綱島　宗和 熊井　太郎 金子　芳久

１１年度
（’８３～’８４）

丸山　久蔵 伊藤　敏夫 塚本　昭一 黒川　　茂 平賀　貞三 高田　　登 須崎　一夫 黒田　　傳 羽石　　章

１２年度
（’８４～’８５）

清水　一男 丸山　久蔵 平賀　貞三 吉原　大吉 町田　芳郎 田中仁一郎 田中　　清 吉澤　栄一 加藤　広吉 田中元三郎 髙井　　晶

１３年度
（’８５～’８６）

細野　利光 清水　一男 笠原　利一 黒田　　傳 深山　英孝 宮内　秋男 佐藤　義家 矢島　健造 柳　　義治 木部　恒利 加藤　尋司

１５年度
（’８７～’８８）

吉澤　栄一 笠原　利一 黒田　　傳 川田　淑久 田中仁一郎 髙井　　晶 高橋　八郎 三角　　隆 長島　英雄 若林　良吉 高橋　清一

１６年度
（’８８～’８９）

平賀　貞三 吉澤　栄一 黒川　　茂 関戸　孝雄 佐藤　義家 伊巻　龍幸 田中元三郎 増田　　攻 細野　利光 林　　　実 横田　昇吾

１７年度
（’８９～’９０）

関戸　孝雄 平賀　貞三 加藤　久策 長島　英雄 赤熊　康任 大澤　正夫 安藤　武志 冨田　　一 羽石　　章 伊藤　敏夫 綱島　宗和

１８年度
（’９０～’９１）

加藤　久策 関戸　孝雄 長島　英雄 町田　芳郎 倉持　喜一 馬野　信義 井上　　潔 栗原　正博 田中仁一郎 庭山　文雄 笠原　利一 高崎　　理

１９年度
（’９１～’９２）

長島　英雄 加藤　久策 大澤　正夫 永島　徳蔵 高田　　登 庭山　文雄 小島　　勇 倉持　喜一 伊藤　厚生 丸山　久蔵 今平　弥夫

２０年度
（’９２～’９３）

大澤　正夫 長島　英雄 倉持　喜一 矢島　健造 高橋　八郎 羽石　　章 横田　昇吾 畑田　錦男 伊藤　厚生 河野　淳二 清水　一男 根本　　護

２１年度
（’９３～’９４）

倉持　喜一 大澤　正夫 永島　徳蔵 佐藤　義家 庭山　文雄 田中元三郎 三好　　守 河野　淳二 高橋　八郎 土屋　正男 平賀　貞三 小島　　勇

２２年度
（’９４～’９５）

永島　徳蔵 倉持　喜一 伊巻　龍幸 馬野　信義 須崎　一夫 井上　　潔 細野　　茂 清水　義信 畑田　錦男 北島　正敏 加藤　久策 河野　淳二

２３年度
（’９５～’９６）

伊巻　龍幸 永島　徳蔵 石引　弘明 羽石　　章 田中元三郎 高橋　八郎 今川　　茂 新井秀次郎 三好　　守 関口仁之助 長島　英雄 清水　義信

２４年度
（’９６～’９７）

石引　弘明 伊巻　龍幸 高田　　登 細野　　茂 髙井　　晶 市川　設擴 小島　　勇 島村　　功 土屋　正男 金子　幹博 羽石　　章 浅子　正剛

２５年度
（’９７～’９８）

高田　　登 石引　弘明 羽石　　章 横田　昇吾 安藤　武志 三好　　守 加藤　　清 水石　　通 河野　淳二 野本　順一 池上　一衛 冨田　　一

２６年度
（’９８～’９９）

羽石　　章 高田　　登 池上　一衛 田中仁一郎 伊藤　厚生 土屋　正男 横田　啓一 荒川　栄世 三角　　隆 大山　　潔 市川　設擴 加藤　　清

２７年度
（’９９～’００）

池上　一衛 羽石　　章 井上　　潔 小島　　勇 畑田　錦男 吉野　　忠 金子　幹博 三日尻重信 大山　　潔 西　　貞和 馬野　信義 水石　　通

２８年度
（’００～’０１）

井上　　潔 池上　一衛 庭山　文雄 安藤　武志 市川　設擴 島村　　功 新山　　実 石渡　　豊 金子　幹博 岡田　吉雄 田中仁一郎 今川　　茂

２９年度
（’０１～’０２）

庭山　文雄 井上　　潔 三好　　守 髙井　　晶 吉野　　忠 河野　淳二 箕輪　　登 井上　孝司 細野　　茂 石渡　　豊 安藤　武志 横田　啓一

３０年度
（’０２～’０３）

三好　　守 庭山　文雄 三角　　隆 小田川　晃 伊藤　厚生 今川　　茂 清水　義憲 三輪　　博 安藤　武志 浅子　正剛 横田　昇吾 谷川　恵哉

３１年度
（’０３～’０４）

三角　　隆 三好　　守 深山　英孝 田中元三郎 島村　　功 清水　義信 井上　　潔 横田　昇吾 伊巻　龍幸 伊藤　純男 庭山　文雄 井上　孝司

３２年度
（’０４～’０５）

深山　英孝 三角　　隆 田中元三郎 島村　　功 今川　　茂 赤坂　　稔 金子　幹博 古俣　和栄 石引　弘明 谷川　恵哉 水石　　通 鈴木　　勝

３３年度
（’０５～’０６）

田中元三郎 深山　英孝 島村　　功 井上　孝司 馬野　信義 金子　幹博 小林　哲雄 鈴木　　勝 水石　　通 古俣　和栄 小島　　勇 髙井　　晶

３４年度
（’０６～’０７）

島村　　功 田中元三郎 髙井　　晶 河野　淳二 横田　昇吾 水石　　通 今川　　茂 羽石　　章 鈴木　　勝 小田川　晃 三角　　隆 三好　　守

３５年度
（’０７～’０８）

髙井　　晶 島村　　功 河野　淳二 今川　　茂 箕輪　　登 井上　孝司 井上　　潔 祢津　尚人 永島　徳蔵 三輪　　博 深山　英孝 吉澤　勝博



上尾ライオンズクラブ３５周年記念事業実行委員会組織表
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分担内容
登録・接待
仁徳獅子会の接待
　（国際交流特別委員会）

部員
小林　哲雄　林　　　実
三角　　隆　藤倉　　勉
石引　弘明　藤村　　秀
小橋　一成　吉原　大吉
高橋　行雄

登録・接待部会
会員会則委員会

部会長　　大澤　正夫
副部会長　田中元三郎

分担内容
予算及び決算
総務全般
記念バッジ・記念ジャンバーの作成

部員
三輪　　博　加藤　久策
鈴木　　勝　綱島　宗和
赤熊　康任　細野　　茂

総務部会
財務委員会

部会長　　石渡　　豊
副部会長　田中仁一郎

分担内容
記念誌の発刊

部員
深山　英孝　坂本　冬夫
小川　卓郎　谷川　恵哉
西田　米蔵　新山　　実
伊巻　龍幸　藤田　幸大

記念誌部会
ＰＲ・ＩＴ委員会

部会長　　赤坂　　稔
副部会長　三好　　守

分担内容
小学生サッカー教室の開催

部員
吉澤　勝博　清水　義憲
谷川　喜一　中村　好弘
伊藤　純男　庭山　文雄
加藤　　清

サッカー教室部会
人づくり委員会

部会長　　伊藤　敏夫
副部会長　平野　明信

分担内容
ＹＥ生受入れ・派遣

部員
吉澤　勝博　清水　義憲
谷川　喜一　中村　好弘
伊藤　純男　庭山　文雄
加藤　　清

ＹＥ部会
人づくり委員会

部会長　　伊藤　敏夫
副部会長　平野　明信

分担内容
三叉沼ビオトープＨ＆Ｍ大作戦
上尾児童館（こどもの城）へ時計塔
視力ファーストⅡ（ＣＳＦⅡ）への献金

部員
矢島　義伯　大山　　潔
安藤　武志　金子　幹博
新井秀次郎　小島　　勇
市川　設擴　横塚　健一

アクト部会
街づくり委員会

部会長　　古俣　和栄
副部会長　田沼　利彦

分担内容
チャリティーゴルフ大会開催

部員
チャリティーゴルフ特別委員

ゴルフ部会
チャリティーゴルフ委員会

部会長　　古俣　和栄
副部会長　赤坂　　稔
　　　　　箕輪　　登

分担内容
式典の開催
祝賀会の開催
ＬＬ感謝会・記念例会

部員
井上　　潔　小田川　晃
祢津　尚人　清水　義信
馬野　信義　野本　順一
金井塚正良　羽石　　章
浅子　正剛　横田　昇吾

式典・祝賀部会
計画出席委員会

部会長　　祝原　英俊
副部会長　水石　　通

記念式典部
担当部長
　河野　淳二

総務部
担当部長
　今川　　茂

記念事業部
担当部長
　箕輪　　登

実行委員長
　吉澤　栄一

副実行委員長
　赤坂　　稔
　加藤　　清

会長

　髙井　　晶

顧問
前会長
　島村　　功

歴代会長
（歴代会長会議）

幹事
　井上 孝司

会計
　永島 徳蔵



数字と写真で見る
上尾ライオンズクラブの３５年



平成20年3月30日現在

☆　現在の上尾ライオンズクラブ(会員数69名)☆　現在の上尾ライオンズクラブ(会員数69名)

１．年齢－人数

名
13 13 14

10

7

1 12

歳

戦前生まれ 30名 戦後生まれ 39名

最年長　　83歳 最年少　39歳

２．入会時年齢－人数
名 24

12
9 8

7

3 4

1

歳

最年長入会　　60歳 最年少入会　　25歳
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入会時平均年齢　42.9歳
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平均年齢　60.9歳
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66～70

1

３．在籍年数－人数
名

平均在籍年数　18.4年

17

11 12
9

7
5

年

☆　退会者(会員数159名)☆　退会者(会員数159名)

１．入会時年齢－人数
名

37

34

17

4

2

歳

最年長入会　　67歳 最年少入会　　25歳

２．在籍年数－人数
名

平均在籍年数　10.8年

年
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入会時平均年齢　43.9歳
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26～30
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21～25

3

61～65
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Ｌ期

年度

昭　　　和 平　　成

51

4

52

5

48

1

53

6

55

8

57

10

58

11

59

12

60

13

61

14

63

16

64

17

2

18

3

19

4
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5

21

6

22

8

24

9
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10

26

11

27

12

28

13

29

14
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15

31

16

32

17

33

18

34

19

35

62

15

56

9

49

2

50

3

54

7 23

7

☆　35年間の上尾ライオンズクラブ(会員数228名)☆　35年間の上尾ライオンズクラブ(会員数228名)

１．ライオンズ期別・メンバー数の推移

名

Ｌ期

年度

２．ライオンズ期別・入退会者

名

１．　２．は、上尾ライオンズクラブの会員数の推移を表したグラフである。
発足時76名の会員数も19期107名(期間中は最大110名)を境に減少傾向にあり、最近5年間は
70名前後で推移している。
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8
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Ｌ期

年度

昭　　　和 平　　成

51

4
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5
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３．ライオンズ期別・平均年齢

名

４．ライオンズ期別・年齢別－メンバー数
名

３．　４．は、上尾ライオンズクラブ発足からの会員年齢の推移を表したグラフである。

6期の平均年齢が44.4歳から35期60.9歳であり、30年間に25歳増えている。しかし、ここ数年は

若い人の入会もあり60歳前後で止まっている。平均年齢の上昇４は、年齢別のグラフにも表れて

いる。資料は無いが、発足当時の平均年齢は41歳前後と思われる。
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上尾市福祉会館ホワイエで結成式挙行
安全委員会により安全標示坂を設置

交通安全委員会により特に少年少女の安全保持のため市内巡回

チャーターナイト記念
　老人ホーム・ボーイスカウト・ガールスカウト・警察・家庭奉仕・消防
　署・植樹・教育委員会・埼玉学園にアクト
　アクト総額450万円
 
交通遺児を招いて餅つき大会
明林学園にクリスマスプレゼント
歳末助け合い運動に協力
 
上尾老人ホームへ検眼及び眼鏡の寄贈
 

初年度　（１９７３～７４年）

4月

8月

10月

12月

5月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　池　田　喜　重

幹　事　藤　村　　　秀

会　計　千　代　雅　己

全国高校野球大会出場校「上尾高校」に支援金
全国中学校バスケット大会出場「上尾市立上尾中学校」に支援金

植樹　新設小学校　　校庭に全員の手で市内4校に植樹

火災防止標語入垂れ幕を上尾消防署に寄贈
新設小学校4校に視力検査表、照明器具寄贈
 
明林学園へ図書券
埼玉学園・さくら保育園（身障者）にクリスマスプレゼント実施
上尾市内交通遺児をはげます「もちつき大会」

老人ホーム慰問。マッサージ組合協賛によりマッサージサービス
＊市内小学校新入児童全員に交通安全指導下敷を寄贈4，000枚

クリーン上尾デー
　クラブ員40名出席、市内街路を清掃AM7時～8時30分 

２年度　（１９７４～７５年）

8月

10月

11月

12月

3月

5月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　西　森　勝　作

幹　事　木　村　茂　夫

会　計　若　林　良　吉

上尾高校野球部（甲子園出場）へ支援金贈呈

老人ホーム慰安マッサージ

交通安全横断幕・交通安全標語看板・くずかごを市内要所に設置

明林学園（上尾）クリスマスアクティビティー

市内小学校かきぞめの入賞者全員に文ちんの贈呈1，400本
老人ホーム慰安マッサージ

埼玉県熊谷盲学校へ机・椅子寄贈

献血　参加者204名
市教育委員会へ前田式移動照明視力計3台寄贈

上尾市立つくし学園へ安全ブランコ贈呈

上尾交通安全協会へカーブミラーを寄贈
北本LC結成会にあたり、スポンサークラブとしてライオン旗、クラブ
旗、万国旗、ゴングセットのドネーション

３年度　（１９７５～７６年）

8月

9月

10月

12月

 1月

2月

3月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　三　須　作　雄

幹　事　森　　　忠　良

会　計　林　　　　　実
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上尾駅東口タクシー乗り場に待合テント設置
　(上尾の奉仕団体4クラブの合同アクト)

献血　採血　200名　　体温計を協力者にプレゼント
奉仕デー（8日）　　市内老人ホーム恵和園慰問
　　（ＰＭ2時～4時）　　メンバー30名　　奇術・メンバーの漫談

市民祭り参加(13日・14日)
　両日でメンバー45名動員　　血液型判定を無料で250名に行う

桶川ＬＣエクステンション
　クラブ旗・日章旗・ゴングセット・万国旗・三脚一式を贈る

子供の日　　古本バザー・軽食品の販売
　収益金　111,605円をアクト資金として活用

第一例会を早朝例会にし全員参加のもとに、ＡＭ6時～7時30分まで
駅からバイパスまでの道路清掃 

４年度　（１９７６～７７年）

9月

10月

11月

3月

5月

◆主な行事とアクティビティー

イエメン国技研修生5名、あげお祭りに招待し交流を深める
 
ライオンズ農園の開園
本年度第1回の献血協力者285名　採血者254名
　協力者の方にライオンズネーム入り粗品進呈
 
あげお祭り参加（6日）
　内容　血液型無料判定
 　　　　 ライオンズ農園で収穫した大根の即売並びにコーヒーの販売
　当日の売上金42,000円を市の交通遺児へ寄付
市立老人ホーム恵和園慰問（25日）
ライオンズクラブ・南和園対抗のど自慢大会・奇術披露
　おみやげに茶菓子　入賞者及び参加者ヘトロフィー・スカーフ・3色
　ペンを贈呈

 上尾市丸山公園に5周年記念植樹を行なう
 

５年度　（１９７７～７８年）

7月

8月

11月

4月

◆主な行事とアクティビティー

献血　上尾駅西口広場
　献血数297名、採血数271名

あげお祭り参加　血液型無料判定(350名)
　ライオンズ農園で収穫した大根の即売並びにうどん即売
　収益52,166円を市の母子家庭に寄付
市立老人ホーム恵和園慰問（15日）

ニュージーランドＹＥ生受入(12/21～1/2)
姉妹クラブ米国ハーフムーンＬＣへ羽子板のＸｍａｓプレゼント

伊奈ＬＣ結成会に当り、ライオン旗・クラブ旗･万国旗･日章旗・ゴング
セットの５点をプレゼント

献血　上尾西口広場　採血者数210名

献血　上尾西口広場　採血者数251名

６年度　（１９７８～７９年）

9月

11月

12月

2月

3月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　藤　村　　　秀

幹　事　清　水　一　男

会　計　石　井　智　己

会　長　大　原　　　肇

幹　事　笠　原　利　一

会　計　井之山　政之助

会　長　若　林　良　吉

幹　事　小 田 川　　晃

会　計　金　子　　　斌
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駅西口広場　献血数245名
YE派遣生2名アメリカ・オーストラリアに派遣

ＹＥ生受入　カナダ　Ｍ.Ｗｉｌｄｅｍａｎ

チャリティーショー（20日）
クリーン上尾運動にクラブより30名参加し　市内メーンストリートを
1時間にわたり空カン・空ビン・ゴミの回収（21日）

献血　上尾駅西口広場　採血者276名　不採血者41名　計317名
市立老人ホーム恵和園内浪曲大会へ金一封贈呈
あげお祭り参加（9～10日）。野球選手（松岡・会田）を招いてのチャリ
ティーサイン会・血圧無料測定（両日で230名）・大根の販売を行ない、
その収益金を歳末たすけあい愛の袋に寄付

10月20日行なったチャリティーショーの収益金1,600,000円は　国
際児童年及びショータイトル(愛と理解で青少年を)にふさわしいよう
学童を中心にアクトした。

７年度　（１９７９～８０年）

7月

8月

10月

11月

12月

◆主な行事とアクティビティー

市内身体障害児（母・子）ナイター見学。ヤクルト・阪神戦
　招待者60名、市役所職員6名、メンバー15名（医師4名含む）
上尾西ロメーンストリートの空カン・ゴミ拾い（31日）
　メンバー25名（クリーン上尾デー参加）

上尾西口広場にて献血（1日）
　献血協力者281名　採血者数243名

あげお祭り参加（8～9日）
　ライオンズ農園にて収穫した大根・白菜の販売
　血圧測定43，626円を社会福祉事業に寄付
市立老人ホーム恵和園慰問（11日）

上尾駅西口メーンストリート（横断歩道橋）に交通安全・火災予防の
横断幕設置

冬期交換生受入れ（2～15日）
　オーストラリアより女子学生Debby Parterson

献血　上尾駅西口広場　受付数238名　採血数204名

献血　上尾駅西口広場　受付数226名　採血数189名

８年度　（１９８０～８１年）

8月

10月

11月

12月

1月

2月

6月

◆主な行事とアクティビティー

YE生来日（カナダ　女子　アイソン・ケイグ）　（2～16日受入れ） 
YE派遣生2名(オーストリア)

クリーン上尾デー参加。空カン・空ビンの拾集（30日）
献血　上尾駅西口広場　受付数253名　採血数223名

上尾市民まつり参加
　コーヒー・古本敗売　血圧無料測定238名
　販売収益金53,042円を市福祉施設に寄付
恒例の市立老人ホーム恵和園慰問

献皿　上尾駅西口広場　受付数295名　採血数265名

交通安全標語看板設置　40枚

献血　上尾駅西口広場　受付数374名　採血数338名
上尾高校甲子園出場に支援金を贈る

クリーン上尾デー参加　空カン・空ビンの拾集（30日）

献血　上尾駅西口広場で実施

９年度　（１９８１～８２年）

8月

9月

11月

12月

2月

3月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　藤　田　寿　郎

幹　事　川　田　淑　久

会　計　細　野　利　光

会　長　林　　　　　実

幹　事　赤　熊　康　任

会　計　荒　井　　　昇

会　長　金　子　　　斌

幹　事　矢 和 田　　淳

会　計　黒　川　　　茂
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巡回車にて市内全域パトロールを実施（16日）

献血　上尾駅西口派出所前　受付数　228名　採血数　206名

クリーン上尾デー参加（3日）

上 尾 市 民 ま つ り 参 加
　バザー･血圧無料測定・うどん・コーヒーの販売収益金513,144円を
市へ寄贈 
上尾市立老人ホーム恵和園慰問（16日）
青少年育成10周年記念ダンスパーティー（28日）。
　収益金1,000,000円を駅東口広場のブロンズ像建立の一部として
　寄付。

献血　上尾駅西口広場　受付数　245名　採血数212名
身障者一時保護児童75名を映画(ウィーン物語)に招待（22日）
市立老人ホーム恵和園・市立保護施設寿センターへ蒸気圧力式隔測
指示温度計を各２台贈る

献血　上尾駅西口広場　受付数267名　採血数252名

１０年度　（１９８２～８３年）

8月

9月

10月

11月

12月

3月

◆主な行事とアクティビティー

献血　上尾西口広場で実施
　AM9：30～PM3・30　受付数231人　内採血数212人

あげお祭り（主催　上尾市・上尾市観光協会）に参加
　両日の収益金を地区LCIF基金として寄付109,200円
三宅島災害援助へ44,919円
第1回上尾市内高等学校陸上競技大会を開催する
上尾市立老人ホーム恵和園慰問

冬期YE生受入
　オーストラリア　スーザン・ロンデン嬢　20才
献血　上尾西口広場　AM9：30～PM3・30　採血数176人

献腎、献眼メンバー登録　32名

上尾消防署ヘミニバイク1台寄贈
クリーン上尾デー参加（商工会譲所主催）参加メンバー49名

献血　上尾西口広場　AM9：30～PM3・30
　※例会会場　上尾東武サロンに移動　現在に至る

１１年度　（１９８３～８４年）

9月

11月

12月

3月

5月
 

6月

◆主な行事とアクティビティー

第2回市内6高等学校陸上競技大会主催、参加生徒250名、
　又、各高等学校陸上部ヘスターティングブロック寄贈

上尾高等学校野球部甲子園出場のための協賛金

献血　上尾駅西口広場　受付数220名

第1回チャリティダンスパーティ

上尾市福祉会舘入口に看板設置
市立老人ホーム恵和園、市立つくし学園、ふじ学園へクリスマスケー
キ・飲物をプレゼント

冬期YE受入れ
中華民国仁徳国際獅子会との姉妹提携仮調印のため訪台

市内6高等学校へ毎月（59年7月～60年6月まで）高校ニュース送付

第2回チャリティダンスパーティ

クリーン上尾デー参加

献血　市社会福祉協議会へ協力金

１２年度　（１９８４～８５年）

7月

8月

9月

10月

12月

1月

3月

4月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　伊　藤　敏　夫

幹　事　加　藤　久　策

会　計　熊　井　太　郎

会　長　丸　山　久　蔵

幹　事　高　田　　　登

会　計　黒　田　　　傅

会　長　清　水　一　男

幹　事　田　中　仁一郎

会　計　吉　澤　栄　一
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第1回献血　上尾駅西口広場　受付数258名
日赤埼玉県支部へ特別社資（大口資金）

ふれあい広場（身障者の集い）へ協賛金
シートベルト着用の看板設置
第1回チャリティーダンスパーティ開催

上尾中央LCチャーターナイト協賛
あげお祭り参加　収益金を市歳末たすけあい「愛の袋」に寄付
第3回市内6高等学校競技大会主催

上尾駅東口前へ「火災予防運動実施中」横断幕設置
第2回献血　受付数203名

上尾市産業勤労者文化展協賛
上尾市　伊奈町地区柔道大会に協賛金
第3回献血　受付数152名

クリーン上尾参加

第4回献血　受付数197名　一般献眼登録1名

１３年度　（１９８５～８６年）

9月

10月

11月

12月

3月

 

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

YE生派遣及び受け入れ(フィンランド)
第4回市内6高等学校陸上競技大会開催

献血　受付数175名　内採血数170名

上尾市大綱引き大会開催に協賛
チャリティダンスパーテイ開催

あげお祭り参加　バザー及食品販売　血圧無料測定
市立老人ホーム恵和園慰問
交通安全標語看板設置

献血　受付数160名　内採血数158名

アイバンク設立基金

献血　受付数113名　内採血数104名

上尾市平方地区[平方さくら保存会]へ　さくら、その他の苗木寄付

明るい社会つくり運動大会へ協賛
クリーン上尾デー参加

１４年度　（１９８６～８７年）

7月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

4月

5月

◆主な行事とアクティビティー

日本赤十字埼玉県支部へ特別社資100，000円寄付

第5回市内6高等学校陸上競技大会開催
　選手205名、メンバー50名が参加

上尾駅西口広場で「愛の献血」を実施　
　献血協力者149名、メンバー62名

中仙道あげお大綱引き祭、上尾市民ゴルフ大会協賛
埼玉県高等学校定時制教育40周年記念協賛

チャリティーダンスパーテー
市立老人ホーム恵和園を慰問
産業人ゴルフ大会協賛
あげお祭りに出店、バザーと血圧測定

市内15ヶ所に交通事故防止立看板設置（30本）
上尾駅西口広場で「愛の献血」を実施
　献血協力者106名、メンバー43名

献眼登録1名、献腎登録2名

１５年度　（１９８７～８８年）

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　細　野　利　光

幹　事　宮　内　秋　男

会　計　矢　島　健　造

会　長　笠　原　利　一

幹　事　田　中　　　清

会　計　永　島　徳　蔵

会　長　吉　澤　栄　一

幹　事　髙　井　　　晶

会　計　長　島　英　雄
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交通安全思想高揚のため横断幕を作成、歩道橋に取付け
秋の交通安全大会への参加と交通安全街頭パレード

上尾シティーマラソン協賛

市内小学校連合球技大会用のゴールポスト（２セット）を上尾市教育
委員会へ寄贈
青少年健全育成チャリティーダンスパーティーを開催

市内日の出交差点の交通安全塔改修を上尾市交通安全協会及び奉
仕団体塔の合同アクトで実施

学童交通安全キャンペーン用フィルムを上尾警察署へ寄贈
（上尾中央、上尾武蔵、伊奈埼玉LCとの合同アクト）

上尾市手をつなぐ親の会へ活動資金を寄付
クラブメンバー意見掲載「平成」特集号を発行

１６年度　（１９８８～８９年）

9月

10月

11月

12月

3月

 
6月

◆主な行事とアクティビティー

上尾に伝わる無形文化財､奇祭｢平方どろいんきょ｣に身体障害者を招
待、メンバーと共に祭りを見学した

上尾シティマラソン(ハーフ公認コース)協賛

｢音楽と旅｣講演会とコンサ協賛（小中学校父母対象）

上尾市立つくし学園に遊具（すべり台､平均台、バランス遊び）一式を
寄贈

市内小学生による作文図画コンクールを､上尾中央､上尾武蔵LCと合
同アクトで開催

上尾市立中学校11校に対して体育連盟旗を寄贈

財団法人埼玉県暴力追放薬物乱用防止センターへ協賛金
上尾つくし学園に視聴覚教材一式を寄贈

１７年度　（１９８９～９０年）

7月

10月

11月

1月

3月

4月

6月

◆主な行事とアクティビティー

秋の全国交通安全運動　地域行事(大会・キャンペーン)に参加協力　

市内イコス上尾ホールにおいてチャリティー寄席を開催　老人クラブ
の方々50名を招待
上尾市立小学校22校と埼玉県立埼玉学園に副校旗をそれぞれ寄贈

埼玉県緑のトラスト基金への協力

中国人留学生の支援家に対し協力

上尾市立ふじ学園に簡易ステージ一式を寄贈

島原市へ災害見舞金寄贈

１８年度　（１９９０～９１年）

9月

11月

12月

2月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　平　賀　貞　三

幹　事　伊　巻　龍　幸

会　計　細　野　利　光

会　長　関　戸　孝　雄

幹　事　大　澤　正　夫

会　計　羽　石　　　章

会　長　加　藤　久　策

幹　事　馬　野　信　義

会　計　田　中　仁一郎
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上尾市新庁舎落成に伴い庁舎前にモニュメントと植栽を寄贈（市内
奉仕団体合同アクト）
雲仙普賢岳災害に対する一千万人署名運動に協力1,057名の署名簿
を送付

上尾市聴覚障害者の会10周年大会を協賛
埼玉県障害難病児童生徒文化の集いを協賛
関東信越静　性教育研究大会を協賛

福祉作業所「かしの木」へ空き缶自動選別圧縮機を寄贈
交通安全、青少年育成看板の移設と改修（福祉会館）

上尾市交通遺児保護者の会へ「あげお祭り収益金」を寄付
社会福祉法人上尾あゆみ会へ寄付

市内福祉16学級へプランター入りベゴニアを寄贈
ふじ学園、つくし学園へシクラメンの鉢・球根を寄贈
市内中学生より「ゴミと緑」に関する環境標語の募集と優秀作品選定

１９年度　（１９９１～９２年）

9月

10月

12月

1月

 3月

◆主な行事とアクティビティー

上尾ライオネスクラブへ助成金
YE・アイバンク・身障者スポーツ大会協賛金として合同アクティビテ
ィー

上尾市身体障害者福祉会へ　ワープロ寄贈

献血　受付158人、採血　200cc/114人、400cc/36人、
　　　  成分献血2人、採血量37,200cc
あげお市民祭り参加　259人
視力ファーストへ協賛　会員76名
メルビン・ジョーンズ・フェローCSFへ協賛（三役）
ライオンレデイに感謝する観劇会実施

冬期YE生受け入れ　ニュージーランド・ブランドン・ハンズ君
献血　受付127人，採血200cc/93人・400cc/24人
　  　　成分献血8人、採血量28,200cc・会員36名参加
中華民国仁徳ライオンズクラブ訪問

20周年記念ゴルフ大会開催

２０年度　（１９９２～９３年）

8月

9月

11月

1月

2月

◆主な行事とアクティビティー

北海道南西沖地震へ御見舞い金を贈る　　70万円
ライオンズ農園トウモロコシの収穫と販売により事業資金獲得

ガバナー公式訪問例会
ライオンズ農園収益金をアイバンク協会へ寄贈

ＣＮ記念例会（12日）
アイバンク基金キャビネットへ拠出する

上尾市役所・上尾駅・北上尾駅に花のプランターを設置する
上尾ＬＣチャリティーゴルフ大会実施　事業資金獲得
上尾市消防署へ火災予防垂れ幕を寄贈

クリスマス例会（21日）
視力ファーストへ210万円拠出
ＹＥ生受け入れ　ジャニス・ホー・スー・ジャ嬢（マレーシア）

移動例会　五浦温泉（６日）

帰国子女投稿作文の文集を作成し子女を例会に招待

仁徳LC訪問　22名（20～23日）

第2例会　元オリンピック選手　三宅義信氏講演（24日）

さよなら例会（28日）
献血　本年度3回実施　合計数　成分79名　全血318名

２１年度　（１９９３～９４年）

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

4月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　長　島　英　雄

幹　事　庭　山　文　雄

会　計　倉　持　喜　一

会　長　大　澤　正　夫

幹　事　羽　石　　　章

会　計　伊　藤　厚　生

会　長　倉　持　喜　一

幹　事　田　中　元三郎

会　計　高　橋　八　郎
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第一例会（9日）　環境保全セミナー開催（講師　堂本泰章先生）
ルワンダ難民救済援助金
上尾中央LC10周年全員登録
チャリティーゴルフ大会開催（1日）
あげお祭り参加（12～13日）　アクティビティの為の収益をあげる
上尾ライオネスクラブ5周年全員登録（22日）
彩の国環境デー（27日）
　「ぼかし（醗酵合成型有機肥料）」1,000ヶを上尾駅前にて配布
ボランティア団体「ボランティアビューロー」にワープロ寄贈
上尾市へ車いす用昇降機・「上尾市ふるさと歩道」の案内図と説置箱を寄贈
東洋東南アジアフォーラム参加　15名　（1～4日）
阪神大震災義援金
阪神大震災被災者へテレビ寄贈
仁徳LCより阪神大震災義援金$10,000寄託
チャリティー歌謡ショー開催「内山田洋とクールファイブ」（5日） 
チャリティーショー収益金を生態系保護協会へ贈呈
環境保全フェスティバル作品展応募者へ図書券を贈呈
市内小中学校33校へ環境図書を贈呈
仁徳LC訪問16名（15～18日）
献血　本年度3回実施　合計数　採血数342名

２２年度　（１９９４～９５年）

8月
9月
10月
11月

12月
1月
2月
 

3月

4月
5月

◆主な行事とアクティビティー

朗読劇チケット30枚をボーイスカウトへ贈呈
トウモロコシの収穫

アイバンク協会へ献金

ＣＮ記念例会　永島龍次先生（11日）
チャリティーゴルフ大会開催　収益金はアイバンク基金へ

あげお祭り参加アクティビティの為の収益をあげる（11～12日）
あげお祭り会場にて｢ぼかし（発酵合成有機肥料）｣1,000ケ配付

献血　採血数　80名（20日）
埼玉・伊奈献血センターへテント用横幕を寄贈

冬季ＹＥ生2名受入（12月29日～1月20日）

移動例会（安房小湊・18～19日）
川越初雁ＬＣと合同で｢荒川三ﾂ又沼清掃｣

献血　採血数　111名（19日）
台湾仁徳ＬＣ訪問　20名（14～17日）

台湾仁徳ＬＣ来訪（6～10日） 

ＬＣ農園の種蒔き、除草作業（12日）

２３年度　（１９９５～９６年）

7月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

◆主な行事とアクティビティー

カナダ・モントリオール世界大会参加　　32名
長野パラリンピック支援金・身障者スポーツ大会協賛金
台湾仁徳LC来訪（18日）
ガバナー公式訪問（24日）
荒川河川敷の除草作業実施（10日）
チャリティーゴルフ大会開催（15日）　収益金はアイバンク基金へ
上尾消防署西分署へPR用掲示板寄贈
あげお祭り会場にて｢ぼかし（醗酵合成型有機肥料）｣1,000ヶ配布
東洋・東南アジアフォーラム23名参加（28日～12月1日）
台湾仁徳LC訪問23名（29日）
社会福祉事業団へ競技用車イス寄贈
献血　採血数104名（20日）
骨髄移植推進街頭キャンペーン参加（25日）
移動例会（磯部温泉・11～12日）
献血　採血数97名（19日）
ロシア・タンカーによる重油流出事故救援資金募金
330－C地区年次大会100％登録（5日）
荒川河川敷ふれあいクリーン作戦実施　参加者110名（11日）
330複合地区年次大会（25日）
上尾市立上尾小学校へ樹木の苗木寄贈
献血　採血数107名（23日）
フィリピン・ダバオ市に貧困地域巡回医療センター建設・贈呈（3Ｒ合同）
 ふるさと歩道案内板（丸山公園）寄贈

２４年度　（１９９６～９７年）

7月
8月
9月

10月

11月

12月

1月
2月
3月

4月
5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　永　島　徳　蔵

幹　事　井　上　　　潔

会　計　畑　田　錦　男

会　長　伊　巻　龍　幸

幹　事　高　橋　八　郎

会　計　三　好　　　守

会　長　石　引　弘　明

幹　事　市　川　設　擴

会　計　土　屋　正　男
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フィンランドよりＹＥ生Ｍｓ．Ｌｅｅｎａを受入れ

台湾サマーキャンプにＬ河野淳二、Ｌ金子芳久のお子様を派遣

CN記念例会として荒川ニューロード夢遊船を企画、ライオンレディー
含め多くの参加者により挙行

上尾市民祭に参加協力事業資金獲得
東洋東南アジアフォーラム（フィリッピン・マニラ）に8名参加
3R合同アクトで建設されたダバオ市郊外の医療施設の視察と医療器
具の贈呈

上尾駅西口広場で献血を実施
Ｘ'ｍａｓ例会

Ｌ加藤久策キー賞20を祝う会の開催

台湾台北市仁徳国際獅子会訪問

東口健康ウォーキングマップを設置

台湾台北市仁徳国際獅子会の訪日

２５年度　（１９９７～９８年）

7月

8月

10月

11月

12月

1月

2月

 3月

4月

◆主な行事とアクティビティー

イギリス・バーミンガム国際大会に27名参加
夏季ＹＥ生受入　中華民国より　翁　千倩さん
夏季ＹＥ生派遣　マレーシアに　田中　芙美子さん
「秋の交通安全週間」横断幕を取り付け交通安全に協力
「眼の愛護デー」埼玉新聞協賛広告
「アイバンク・骨髄　チャリティゴルフ大会」
あげお祭り参加
台湾より仁徳獅子会来訪歓迎
チャリティボーリング大会（上尾市福祉協議会へ大型ＴＶ寄贈）
上尾駅西口において献血　採血者114名
フィリピン・ダバオ診療所へ支援金
少年柔道大会協賛
上尾市全戸に会報誌配布　68，000部
台湾の仁徳獅子会訪問
上尾駅西口において献血　採血者　92名
上尾市役所玄関前のプランター花植え
荒川河川敷ゴミ収集作業
上尾駅西口において献血　採血者　75名
朗読ボランティアグループ「やまびこ」にテープレコーダーセット寄贈

２６年度　（１９９８～９９年）

7月
8月

9月
10月
11月

12月

2月
3月

5月
6月

◆主な行事とアクティビティー

アメリカ・サンディエゴ国際大会14名参加

夏季ＹＥ生受入　デンマークより　リサ・クリスティーヌさん

トルコ地震災害援助金

上尾市消防・交通安全フェアーパレード参加
アイバンク・骨髄移植　チャリティーゴルフ大会
台湾地震災害援助金を台湾仁徳獅子会に送る

あげお祭り参加
台湾仁徳獅子会来訪
東洋・東南アジアフォーラム（シンガポール）14名参加

上尾駅西口において献血　採血者　95名

冬期ＹＥ生派遣　　マレーシアに　今川由紀子さん
フィリピン・ダバオ診療所に支援金

会報誌「あおき」７７号　上尾市内全戸配布（71,000部）

台湾仁徳獅子会訪問

芝川ゴミ収集作業

荒川河川敷ゴミ収集作業
上尾駅西口において献血

２７年度　（１９９９～００年）

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　高　田　　　登

幹　事　三　好　　　守

会　計　河　野　淳　二

会　長　羽　石　　　章

幹　事　土　屋　正　男

会　計　三　角　　　隆

会　長　池　上　一　衛

幹　事　吉　野　　　忠

会　計　大　山　　　潔
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 一日先生（上尾南中学校）
青少年健全育成コンサート（伊奈学園）

スロバキアよりＹＥ生受け入れ（グレッタ嬢）

荒川三ッ又沼除草作業

上尾市民まつり
ＯＳＥＡＬフォーラム（23～26日・韓国釜山）

献血（上尾駅西口）

三ッ又沼・自然散歩

交通安全アクティビティ
献血（上尾駅西口）

チャリティゴルフ（大宮ＧＣ）

荒川河川敷ゴミ拾い作戦

献血（上尾駅西口）

２８年度　（２０００～０１年）

7月

8月

10月

11月

12月

2月

 3月

4月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

一日先生（上尾南中学校）「生き方を学ぶ授業」

台湾よりＹＥ生受け入れ（Jian-Chi Yu嬢）

会員増強パンフレット「入会のすすめ」作成
３Ｒ合同アクティビティ・ライオンズクリーンデー

上尾市民まつり
ＯＳＥＡＬフォーラム参加
「上尾チャリティー寄席」

献血（上尾駅西口）
３クラブ合同荒川三ッ又沼ビオトープ観察会

三ッ又沼・自然散歩

交通安全アクティビティ
献血（上尾駅西口）
台湾仁徳獅子会訪問

クラブ会報上尾市全戸配布
鴨川河川敷クリーン活動・上尾西中他

薬物乱用防止教育・上尾小
「かれんちゃん」募金

献血（上尾駅西口）

２９年度　（２００１～０２年）

7月

8月

10月

11月

12月

2月

3月

4月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

大阪世界大会参加
YE生受け入れ・パイビー嬢
納涼例会
ガバナー公式訪問例会
チャーターナイト記念例会・LL感謝する会
東洋東南アジアフォーラム・香港
あげお祭り参加
献血
クリスマス例会
ビオトープ蛍の里・建設作業
移動例会
30周年記念ゴルフ大会・鴻巣CC
献血
ゾーン合同河川清掃作業
30周年記念式典・大沢悠里記念講演会
YE生・タイ国派遣（一般公募による2名）
第49回C地区年次大会
ビオトープ蛍の里・建設作業
薬物乱用防止キャラバン（上小・中央小）
献血

３０年度　（２００２～０３年）

7月

8月
9月
10月
11月

12月

2月

3月

4月
5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　井　上　　　潔

幹　事　島　村　　　功

会　計　金　子　幹　博

会　長　庭　山　文　雄

幹　事　河　野　淳　二

会　計　細　野　　　茂

会　長　三　好　　　守

幹　事　今　川　　　茂

会　計　安　藤　武　志
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新年度例会

納涼例会

ガバナー公式訪問例会

にんじんコンペ

あげお市民祭り
台湾・OSEALフォーラム参加

クリスマス例会

移動例会
パソコン勉強会

Ｃ地区年次大会

蛍の里建設

３１年度　（２００３～０４年）

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2月

4月

5月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　三　角　　　隆

幹　事　清　水　義　信

会　計　伊　巻　龍　幸

最近５年間の
　　　主な行事とアクティビティー
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デトロイト・ウィンザー国際大会参加
ＹＥ生受け入れ

新潟・福井水害緊急支援最終報告

青少年サッカー観戦ツアー

あげお市民祭り
チャリティーゴルフ大会
仁徳獅子会訪問（仁徳３０周年）

クリスマス例会

餅つき奉仕
スペシャルオリンピックス・500万人トーチラン

けやきホームズに雛人形を寄付
移動例会

イラク街頭募金活動
バーベキュー大会

献血(上尾駅西口）
 

３２年度　（２００４～０５年）

7月

8月

10月

11月

12月

1月

3月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　深　山　英　孝

幹　事　赤　坂　　　稔

会　計　石　引　弘　明

蛍鑑賞会（丸山公園）

納涼例会

ＯＳＥＡＬフォーラム参加

チャリティーゴルフ大会
仁徳獅子会訪日

ＹＥ生受入
献血
クリスマス例会

桜植樹（平方スポーツ広場）

三ッ又沼ビオトープ清掃奉仕

薬物乱用防止キャラバン（上尾小、上尾中央小）
蛍カワニナ採集

ジャガイモ収穫
献血(上尾駅西口）
 

３３年度　（２００５～０６年）

7月

8月

10月

11月

12月

3月

4月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　田　中　元三郎

幹　事　金　子　幹　博

会　計　水　石　　　通
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蛍鑑賞会

納涼例会

スペシャルオリンピックス埼玉大会サポート

OSEALフォーラム（ペナン）
チャリティゴルフ大会
上尾市民まつり

献血
クリスマス例会

環境保全活動
移動例会・伊豆長岡

献血

にんじんクラブゴルフ
台湾・仁徳獅子会訪問
三ッ又沼清掃 ・ バーベキュー

パソコン教室（一般市民対象）
薬物乱用防止キャンペーン ・ 上尾中央小学校

にんじんクラブゴルフコンペ
蛍の里整備作業

３４年度　（２００６～０７年）

7月

8月

9月

11月

12月

2月

3月

4月

5月

6月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　島　村　　　功

幹　事　水　石　　　通

会　計　鈴　木　　　勝

国際交流協会「能鑑賞会」協賛

ＹＥ生歓迎会

スペシャルオリンピックス

ＯＳＥＡＬ（韓国）　

上尾市民まつり
チャリティゴルフ大会

YE生（ニコラス君）歓迎会
献血
児童館時計塔贈呈式

薬物乱用防止　ダメ。ゼッタイ。（上尾小学校）

３５周年記念事業・小学生サッカー教室 
３５周年記念式典
祝賀会・仁徳獅子会歓迎会

かしの木園に空き缶圧縮機を寄付   

３５年度　（２００７～０８年）

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

4月

◆主な行事とアクティビティー

会　長　髙　井　　　晶

幹　事　井　上　孝　司

会　計　永　島　徳　蔵



メンバー紹介

（五十音順）



赤熊測量事務所
代　表

Ｌ．赤熊　康任

Ｌ．浅子　正剛

㈲浅子花店
代表取締役

　私は平成２年に入会、同期に三好さん。スポンサーは故西森

勝作氏。元ガバナーの池田先生に相談。「入れば判るよ。あっ

はっはー」の一声。一年生になったら友達１００人できるか

な。一時は１１０人の会員数、県内最大のクラブに。良い子、

悪い子、普通の子、人は様々。真夏でも日本酒お燗、名前は

「Ｏさん」と呼ばれているらしい。カラオケのマイク持ったら

放さない、「アン」という人だった。

　チャーターメンバーも今は９人になり、物故ライオンも千の

風に乗って例会に出席しているだろう。４０年まで、あと５

年。身体に気を付けて活動します。

クラブ結成３５年の想い

やめられない

　ゴルフ・・・初めてクラブを手にしてから早４０年以上経っ

たが、スコアのほうはいっこうに良くならない。今や、本当に

「下手の横好き」だ。６０歳半ばを過ぎて「スコアよりも健康

のため」、「競技よりもコミュニケーション」と結論付けてい

る。でも、本心は何の裏付けもないのに「上手くなりたい」と

思っているのだから始末が悪い。何はともあれ愉快に明るくラ

ウンドできる健康な身体があることに感謝すべきだろう。時々

誘ってください。

（S49.12.10入会　　№90）

Ｌ．赤坂　稔

（S62.8.25入会　　№192）

（H2.1.23入会　　№201）

思いで

　私が「ライオンズクラブ」に入会したのは昭和４９年１２月

でした。当時の例会場は第一勧銀の４階でした。例会はともか

く、毎回の食事が一番大変でした。どの食堂でも６０人の皿や

どんぶりはありません。牛乳とパンならともかく。

　年次大会が東京プリンスホテルで開かれた時、消防庁音楽隊

の演奏があった。上尾ライオンズクラブは、最前列に席をとっ

た。上を見ると、私の自宅の隣の「おとうさん」がトランペッ

トを持っていた。「ニヤリ」

-　４４　-

上尾商工会議所
参　与



　「いんぎん無礼」ということばがありますが、あまり持って

回ったような態度はかえって人に不快感をあたえてしまうと言

われます。

　言葉の上では、いかにも人を持ちあげ、好意を払っているよ

うないい方をしても、その実ハラの底では人を小バカにしてい

ることがありありと見えると言われます。こんな性格の人間は

実は東京の上層階級の人に多いとよくいわれています。

　私も人生残りわずかです。これからは皆さん方に迷惑しない

ように気をつけます。今後ともよろしくお願い致します。

上尾食肉事業共同組合
理事長

Ｌ．新井　秀次郎

㈱上尾サービスセンター
代表取締役

Ｌ．安藤　武志

上尾ライオンズクラブに入会して

　私、当クラブに入会して３１年目に入り年齢は５６才と人生

の半分以上クラブ活動していた事に今回気付き驚いています。

　入会時は、誘ってくれる仲間も無く退会しようと思っていた

時期も有りましたがその後、素晴らしい仲間に出会い、例会等

に行くのが楽しみになりました。

　また、３１年の間に委員長・理事・会計等の役をさせて頂き

その役を通して、その時のアドバイスを受けた事や勉強した事

や経験が自分の人生に大いに役に立っている事に感謝していま

す。

（H18.11.28入会　　№305）

（S52.6.1入会　　№115）

てんこうけんなり・くんしをもってじきょうしてやまず

若菜塾園
塾　長

Ｌ．石引　弘明

「天行健・君子以自強不息」

　いまの世のなかむずかしい時代である。経済は依然として低

迷したまま、明るさが見えてこない。心を暗くするような事件

が毎日のように起きている。価値観も多様化といえば聞こえは

いいが混沌としている。それで思いだすのが「易経」のことば

である。

　「天行」とは天の運行。「健」とは健全とか、すこやかとい

う意味。「君子」はリーダー、「自強」とはみずから努力する

こと。

　～　天は一刻も休むことなくめぐっている。同様にリーダー

たるものも率先してつとめ励むことが肝要である。　～

（S60.3.26入会　　№182）

-　４５　-

「会員として」



Ｌ．市川　設擴

Ｌ．伊藤　純男

星和印刷紙器㈱
代表取締役

ライオンズクラブ国際大会に参加

　上尾ライオンズクラブ３５周年おめでとうございます。

　私は、ライオンズクラブ国際大会　カナダ・モントリオール

大会（１９９６年）に初参加させていただいて以来、イギリス

国際大会、アメリカ・サンディエゴ国際大会、日本大阪国際大

会に参加させていただきました。その際の世界各国のライオン

ズ・メンバーとの交流を通じて「ウィ・サーブ」という奉仕の

精神を強く感じました。こういう運動を通してあくまでも奉仕

の心で動くライオンとの交流の中に、私という人間も大きく改

良され、多くの友を得ることによって、今日に至る要因の原資

を授かったものと感謝しております。

　

　ありがとうございます。

健康管理と禁煙の勧め

　誰でも人は自分の体に異変を感じると神経質になり、また臆

病にもなります。しかし、違和感がなければ、食べ過ぎ、呑み

すぎ、そして睡眠不足、毎日が不摂生の連続です。

　喫煙もまた然り。「吸い過ぎに注意しましょう」と言って

も、「馬の耳に念仏」。一度、ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)と

いう言葉を調べてみて下さい。日本での潜在患者５３０万人、

年間の死亡者は１万５０００人になります。ほとんどが男性

で、高齢者です。

　呼吸困難になっては「奉仕活動」ができません。禁煙してき

れいな空気を吸いましょう。

Ｌ．石渡　豊

（H11.1.26入会　　№278）

（H4.2.25入会　　№236）

（H13.3.27入会　　№287）

上尾中央医科グループ
関連事業部　部長

ライオンは頑張り続けます！

　ライオンは、「百獣の王」であり、「獅子」であります。そ

の「獅子吼」には、百獣が恐れをなして、ひれ伏すとされてお

ります。

　上尾ＬＣの私たちは、「平和と正義」を胸に、奉仕活動を続

けています。

　「平和ほど尊いものはない」「正義ほど大切なものはない」

と考える私は、争いの心、邪悪な心に対しては、大いなる「獅

子吼」をもって臨みたいと思います。

　ライオンの誇りも高く、頑張ります。今後ともよろしくお願

いします。

-　４６　-

団体役員



上尾胃腸外科医院
院　長

Ｌ．伊藤　敏夫

新埼玉リース㈱
代表取締役

Ｌ．井上　潔

結成３５周年を祝う

　上尾ライオンズクラブは結成３５周年の節目を迎えました。

当クラブは結成時から今日まで、厳しい社会の変化と対応しな

がらも７０名前後の会員数を維持し、友好的なクラブ運営と地

域に密着した奉仕活動を展開し、年齢や職業を越えた会員同志

の社会教育の場としても活用されて参りました。これは歴代会

長、幹事を初め全会員の努力と協力の賜物であります。この様

な単一クラブの開かれた運営と積極的な活動こそ国際的な奉仕

団体であるライオンズクラブの原点であります。長年にわたり

続けられている視力保護活動や青少年の育成といった、国際的

に評価の高い、人類愛にもとづく奉仕活動に一会員として参加

できることを誇りに思います。今後は社会情勢の変化や世代交

代の波といった試練を乗り越えながら、新たな活動的な会員を

加えて、より魅力あるクラブに発展することを９名のチャータ

ーメンバーの一人として期待しております。

（S48.4.1入会　　№5）
チャーター・メンバー

（S59.11.13入会　　№180）

いつも自然体

　入会して２４年の歳月が流れました。多くの方々と知り合

い、貴重な経験をさせてもらいました。ライオンズ道徳綱領の

一文

に「批評は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を旨として破壊を

さける」精神が大切であるとあります。今後ともその精神を大

切にし、良き仲間にめぐり合えていることに感謝しながら、い

つも自然体で無理をせず、のんびりゆっくりライオンズライフ

を楽しんでいきたいと思います。

㈲徳永商事
代表取締役

Ｌ．井上　孝司

「おもいやり」を持って人を愛する

　自分の幸せだけを考えているのでは本当の幸せではありませ

ん。幸せになる為には人を思いやる「心」が必要なのです。

「おもいやり」とは他人に「思い」を「やる」こと。自分自身

の心を捧げてこそ相手を励まし頑張る勇気を持たせる事が出来

るのです。愛するという事は相手が何をして欲しいのかを考え

ること。また相手の立場に立って物を考えられること。

　愛する者は愛され、愛される者は愛する。愛された事がない

者は思いやる事が出来ないのです。

（H11.10.12入会　　№281）

-　４７　-



Ｌ．伊巻　龍幸

Ｌ．祝原　英俊

伊巻会計事務所
所　長

㈱今川工務店
代表取締役

Ｌ．今川　茂

イワイ機械㈱
代表取締役

拝啓　日差しが春のおとずれを告げる頃となりましたが、益々

ご活躍のことと存じます。

　さて、入会して早いもので１５年の歳月が過ぎようとしてい

ます。世間知らずの私を、ここまでお育て頂き感謝申し上げま

す。

　思えば、先輩方々より一般常識、道徳心、組織人の行動、人

付き合いの楽しさ等々、諭され、ほめられ教えを頂きました。

これからは、授かった教えを後輩に伝えつつ、クラブライフを

楽しみたいと思います。

　会員皆様も、これからも健康に留意しご活躍なされることを

お祈り申し上げます。

　　上尾ライオンズクラブ３５歳　まだまだ若い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

事務所の窓から見える景色

　昭和５４年４月開業　同６３年３月現事務所に移転　今日ま

で２０年間同じ位置から窓の景色を眺めてきました。

　移転直後は裏手に民家が一軒あるのみで左右は一面の畑。前

面の左半分が超大きな杉林。右半分がこれも超立派な竹林との

どかな上尾平野（？）に囲まれていましたが、今はすっかり住

宅が建ち並び町中（？）になってしまいました。

　昔の景色を思い出しながら、杉の木に留まる鳥の動きを楽し

んでいます。

（H4.12.8入会　　№245）

（S57.2.23入会　　№140）

（H13.3.27入会　　№288）

ライオンズ所感

　入会して７年が過ぎました。なかなか奉仕の精神のライオン

ズマンに、程遠いままで成長していません。他の皆様は、旨く

時間を作ってライオンズの仕事を立派にこなしておられます。

　私は時間の作り方が下手で、例会、委員会等に出席するのも

間々ならない状況です。

　会社を創って１７年が過ぎましたので、もう少し仕事に余裕

を持って、時間を作れるといいと思います。すばらしいライオ

ンズの先輩や仲間が沢山いらっしゃいますので、時間の作り方

等、皆様の薫陶を受けて、世の中の為に奉仕できるライオンズ

マンになれるように努力をしたいと思います。

-　４８　-

会員各位殿



㈲西友建設
代表取締役

Ｌ．馬野　信義

大澤精密工業㈱
代表取締役

Ｌ．大澤　正夫

上尾ＬＣ結成３５周年を迎え

　ここで改めて２０周年記念誌「微笑」を懐かしく目を通しま

した。１５年前のメンバー写真は皆な若々しい写真です。メン

バー数も県下最大のクラブ１０５名で結成されておりました。

　１５年前からの現役メンバーは３４名で、残り３４名のメン

バーは１５年未満のメンバーです。私も入会して早いもので

２５年目に入っております。

　２０周年記念誌に、私は上尾ＬＣ５０周年式典に元気で出席

できますよう頑張って参ります、と書いてありました。あと

１５年は無理のようですができるかぎり現役で仕事、小噺、Ｌ

Ｃのメンバーとして頑張りたいと思います。

過去を振り返って

　私が２０周年度の会長をお引き受けした１９９２～１９９３

年度はメンバー数１０５名（内チャーターメンバー２４名）を

誇る県下最大のクラブでした。あれから１５年、メンバー数は

６８名（内チャーター９名）ついに県内のトップの座を数年前

に明け渡したのです。うっかりしてる間に追い抜かれたので

す。トップは今はやりのＭ＆Ａ。

　それ以後、仲々追い越せず２番手に甘んじています。私はそ

れ以上の事は言わないが皆さんはどう思いますか。負け惜しみ

で数ではない奉仕だと言う人もいるでしょう。でも我々は奉仕

するとは数なのです。数が多ければ、奉仕も大きく出来るので

す。

　３５周年を契機にもう一度、皆で考え仲間を増やし、ぶっち

切ってみたいですね。その元気ありますか。

（S58.11.8入会　　№173）

（S58.12.13入会　　№175）

㈱オオヤマビルド
代表取締役

Ｌ．大山　潔

（H16.6.8入会　　№292）

-　４９　-



Ｐｌｅａｓｅ  Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ  Ｅｘｃｕｓｅ 和をもって感謝と奉仕

　ライオンズクラブに入会して最初に感じたことは、お互いを

尊重し協力して成し遂げる事。

　年次ごとに代わるリーダーを中心に社会奉仕活動を実施して

いくことは非常にすばらしくやりがいのあることです。入会以

前は、社会奉仕について真剣に考えることがなく、『誰かがや

るだろう。』ぐらいに考えていました。

　上尾ライオンズクラブ３５年の活動歴史はすばらしく、その

一員に成れたことを感謝いたします。また、Ｐｌｅａｓｅ　Ｔｈａｎｋ 

ｙｏｕ　Ｅｘｃｕｓｅの感謝の気持ちで皆さんと懇親を深め一回り大

きな人間形成を目標としてクラブライフを送れたらと思ってい

ます。

Ｌ．小田川　晃

Ｌ．加藤　久策

㈲オダガワ ホテルメイツ上尾
代表取締役

㈱ジョイン・システム
代表取締役

Ｌ．小川　卓郎

㈱オレンジホーム
会　長

どうぞ ありがとう すみません

早くて短かった35年
　今期、上尾ライオンズクラブは、創立３５年を迎えますが、３５年といえば

私の人生のちょうど半分です。７０年間、地域の人にお世話になり、この街上

尾で生活をしてまいりました。私の人生の中では、家庭と仕事それに次ぐ、大

きな影響を与えてくれたのがライオンズライフです。また、人格形成に大きく

影響を与えてくれ、今日の私があるのもライオンズのお陰でした。

　思い出せば、たくさんの事がありました。よき先輩に恵まれ我が上尾クラブ

では、何のトラブルもなく楽しい事ばかりでした。創立総会、チャーターナイ

トの事は、今でもはっきりと記憶をしておりますし、３５年前の式典原稿も手

元にあります。３５年の歴史は〔獅子たちの咆哮〕という小冊子になっており

ますが、これを契機にもう一度読み直してみたいと思います。しかし、創立当

時と比べますと平均年齢がどんどん高くなり、勢いがなくなりました。

　これは上尾クラブばかりではなく、全体にいえる事ですが何とかしなければ

なりません。本当は世代交代をして若い人が、どんどん引っ張っていってくれ

れば良いのですが、中々思うようにはゆきません。これからの課題ですが、自

己満足に浸っているだけでなく、大いにライオンズクラブをPRし有望な人材を

確保していくことが大事です。上尾ライオンズクラブが益々繁栄し楽しい場に

なるように、これからも頑張っていきます。

（H18.9.26入会　　№303）

（S48.4.1入会　　№25）
チャーター・メンバー

（S48.4.1入会　　№10）
チャーター・メンバー

２８歳時にメンバー

　Ｌ西森さんに誘われ入会しチャーターに名前を連れさせてい
ただき、初代Ｌ池田会長初め３００人を超えるメンバーと知り
合いとなりました。
　第６代Ｌ若林会長とＬ金子斌会計と幹事として三役をやらせ
ていただきました。そしてＬ若林、Ｌ比留間、Ｌ深山、Ｌ須
崎、その他と多くのメンバーとライオンズ農園の活動を続けて
います。
　献血も長く協力してきました。
　また荒川河川敷、三ッ又沼クリーン作戦。最初のころは、釣
り糸、弁当の捨てられた器、ジュースの空き缶、薬莢、車のボ
ンネットなどひどいものでした。新しくホタルの里ビオトープ
作り。人手も時間もかかりそうです。
　そして入会初のチャリティーゴルフ大会にも暗いうちから参
加し、夜までお付き合いしました。
　これからも在籍し、退会した元メンバーとも会いたいと思い
ながら、参加できるときに出席していきます。

-　５０　-



中央電工㈱
代表取締役

Ｌ．加藤　清

㈲ミユキトラベル
代表取締役

Ｌ．金井塚　正良

上尾ライオンズクラブ３５周年によせて

　この度は35周年おめでとうございます。私は今年で入会５年

目ですが、今までに計画出席委員会などに所属させて頂いてお

ります。そしてこの歴史あるクラブに入会している事を、自分

自身大変誇りに思っております。

　今から３５年前と言いますと、私は商社へ入社１年生で、毎

日朝早くから出社して帰りはいつも終電だったのを、昨日の様

に思い出します。

　クラブ結成のチャーターメンバー各位、又ここまで運営して

こられた先輩のメンバーの皆様の努力に改めて敬意を表し、今

後、上尾ライオンズクラブの限りない発展をご祈念致します。

（H7.5.23入会　　№256）

（H15.1.28入会　　№291）

３５周年に寄せて

　思い起こせば小生も入会以来１０数余年が過ぎてしまった。

此処まで在籍できた魅力はなんだったのか改めて考えてもすぐ

に答えが出ない。たかがＬ／Ｃ、されどＬ／Ｃと言う処かな…

　けれど色々な方の人間模様が見えて面白い所である事は事実

である。自己中心的な人、相手を思いやる人、風見鶏的な人、

ｅｔｃ　私はどんな見られ方をしているだろうか…　デモソン

ナノカンケイネー（小島よしお）でこれからも行こうと思う。

果たして出来るかなー

　しかし皆さんに迷惑を掛けない気概だけは持っていますので

宜しくご指導の程。

㈲カネリョウ
代表取締役

Ｌ．金子　幹博

ライオンズクラブに入会したのは

　倉持会長の時、当時上尾興業の専務でいらしたＬ加藤久策が

来られ、「そろそろ親爺さんと交代して上尾ＬＣに入らないか」

と勧められたのが始まりでした。

　チャーターメンバーで９代の会長を努めた父は当時年会費を

納めるだけで、殆ど例会にも出ていなかったようです。「銀行

の支店長さんが転勤で交代するのと同じ扱いで入会金無しでい

いから」と言われ、事実収めませんでした。若い人達と付き合

うのが、体力的にも無理な年になった頃でしたので、親爺を楽

にしてあげようとＯＫしたのが入会の経緯です。時に４９歳。

　爾来１４年余り、皆様のお陰を持ちまして、楽しく過ごすこ

とが出来ました。

（H5.12.14入会　　№251）

-　５１　-



　上尾市内はほとんど平坦な地域です。最高の海抜も２０メート

ルもありません。しかしながら、関東平野のほぼ中心にあるた

め、三方に山が見ることができます。

　西側には秩父連山、奥多摩の山々、さらには崇高な富士山も見

えます。南の方には神奈川県の大山も見ることができます。北側

には天気がよければ、浅間山や日光連峰も見ることができます。

　私が好きなのは、わが家から真西に４１キロメートル先にある

武甲山です。またその北にある笠山、堂平山なども大好きな山々

です。上尾市は荒川が流れており、その周辺の自然も大変貴重な

ものです。しかしながら、最近気がかりになることがあります。

　長い年月をかけて作られた林や木がどんどんと無くなっていく

ことです。手が全く届かない悠久の山々はそのまま残りますが、

近くにある自然が壊されていくのは本当に残念でたまりません。

子孫のためにもぜひ素晴らしい環境を残したいと思っています。

Ｌ．小島　勇

Ｌ．小橋　一成

上尾市から見える山々

アイワ工芸㈲
代表取締役

㈲カワホーム
代表取締役

Ｌ．河野　淳二

医療法人 上尾内科循環器科
理事長

　上尾クラブに入会して足掛け１８年，メンバー平均年齢の真

っ只中。

　入会時はメンバーの顔を覚えるだけで一苦労。名前をおぼえ

るのも、覚えてもらうのも大変なことだった、なにしろ百十人

以上いたのだから。

　無造作に置かれていた写真が出てきたので、正月休みにゆっ

くりと整理でもすることにした。

　年代別に分けていこうと並べていたら、一枚一枚に若くて懐

かしい顔。いろいろの行事や場所が想いだされ、つまるところ

は思い出探しをしただけ、整理なんて出来なかった。

　それにしても、たくさんの写真、私がいなくなったらどうな

るのだろう。

（H3.1.22入会　　№225）

（S57.7.13入会　　№150）

（H2.9.25入会　　№211）

　１９９６.５.１４. ＡＭ１１：３０　成田発ＪＬアムステル

ダム行きジャンボ。後方席窓ぎわ。離陸まもなく新潟上空。佐

渡が島で左折。陸地を左りに海上を。北海道を越えロシアへ。

窓からの風景は白一色。

　楽しみは機内食２回。ビール、ワインだいぶ飲んだ。約１２

時間で着き、バスでマドリットのホテルへ。

　朝、近くの公園でスケッチをしていると、大きな黒人が変な

かっこうをしているので何かなと近づくと、携帯電話を片手に

ホウキを使い清掃作業をしているではないか。「このナマケも

の」と思った。スペインでは進んでいるんだな？

　自分が持ったのは数年後だ。

ナマケモノ

-　５２　-



㈱武蔵屋
副社長

Ｌ．小林　哲雄

㈱ムサシノ
代表取締役

Ｌ．古俣　和栄

独り言（ひとりごと）

　会社では、昔は出る杭は打たれたが、現在は出ない杭はリス

トラされると言われており、又　出すぎた杭は打たれないとも

言います。

　ライオンズの組織は奉仕団体ですが、基本的な動きは会社と

同じではないかと、そして例会等に欠席が多くなると次回が出

席しづらくなってくる。

　それともう一つは、楽しさがないと永続きしない、集団です

から自分のリズムに合う人を求める傾向になるかと思うが、人

間関係を大事にして仲間とのふれあいが必要ではないかと、そ

う想って活動して来た。

　これから願うことは・・・・・ “お金と若さがほしい"

（H12.10.10入会　　№284）

（H14.3.26入会　　№289）

新しい奉仕活動の創造

　社会が大きく変換しています。３５周年の輝かしい歴史を基

に、上尾ライオンズクラブは、ライオンズ精神に沿った新しい

社会奉仕活動を創造することで、創立４０周年を迎えることが

必要と感じます。

（H18.11.28入会　　№306）

Ｌ．坂本　冬夫

㈱桔梗企画設計
代表取締役

-　５３　-



Ｌ．清水　義憲

㈲島村商店
代表取締役

Ｌ．島村　功

シミズ設備工業㈱
取締役

ライオンンズは心の故郷

　昨年度は会長を仰せつかり、一年間ライオンズ活動に没頭し

ました。今期はキャビネットにＩＴ委員長として出向してい

ます。毎年違う役職を受けその役割を演じるのがライオンズク

ラブの会員の使命です。

　しかし、上尾ライオンズは航空母艦のような心の故郷であっ

て欲しいと思います。だから外で頑張れるのです。

　どうか会長、いつでも胸を張って帰れる上尾ライオンズであ

って下さい。

（H6.5.24入会　　№253）

（H8.10.22入会　　№271）

（H20.2.12入会　　№308）

Ｌ．清水　義信

　上尾ライオンズクラブ３５周年、誠におめでとうございま

す。会員番号２７１番の清水義憲です。

　私は平成８年の入会ですので、今年の１０月２２日でまる

１２年間上尾ライオンズクラブにお世話になったことになりま

す。正直、あっという間の１２年間でした。

　多くの諸先輩の皆様の、立派なそして元気な活動の様子を見

せて頂くにつけ、ライオンズマンとして自分の未熟さを痛感す

る今日この頃です。

　上尾ライオンズクラブの弥栄をお祈りします。

-　５４　-

清水工業繊維㈱
代表取締役



㈲武蔵野商事
代表取締役

Ｌ．鈴木　勝

上尾自動車工業㈲
代表取締役

Ｌ．井　晶

“模索中”

　早いもので入会して満６年が過ぎようとしています。今川Ｌ

が纏めた数字で見る３５年によると、小生はまだまだ若輩者。

しかしＬ／Ｃは１年ごとに役割が変わりますので色々の事を経

験できます。

　原点は ＷＥ　ＳＥＲＶＥ、 地域社会に奉仕する仲間が、県

に、全国に、世界中に沢山います。世界大会等に参加してみる

と世界のライオンズマンの一員である事が実感できます。これ

からの小生の課題として大きな奉仕団体であるＬ／Ｃ活動の位

置付けが日常生活の中で模索中です。（H14.3.26入会　　№290）

（S57.7.13入会　　№154）

　２年前に、第一副会長を指名された時から、これからの子供

達に「夢のある未来を」と考えていました。全世界の子供達に

大きな夢を与え、未来に希望を託したいと思いました。おかげ

さまで、３５周年記念事業はすべて、これからの子供達の成育

に関連があり、健全育成に貢献できると思います。

　３月２９日は小学生サッカー教室・記念式典・祝賀会・仁徳

獅子会歓迎会（前日空港出向かえ・買い物・３０日見送り）と

早朝より夜遅くまで、メンバー一丸となってのご協力に深く感

謝申し上げます。

　残り３ヶ月ですが記念誌・他事業も予定されていますので、

全員の絶大な「和の心で奉仕」をお願いいたします。

Ｌ．高橋　行雄

３５周年に寄せて

　‘３５周年’　チャーターメンバーの方が何人もいらっしゃ

り、またメンバーの方々が、さらに積み重ね・積み重ねてきた

事業、業績が上尾市内をはじめとして各所に残されていること

を再認識しながら、これからの４０周年、さらには５０周年と

継続させていくことが重要なことだという思いを新たにしてい

ます。

　安全・安心な日本の良さを前面に、健全な機会の平等をもと

にして、さらに社会が発展していく事業に、微力ながら協力し

て続けられれば幸いと思っています。（H19.9.1入会　　№307）

-　５５　-

㈲高橋産業
代表取締役

『結束の“力”確認』



Ｌ．谷川　喜一

みやした幼稚園
園　長

Ｌ．田中　元三郎

㈱タニカワフーズ
代表取締役

㈱田中製作所
代表取締役

Ｌ．田中　仁一郎

継続は“力”なり
　上尾ライオンズクラブ結成３５周年本当に皆様と共にお慶び申し上げます。 若

輩ながら縁があり、上尾ライオンズクラブに入会でき本当に感謝してい ま

す。３５周年と言いますが、チャーターメンバーを始め先輩達の継続と一つ一 つ

の積み重ねが有っての事で、まず先輩達に感謝しなくてはなりません。

　今現在すばらしい先輩達と同僚にも恵まれて楽しくライオンズ活動をさせて 頂

いております。「社会奉仕」「ボランティア」って何だろう、又、その事を実 行

するって考えた時に、私はまず“継続”と言う言葉を第一に考え浮かびます。

　これから先の社会状況・景気は決して良くなるとは考えにくく、時代の変化 ・

環境の変化は、年々激しく変りつつあります。私もメンバーの中では若手にな り

ますが、その時代の中で自分自身強い精神と自己管理をして、今後は先輩達の 積

み重ねたことを継続して、今社会は何を求めているかを考えて、プラスアルフ ァ

を考えていき、ライオンズの輪を広げていかなくてはいけないと思っており ま

す。

　そしてクラブが５０周年、６０周年と継続して発展する事は自分自身も成長 し

ていく事だと思います。

　 今後もメンバーの皆様、御指導の程宜しくお願い致します。

３５周年を思う

　今、考えると３５年間もよくライオンズ活動が続けられたも

のだと我ながら感心する。入会当時は若干３２才と若い方から

５番目だったと思う。

　永く続けられた原因は、月２回の例会そして委員会と夜の７

時からだったことである。日中、作業衣で働く私にとっては、

あまり無理せず出席出来たからで、又、例会が終了してからの

飲み会が楽しかったからであると思う。

　３年前に大病した今、これからも無理せず楽しく気楽に活動

を続けていきたい。

（S57.7.13入会　　№155）

（H17.4.12入会　　№301）

（S48.4.1入会　　№40）
チャーター・メンバー

風雪に耐えて

　創立以来３５周年の今年、本市に住んで３０年、クラブライ

フ２５年。長いようで短い時の流れを感じる。子供たちは皆成

人し、近いうちに孫の顔を見るに違いない。意識して生きて行

かねば、何も実現しないことを知り、日一日大切に生きて行く

ことを再確認するこの頃である。人の世の無常観を感じなが

ら、過去より未来のことを考えいつも夢を追い続ける、ドン

キ・ホーテでいたい。

-　５６　-



㈱上尾幼稚園
理事長

Ｌ．谷川　恵哉

㈱ニッカ
代表取締役

Ｌ．田沼　利彦

「チョッとひとこと」

　上尾市では平成１９年４月よりわずか１年弱の間に、県議会

議員（４月）、参議院議員（７月）、埼玉県知事（８月）、上

尾市議会議員（１２月）と上尾市市長（２月）の選挙が執行さ

れました。上尾ライオンズクラブの皆さんはこれらの選挙に何

回投票をなされましたか。

　メンバーの中で県会議員や市議会議員として活躍されておら

れることを嬉しく思います。私は選挙管理委員としてこれら５

回の選挙にたずさわってまいりました。市民の皆様が選挙に参

加されて少しでも投票率の向上に寄与されますことを願ってや

みません。

35周年にあたって

　入会して３年目になる私としては、“３５分の３”の貢献し

たことになるのでしょうか。通算会員数でいうと約３００分の

１、家族、関係者等プラスすれば、その分母はさらに大きくな

っていきます。それだけ大勢の人が支えてきた３５周年は、す

ばらしい節目だと実感します。

　ちなみに私の会社も今年度が３５期にあたり、これも何かの

縁であり、共に年輪を重ねられたらと思っている次第です。　

　

（H9.6.10入会　　№272）

（H17.10.25入会　　№302）

Ｌ．綱島　宗和

武蔵野病院
理事長

（S52.1.11入会　　№108）

-　５７　-

学

天草の鯛釣り

　熊本県の天草に、ひょんなことで年に数回訪れるようになって、５

年ぐらいになります。きっかけは１メートルぐらいの鯛が釣れる、是

非一緒に行ってみましょうと、誘われて最初は熊本空港から車に乗せ

られて、３時間あまり、海岸を走って橋をいくつも渡って、ついた処

は天草の西海岸に位置する苓北町。のどかな海に面した、その向こう

には島原半島が横たわり、周りにはこれといった町並みも無く、場違

いの場所に広い庭いくつも連なる病院が建っていました。

　車を降りて通された処は病院のゲスト用の宿舎。初夏のすがすがし

い空気のなか、西の水平線に静かに沈む太陽を眺めながらの食事、天

草でとれる魚介を堪能しながらの食事、まったく申し分ない中で高ま

る明日の釣りの釣果への期待、そんな想いを胸に夜を過ごし、翌日は

早朝に釣り船に。と思いきや、連絡が入り本日の釣りは、潮の流れが

強いので無理とのこと。がっかりすることに、翌日も同じ状態で３日

たっても出航できなく、あきらめて帰る。残念無念。

　この続きは次回、機会があったら誌面でまたお伝えいたします。



Ｌ．新山　実

Ｌ．中村　好弘

㈲柄屋
代表取締役

Ｌ．永島　徳蔵

ライオン暦３５年　日々思うこと

　ライオンズメンバーとなり皆さんと親しく友好を深め奉仕活

動を理解し３５年になりました。

　その間地球全体を考えた奉仕、国内に於ける様々な事業、金

銭が先行し労力は後から附いてくる考えが事業の大半のような

気がします。

　時代は変りこれからのクラブ事業は、上尾という地域の皆で

組織しているクラブなので、労力を考え、後から金銭は幾ら掛

かるのかを算出する事業の考えに、上尾の地域に奉仕団体とし

て果たすべき、環境保全や、青少年育成、街づくりに精進して

、共にメンバー意識を高揚したいと考えます。

（H12.10.10入会　　№285）

（H9.12.9入会　　№275）

（S48.4.1入会　　№20）
チャーター・メンバー

㈲中村水道設備
代表取締役

㈱ミクニ
代表取締役

　上尾ライオンズクラブ３５周年おめでとうございます。

私は、平成１２年１０月に入会し、早、８年目になります。そ

して、多くのチャーターメンバーが在籍している、伝統ある上

尾ライオンズクラブに在籍でき、大変誇りに思っています。こ

れからも、この伝統を引き継ぎ、がんばっていきたいと思いま

す。

よろしくお願いします。

-　５８　-

伝統を継承

　クラブが発足して３５年の節目に、とうとう参加することな

く期末を迎えてしまい、申訳けなく思っています。

　仕事の現場が遠くにあったり、現場でケガをしてしまったり

で、なかなか例会にも顔が出せませんでした。。

　「来期こそは！」の意気込みをもって頑張っておりますので

どうかよろしくお願いいたします。

例会出席を



Ｌ．西田　米蔵

北新梱包運輸㈱
取締役会長

Ｌ．庭山　文雄

フェアウェイはフォローの風

 古稀も過ぎ、いつまでゴルフが出来るか・・・５年か１０年位かと考え

ると一抹の寂しさを感じる。しかし、振り返ってみれば、この思う様 に

いかないゴルフを始めるきっかけは、得意先の取引業者との懇親会の 酒

の席だった。ちょうど、結婚して家庭を持ったころだろうか。

　半年間、練習を重ね栃木カントリーでの第一打は〝見事なＯＢ〟ス コ

アは１０５。

　５８年ＬＣに入会し、にんじんクラブに入り腕を磨きつつ、にもく 会

での仲間も出来た。にもく会では≪にぎり≫が成立し、勝って優越感 を

謳歌し、負けてはやけ酒と反省の楽しい日々だった。

　また、〔スライス病からの脱出・高弾道の打ち方・アプローチとパ タ

ーの距離感〕など、ワイフに教えているうちに、自分が『イップス病 』

に取りつかれ一年間程思い悩んだのも、ついこの間の事の様だ。し か

し、この『イップス病』もようやく直りかけてきて、この所オフィシ ャ

ルハンデーも片手のシングルプレイヤーになることが出来た。

  これで善しとせず、８０歳位までにはエイジシュートを目標に、心技

体にと磨きを掛けていこう。

（H18.11.28入会　　№304）

（S58.11.8入会　　№168）

日幸電機工業㈱
代表取締役

Ｌ．祢津　尚人

㈱コクトクエンタープライズ
代表取締役

　私が歴史ある上尾ライオンズクラブに入会し、早３年を経過
いたしました。
　若輩ながら入会数ヵ月後に計画出席副委員長、次年度に街づ
くり委員長、そして今期は副幹事及びゾーンチェアパーソン総
務の大役を命じられ、クラブ員の協力とご指導のうえ、何とか
今期の任期を終えようとしております。
　３年経過したとはいえ、まだまだわからない事も多々ありま
すが、奉仕活動をはじめ、クラブ員との懇親にも積極的に参加
し、今期はゾーンチェアマン総務ということもあって、他クラ
ブとの交流等も増え、少しずつではありますがライオンズクラ
ブの全容が理解できて参りました。
　今後は、長年に渡り当クラブを支えてこられた諸先輩の功績
や継続事業を尊重しつつ、若手なりの意見で斬新な事業ができ
たらと思っております。そしてもっともっと地域社会に我々の
存在感をアピールしていきましょう！

クラブの一員として

（H17.1.11入会　　№297）

-　５９　-



Ｌ．野本　順一

上尾管材㈱
代表取締役

Ｌ．羽石　章

Ｌ．林　　実

㈲京屋商店
代表取締役

　輝ける三十五周年を迎えられ、メンバー一同と共にお慶び申

し上げます。

　結成以来、クラブは益々充実し、今や地区内でも、模範クラ

ブである事は過言ではないと思う。

　メンバーは常に、ウイサーブの基に相互理解の精神を養って

いるからである。（お互いの立場に立って協力し合う）

　さて、私も八十三歳を迎え、精神的・肉体的に衰えてきた。

（残念）　然し、クラブは三十五歳、一番盛りの時期です。こ

れからです。初心を忘れず、先ず健康に留意して、より一層相

互理解を深め、楽しく仲良く笑顔にて奉仕に精進しましょう。

この喜びを永遠に繋げよう。

　今後の益々の繁栄を皆様と共にご祈念申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ウイサーブ）

輝ける三十五周年

健康第一

　６９才に成り初めて病気らしい病気をしました。体には自信

があったのに、急性胃腸炎になってしまった。暴飲暴食は慎む

事つくづく思いました、これからが大切な時間、心して考え直

さなければならない。まだ軽傷だったものの心の痛みは残って

いる。古稀に向かって元気でなければいけない。健康のありが

たさは初めてその場になって見てわかる。これから一日一日大

切に過して行きたいと思っています。本当に元気なことが一番

大事なことと今に成って思って居ります。皆元気で働いたのだ

から、少しは楽しく生きたいものです。反省・・・（ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）

（H6.5.24入会　　№252）

（S48.4.1入会　　№1）
チャーター・メンバー

（S56.12.8入会　　№138）

㈲野本ガラス商会
代表取締役

-　６０　-



㈱深山
代表取締役

Ｌ．深山　英孝

㈱ヒラノ
代表取締役

Ｌ．平野　明信

　今年度、人づくり委員長を仰せつかり委員会の活動を行って

きましたが、早いもので残すところ後３ヶ月となりました。今

期の活動の中で、例年行っていないＹＣＥ生派遣事業を行うこ

と、また、無事終了できたことで、大きな達成感を持つことが

できました。この事業に委員長として携わることで、楽しかっ

たこと・大変だったこと等、色々な経験をさせていただきまし

た。これらの経験を踏まえて来年度の副幹事という大役をこな

していきたいと考えています。

蛍に魅せられて

　「…夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ蛍の飛びちがいたる…」

　この文は今から1000年も昔に書かれた清少納言の枕草子の一節です。

　昔から日本人は四季を通じてくりかえされる自然の移り変わりを詩歌

やいろいろな行事に現してきました。夏の夜に幻想的に飛び交うホタル

も多くの人々に愛されてきました。

　私たち上尾ライオンズクラブでは、「こどもに夢と大人に環境保護」

を目的に３５周年の記念事業として「ほたるの里」造りを継続事業と し

て始めました。

　今年で４年になりますが、水路造り、草刈、井戸掘り、ホタルの飼育

などすべて始めての事で、３歩進んで２歩下がるの連続でした。なにせ

１年に１度のことでまだまだ経験が少ないところですが、昨年の鑑賞 会

には大勢の市民が参加され初めて蛍を見るという子供たちも大勢おり、

幻想的な雰囲気に感激しておりました。このような姿に私達メンバーも

この事業を必ず成功させようと誓いを新たにしました。

（H17.1.11入会　　№297）

（S48.4.1入会　　№71）
チャーター・メンバー

藤倉獣医科医院
院　長

Ｌ．藤倉　勉

ライオンズクラブに

（S52.12.1入会　　№116）

　この度、上尾ライオンズクラブが３５周年を迎え記念誌発行及び記念式典を行うこと

になりまして皆様方と共にお喜び申し上げます。

　これひとえに井会長、及び歴代会長、役員の方々の大変な努力の結果であると思い

ます。

　私は故大原会長のスポンサーにより当クラブにお世話になりました。以来あっという

間に３０年が過ぎました。とはいえ入会しても、相変わらず無断欠席の多い不良会員で

ありますが皆様方の寛大な心づかいによりまして今日までこれました。入会させて頂い

てよかったことは、さまざまな業種の方々とお付き合いができることで、このことは非

常に良い社会勉強になりましてお陰様で人生の幅ができました。人生、井の中のかわず

であってはいけないと思います。

　入会した３０年前はオイルショックも治まり公害対策等も進み、まさに景気が上昇ム

ードにあった時期で皆様方におかれましても非常に良い時代だったと思います。

　しかし現在は食品の偽装、食の安全性の問題、原油・小麦粉・鉄鉱石の価格の昂騰、

政治の不安定等心配な材料もたくさんありますが、２１世紀を迎え、過去の先輩の業績

に感謝し、現在を信頼し、未来に希望を持って、より良い奉仕を目指し、会員相互の親

睦に努め国際交流を推進して世界のライオンズクラブの発展に努めなければいけないと

思います。今後当クラブのますますの発展を願う次第であります。

-　６１　-

経験を重ねて



Ｌ．藤田　幸大

医療法人藤仁会 藤村病院
理事長

Ｌ．藤村　秀

Ｌ．細野　茂

㈱細野電機
代表取締役

私のステータス

　青年馬上如

　今我白髪混

　平成世浮世楽

　

　私のある出来事以来、度々海外旅行しておりますが服装はジェント

ルマンスタイルでスーツにネクタイＹシャツは五～六枚持っていきま

す。

　エアポートでもホテルの受付でもイメージをよくしています。それ

は心の中で旅とはいえ、日本人のアンバーサダーだという信念のもと

にそういうスタイルでいます。それが幸いしてか、エコノミークラス

なのに三分の一はビジネスクラスに招待された事が度々あります。身

だしなみで人は見透かしてみるという事が起きています。

　尚、ライオンズクラブのバッヂは必ず付けて行きます。多々の国で

バッヂを見ては、他国のライオンズクラブの人が知り合いのように

“ウィサーブ”と言い、ひとときのなごみが出る時があります。

３５周年記念にあたって

　上尾ライオンズクラブが３５周年を迎えたことは心から喜ば

しいことである。３５年前、盛大なチャーターナイトを挙行し

て以来、決して派手ではないが常に地域に密着した、しかもそ

の時々の時流に即応した奉仕活動を展開してきた。

　それにも増してメンバーの結束は、他のどのクラブにも優る

とも劣らないと思う。このことがメンバー数においても常に上

位を保っている所以である。

　さらに今後はメンバーの増強と、そろそろ三人目のガバナー

の擁立も真剣に考える時期に来ているのではなかろうか。

　「光陰矢のごとし」と申しますが、人生の半分をライオンズ

マンとして、良き先輩、後輩と共に奉仕活動に励んで参りまし

た。

　しかし、三十五周年を迎えた今、周年事業のあり方について

考える必要があると思います。

　過去の周年事業は、その年の会長方針においてふさわしいも

のであったと思います。しかし、形あるものは壊れます。メン

テナンスが必要になるのです。壊れかかっている上平公園の時

計塔は非常にみにくいものです。又、橘高校の記念樹の橘のよ

うに跡形のないものもあります。

　ライオンズクラブの名に恥じぬよう、周年事業はきちんと継

続するべきではないでしょうか。また、今後の周年事業は形あ

るものにするべきか、金銭アクトにすべきか考える必要がある

と思います。

三十五周年を迎えて

（H11.1.26入会　　№277）

（S52.1.11入会　　№101）

（S48.4.1入会　　№67）
チャーター・メンバー

-　６２　-

㈱さいたま福祉葬祭
理事長



㈲日通ハウジング
代表取締役

Ｌ．水石　通

㈱ミスミガーデン
代表取締役

Ｌ．三角　隆

上尾ライオンズクラブ
　　　　結成３５周年・誠におめでとう御座います。
　

　３５年間の歴史と伝統のある上尾ＬＣに入会し、早１３年が
過ぎました。
　私、「立場は人間（ヒト）を造り、成長させる」との言葉に
感化され、メンバーの温情をも頂き、率先して役職を引き受け
ながら自己啓発に励んでまいりました。
　お陰様で、上尾に居ながら世界組織・地球規模のボランティ
アを知ることが出来ました。
　そしてまた、その「ライオニズムの精神」に驚嘆した一員と
して、自覚を新たにしメンバーと共に感動ある未来に向かって
歩いていきたいと思います。

“上尾ライオンズクラブに栄光あれ”

３５周年の思い

　梅の花が甘い香りを放ち、福寿草が黄金色の花を咲かせ春の気
配が心地よい季節となってまいりました。
　当クラブが３５周年を向かえ、又新たなる一歩を踏み出すこと
に対し、心よりお祝い申し上げます。
　現在、世間では原油高、円高、イージス艦の衝突等何かと揺れ
ておりますが、当クラブは揺れることなく着々と確固たる地位を
築いてまいりました。
　私も入会して早や２４年が経過いたしました。クラブでの様々
な貴重な経験が現在の私の生き方のひとつになっております。
これからも体力、気力、健康が続く限り社会奉仕に頑張ってゆき
たいと思っております。（S58.11.8入会　　№166）

（H7.5.23入会　　№257）

Ｌ．箕輪　登

（H11.4.27入会　　№280）

３５周年事業に参加して

　私は、平成１１年４月に上尾ライオンズクラブに入会させて
いただきました。３０周年、３５周年と２度の周年事業に、メ
ンバーの一員として参画し、時の会長方針に沿って「蛍の里」、
「小学生サッカー教室」などの事業に汗を流しました。
　ライオンズクラブの素晴らしさは、各事業全てにおいて、誰
に頼まれる訳でもなく自発的に、相手に喜び楽しんでもらい、
他人に役立てるようなアイデアを立案し、その案件を受容し巧
みにこなす。当然何の見返りも求めず、坦々と進める。こんな
姿にあると思います。
　ライオンズクラブは、敷居が高いというイメージがあります
が、何事も経験しないと分らないことがあります。クラブ活動
を一度経験しますと、誇りを持ち謙譲の精神で奉仕を行ってい
るクラブだと、３５周年事業に参加して改めて感じました。
　今後も一生懸命ライオンズクラブを通じて、他人の為に役立
ったと思える経験を積み重ねて行きたいと思います。

-　６３　-

アサヒ住建㈱
代表取締役



㈲三輪測量設計
代表取締役

Ｌ．三輪　博

Ｌ．矢島　義伯

㈱サイタマ・ユーセイ
代表取締役

Ｌ．三好　守

　新春早々　井会長より電話あり、新年の例会において新し

い方々にスピーチとカラオケをお願いしたいとのこと。でも新

年でもあり、何か違った事でもと考えました。そうだ東急ハン

ズで見た、長いゴムの芸　簡単そうだし、早速買って来ました。

基本の４種類をやっと覚え、当日初デビュー。

　故人曰く「物事　段取り八分」いやはや散々でした。最後は

途中で忘れ作れませんでした。教訓（作品の間の取り方、確実

な作業、アドリブの入れ方）を学ぶ事、終わって傷心の小生に

「移動例会でやったら」「良かったよ」温かい諸先輩の励まし

に心いやされました。次はがんばります。

新年例会にて

　上尾ライオンズクラブが３５周年記念を迎え、諸先輩方の並

々ならぬ努力と奉仕の精神に今更ながら頭の下がる思いです。

私も、入会して早９年になろうとしております。メンバーの皆

様とも仲良くして頂き、楽しく有意義なクラブライフを過ごさ

せて頂いています。

　来期は、思いがけず重い役職が廻って来ますが、皆様が築き

上げてきた伝統を汚さぬよう今後も私なりに活動して行く所存

です。

　メンバーの皆様の更なる御指導をよろしくお願い致します。

３５周年記念誌

　クラブに入会し満１８年、随分永くお世話になっている様で

も、上尾ＬＣの歴史の半分です。この間に２５周年に幹事と

３０周年の会長を務めたが、振り返ってみると無我夢中で忙し

く走り回った記憶ばかりです。（忙しかった、というのも「い

い想い出」ですが）

　そこで今、過去の周年記念誌のページを捲りながら、改めて

当時の記憶を取り戻しております。今期の私はＰＲＩＴ委員と

いう立場で、忙しく走り回っている周年役員の方々為に「記憶

に残る周年記念誌」を創りたいと頑張ったつもりですが、出来

栄えは・・・？
（H2.1.23入会　　№202）

（H17.1.25入会　　№300）

（H11.2.9入会　　№279）

㈲矢島モータース
代表取締役

-　６４　-

自分を磨く



Ｌ．横塚　健一

Ｌ．横田　昇吾

㈲横田メガネ
代表取締役

　昭和５２年１月１１日に入会して以来、いつのまにか３２年

が過ぎクラブも３５周年を迎える事となり、感無量です。

　入会当初は若くして入会したため、なじめず、やめようと思

った事もありましたが、良き友に恵まれて、ここまで来ました。

時にゴルフとヨルニケイションに参加する事が、長く続くコツ

だと思います。

　私も６７才になりましたが、もう少し頑張ります。

　遠くへ飛ばす意欲があるかぎり!!

　クラブがますます発展しますように!!

　上尾ライオンズクラブ、３５周年誠におめでとうございます。

私は、平成１６年に入会させていただき、早いもので４年がた

とうとしています。

　地域のために活動しているライオンズクラブの一員に成れ、

大変誇りに感じています。

　ライオンズクラブのモットーである、Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ（わ

れわれは奉仕する）を忘れずに、日々精進していきたいと考え

ています。ライオンズクラブとともに、地域社会のために貢献

していきたいと思います。今後もますますの発展に、微力なが

らお役に立てればと考えています。どうぞよろしくお願い申し

上げます。

（S52.1.11入会　　№109）

（H16.11.25入会　　№294）

よこづか眼科
院　長

㈲西上尾ゴルフガーデン
代表取締役

Ｌ．吉澤　栄一

品　　格

　ライオンズクラブに入会して３５年、自分の半生にもあたる

期間お付き合いさせていただきましたが、どこにそんな意義、

価値があるのか迷うことがあります。

　奉仕の精神の尊さ、見識ある人たちとの交流から得られるも

のなど、少なからず自分の人間形成に役立っているかと思いま

すが。

　私は最近自分が品格をもてるように努めたいと思っています。

個人の品格、それは自分で決めるものではなく周囲が決めてく

れるものです。品位あるライオンズです。品格あるメンバーに

なりましょう。
（S49.4.1入会　　№88）

-　６５　-

『親交深めて３２年』

“日々精進”



㈲エープラン
代表取締役

Ｌ．吉澤　勝博

ライオンズの一員として

　今年度、３５周年を迎えた上尾ライオンズ、井会長の今期

のキーワード「和の心で奉仕」、アクティビティースローガン

「夢は大きく子供たちに未来を」が掲げられております。

　今期も半ばを早、過ぎました。３月末には、３５周年記念式

典が予定されております。

　この３５年の歴史は、歴代会長、役員、そして会員皆様の惜

しみない協力、情熱があったからこそ、今の上尾ライオンズが

あると思います。

　私も副ティルツィスターとしての役目を果たし、また、メン

バーの一員として奉仕の精神を踏まえつつ、出来る限り協力し

ていきたいと思います。

　皆様、宜しく御願い致します。

（H17.1.11入会　　№299）

Ｌ．吉原　大吉

（S48.4.1入会　　№46）
チャーター・メンバー

吉原法律事務所
所　長

３５周年を迎えて

　今から３５年前、上尾市の住民としてまだ日が浅い頃、上尾

ライオンズクラブ結成の話しを聞き、手さぐりの状態で入会し

ました。

　親クラブのメンバーの方々による結成式典のリハーサルも、

そして本番も、目新しく、又気恥ずかしい中で経験したことで

した。

　今ではチャーターメンバーも少なくなりましたが、メンバー

は、いずれも気骨のあるすばらしい事業家達でありました。

　３５年間というと、我が国の社会・経済・政治は、正に激動

の時代でありました。もとより、諸外国の動きもグローバル化

されました。これら歴史の１つ１つを体験し、今日、元気に３５

周年を迎えることは、私の大いなる喜びであります。

　メンバーの皆様方の益々のご健勝とご活躍を祈念致します。

-　６６　-



平成８年１月 逝去

故Ｌ 田中　　清

昭和５７年２月入会
'８４～'８５　 副幹事
'８６～'８７　 幹　 事

平成６年３月 逝去

故Ｌ 富永　吉郎

昭和５１年６月入会
'７９～'８１　 理　 事
'８２～'８３　 第二副会長

平成２年７月 逝去

故Ｌ 比留間  梅吉

チャーターメンバー
'７４～'７５　 第二副会長
'７９～'８１　 理　 事

昭和６２年１１月 逝去

故Ｌ 大原 　 肇

チャーターメンバー
'７５～'７７　 理　 事
'７７～'７８　 会　 長

平成９年４月 逝去

故Ｌ 池田　喜重

チャーターメンバー
'７３～'７４　 初代会長
'８４～'８５　 ３３０-Ｃ地区ガバナー

平成元年３月 逝去

故Ｌ 加藤　広吉

昭和５６年１２月入会
'８５～'８７　 理　 事

-　６７　-

物 故 ラ イ オ ン を 偲 ぶ

昭和６２年１月 逝去

故Ｌ 石井 智巳

チャーターメンバー
'７６～'７７　 会　 計
'７８～'８０　 理　 事

昭和６３年１月 逝去

故Ｌ 大内　和美

昭和５２年１２月入会
'８２～'８４　 理　 事

平成１４年１２月 逝去

故Ｌ 平賀　貞三

チャーターメンバー
'８４～'８５　 第一副会長
'８８～'８９　 会　 長

平成１３年３月 逝去

故Ｌ 倉持　喜一

昭和５２年１月入会
'９２～'９３　 第一副会長
'９３～'９４　 会　 長

平成１２年１１月 逝去

故Ｌ 栗原　正博

昭和５８年１１月入会
'８６～'８７　 副テールツイスター
'９０～'９１　 副幹事

平成１０年５月 逝去

故Ｌ 丸山　久蔵

チャーターメンバー
'８３～'８４　 会　 長
'８４～'８５　 キャビネット幹事

平成１９年１０月 逝去

故Ｌ 若林　良吉

チャーターメンバー
'７７～'７８　 第一副会長
'７８～'７９　 会　 長

平成１２年４月 逝去

故Ｌ 塚本　昭一

チャーターメンバー
'７３～'７４　 第三副会長
'８３～'８４　 第一副会長

平成１０年１月 逝去

故Ｌ 藤波　哮一

平成８年１０月入会

平成１１年７月 逝去

故Ｌ 矢島　健造

昭和５２年１２月入会
'８５～'８６　 会　 計
'９２～'９３　 第二副会長

平成１５年１０月 逝去

故Ｌ 柳　　義治

昭和５８年１１月入会
'８５～'８６　 副会計

平成１６年５月 逝去

故Ｌ 池上　一衛

平成４年９月入会
'９５～'９７　 理　事
'９９～'００　 会　長

平成１７年２月 逝去

故Ｌ 横田　啓一

平成２年１０月入会
'９３～'９５　 理　事
'９８～'９９　 副幹事

平成１７年１１月 逝去

故Ｌ 小川　賢二

平成１７年１月入会

平成１７年３月 逝去

故Ｌ 三日尻　久蔵

平成８年９月入会
'９９～'００　 副幹事
'００～'０１　 理　事

平成１７年１１月 逝去

故Ｌ 黒田　　傳

昭和５３年１０月入会
'８１～'８３　 理　事
'８３～'８４　 会　計

平成１７年１０月 逝去

故Ｌ 西森　勝作

チャーターメンバー
'７３～'７４　 第一副会長
'７４～'７５　 会　長
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３５周年記念誌部会

部 会 長　 赤坂　　稔
副部会長　 三好　　守
部　　員　 小川　卓郎　　西田　米蔵
　　　　　 伊巻　龍幸　  坂本　冬夫
　　　　　 谷川　恵哉　　新山　　実
　　　　　 藤田　幸大
担当役員　 今川　　茂　　深山　英孝

発行・印刷　 株式会社ジョイン・システム

　　　　　　 〒３６２－００２１ 上尾市原市４３６０－８ 三浦ビル１Ｆ

　　　　　　 ＴＥＬ ０４８-７２１-９７５２   ＦＡＸ ０４８-７２１-９９５２

発行日　２００８．６．１０

３５周年記念誌の発行は「結成３５周年記念事業実行委員会・記念誌部会」

が担当、本部会はＰＲ・ＩＴ委員会が構成員です。

　第一回目の委員会に於いて、記念誌の発行時期は記念式典の記事を掲載す

る事となり、年度終わりの５月末を目標、各会員からは「周年を迎えて一言

」を掲載することになりました。        

　委員会後の懇親会では、スタートは順調、これならば大した苦労もせずに

発行にたどり着くと半分終わった気分でおりました。ところが、３月の記念

大会も無事終わり当部会の出番と記念誌の纏めに入ってみると、会員からの

原稿は集まらず、顔写真も足らない……。

　多少は頭の隅に予感はしていたものの大慌てとなり、最終の纏めは５月の

部会となってしまいました。お陰で、クラブ結成以来初の複合年次大 

       会記念アワード優秀賞受賞を掲載することができました。

　　皆様のご協力に感謝いたします。

ＰＲ・ＩＴ委員長　三好　守　

事 務 局　埼玉県上尾市柏座２-５-３
　　　　　　  ＴＥＬ ０４８-７７４-８７９４
事務局員　西村　由利子

上尾ライオンズクラブ
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