














































































































































































－　　－４６

　私が上尾ＬＣを初めて知ったのは今から１５年前です。私が所属しておりま

した内外航空サービスが、都内のライオンズクラブの指定業者だった関係

で、ラスベガスの国際大会を催行させて頂きました。初めて仕事を頂き大変うれしかった事を、今

でも鮮明に覚えております。

　その後、何度か仕事を頂き歴代の会長さんと知合いになり、今から丁度１０年前の２００５年１月に加

藤久策Ｌの紹介で入会させて頂きました。

　１０年経ちましたが、仕事柄土日も関係なく

出張していますので、なかなか奉仕活動に参

加できなくて申し訳ないと思っております。

　今後ともＬＣの一員として地元の奉仕活動に

頑張っていきたいと思っております。

　ライオンズクラブにいる楽しみの一つに海外旅行がある。世界大会や東南

アジアフォーラムがあるからだ。以前、世界大会がデトロイトであった際、ノバ

スコシア地方である東海岸のハリファックス、ニューファンドランド島を訪れた。名前は忘れたが世界

遺産の古い街並みと鯨と氷河の観察がウリだった。そこで知ったのは、豪華客船タイタニックの沈

没事件の救助港になったのがハリファックスで、海底からの遺品を展示した博物館や亡くなって

人々の墓も観光して来た。最先端の技術で

造られ絶対沈没しないといわれた船だが処女

航海中、氷河で船腹を切られ１５００人の死者

が出た有名な事故だ。死者が多かった理由

の一つは救命ボートを、乗客定員の半分しか

用意してなかったらしい。沈没することは無い

からと設計者は考えていたのだ。

　今日のタイタニックは阪神淡路大震災時の

高速道路であり、東日本大震災時の福島第

一原発だ。同類のことは他には無いか、もう一

度身の回りを社会全体でじっくり点検し、真剣

に対策を練ることが大切だと思う。

（株）ミユキトラベル　代表取締役

（有）カネリョウ　代表取締役

（Ｈ.１５.１.２８入会　№２９１）

上尾ライオンズクラブと私

金井塚正良Ｌ.

危機への備え

（Ｈ.５.１２.１４入会　№２５１）

金 子 幹 博Ｌ.
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－　　－６８

　昭和４８（１９７３）年４月クラブ結成以来のメンバーである。結成当時は何も判

らず、スポンサー大宮北クラブのご担当者が近寄り難く、大変な人なのだと

感じたものであった。

　結成以来４０年、我がクラブもようやく「不惑」を迎えた。

　私のライオン歴は、結成１周年記念委員長、その後理事、

副会長（第２・第３）である。振り返ると、役員人事のもつれ、

入会したが思いと違っていると感じた人、ある期間を経過し

た後もう続けなくてよいとした人、事業に失敗して退会した

人など、多くのメンバーが去って行った。今思うと寂しい限り

である。しかし、都度有力な方が続々と入会され、今日の繁

栄を保っている。

　ともあれ、「４０にして迷わず」、結成当時の新鮮な感動と、

常にクラブの存在意義を確かめながら進んでいきたいと考

えている今日この頃である。

　東日本大震災の発生からこの３月でちょうど２年を迎えた。被災者の方々は

復旧・復興を願い、被災地でそれぞれの生活をおくっている。様々な理由で

自分の故郷を離れていった方々も少なくない。

　あの震災に出会った事により、自分の人生をより充実したものに、生きていく事の大切さ、生きてい

く意味合いが変わった方々も大勢いると思う。

　最近は被災地のニュースが少なくなってきている。その事により、

被災地の現状を忘れがちになっている事も事実。

　この震災の教訓から、我々もこれからの人生を前向きにとらえ直

し、生きていく事の大切さを思い返す事が重要であり、生きてい

る事が当たり前という気持ちを持ってしまう事が心の風化に繋が

るのではないかと思う。

（有）エープラン　代表取締役

吉原法律事務所　所長

（Ｈ.１７.１.１１入会　№２９９）

吉 澤 勝 博Ｌ.

吉 原 大 吉Ｌ.

東日本大震災から思う事

（Ｓ.４８.４.１入会　№４６）

軽井沢にて　娘婿と

40AnniversaryAgeo Lions Club
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