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AGEO LIONS CLUB
上尾ライオンズクラブ あおきあおき
キーワードキーワード 「利他の心」でWe serve

スローガンスローガン 「メンバーの輪を 大きく!大きく!!」
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会　長

Ｌ.谷川　喜一

　今期は、コロナ禍と言う事も有り安全、安心を第一に
クラブの運営を考えてまいりました。例会は、広い会場
にも恵まれましたが、ソーシャルディスタンスを第一に
会場レイアウトも考慮し検温・手の消毒・会場の換気・
飛沫対策も徹底しました。
　内容に関しては、マンネリ化を無くす為に多彩なゲス
トをお招き致しました。
　また、クラブの知名度をアップするための新たなアクティビティを３つ実行し、屋外を中心に第三者を巻き込ま
ないアクティビティを実行してまいりました。スローガンの「メンバーの輪を大きく！大きく！！」の第一の目標で会員
増強に於きましては、地区アワードに個人的にもガバナー特別賞、クラブとしても銅賞を受賞する事ができました。
地区アワードは６個受賞し、金賞が３個と銅賞が３個、また、複合地区ではアワード優秀賞など沢山の賞を頂きま
した。これも一年間メンバーの支えで、特に我儘を聞いて頂いた金井塚幹事、前場会計、役員、理事、委員長をは
じめ会員の皆様のご協力の賜物と深く感謝を申し上げる次第です。
　また、今期は、クラブＰＲにも重点を於いて７月１５日に豪雨災害の熊本県人吉市へ救済物資の積み込みには
テレビ埼玉より中継取材が放映されクラブＰＲは絶大でした。埼玉新聞に２回、埼玉中央よみうりに２回、あぴお
にも積極的に載せてまいりました。
　結びに、一年間コロナで始まりコロナで終わりコロナに悩まされましたが、皆様のおかげで無事に終わる事が
できました。有難う御座いました。自分の中でほんの少し奉仕活動の中にある宝物を見つけられた気持ちです。
　次期49期 小川会長を中心に上尾ライオンズクラブのパワーを出して素晴らしいクラブ運営になる事を心より
願います。そして、コロナが１日も早く終息し、当クラブの発展と皆様のご健勝とご多幸を祈願し御礼の挨拶とさ
せて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第48期会長　Ｌ.谷川　喜一

【330複合地区第67回年次大会】
　２０２１年６月１４日東天紅上野本店にて複合地区年次
大会が開催されました。
当クラブから谷川会長と細野Ｌが出席。
　大会アワード優秀賞を受賞しました。
コロナ禍ではありましたが、上尾ライオンズクラブのアク
ティビティが評価されての受賞となりました。
クラブメンバーの日頃の活動が評価されたものです。

第48期の活動報告

アワード優秀賞の受賞!!
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活  動活  動  報報  告

【四年生大会】2020.8.29 と 9.5 の 2 日間、4年生大会を開催。今期は、コロナ禍の中、上尾市スポーツ少年団を
はじめとする関係者の皆様のご配慮により実施することができました。プレーする選手たちにとっては、4年生
大会は初めてのトーナメントということもあり、猛暑の中、はつらつとしたプレーでした。優勝は富士見、準優
勝は尾山台、三位は上尾朝日①でした。成績の良かったチームもそうでなかったチームも今回の試合を糧として
なお一層努力して頂ければと思います。尚、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催について上尾スポ
ーツ少年団と検討し応援エリア等の距離を置いて設置し、開会式も代表のみの整列としました。 残暑厳しい一日
で熱中症に気を付けてコーチスタッフも進行に努めました。　　（人づくり委員長：Ｌ. 木檜　敏明）

第11回上尾ライオンズクラブ杯争奪小学４・５年生サッカー大会

【五年生大会】2020.9.21 ～ 22 の２日間５年生大会をコロナ禍の中、関係者のご配慮により、人工芝のNEW平塚
サッカー場で実施しました。今回の大会には伊奈町の５年生チームが３チーム参加になり１６チームという編成
で盛大に開催できました。天気にも恵まれ好プレーの連続。優勝は伊奈小針サッカー①、準優勝はユニオン JFC、
三位は富士見サッカー①でした。今回の試合を糧としてなお一層努力して頂ければと思います。 最後に、今期は
社会全体が自粛ムードですが、上尾ライオンズクラブとして出来ることを継続してやっていくつもりです、ご協
力お願いします。

（青少年健全育成事業）
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丸山公園　蛍の里（環境保全活動）

2020.8.29
　上尾丸山公園内『蛍の里』整備。気温37度の中、約1時間をかけて全体の草刈り作業と飼料散布を行いました。
　蛍の里もすっかりきれいになり、蛍の卵もきっと喜んでいる事でしょう。
2020.10.31
　上尾丸山公園内『蛍の里』整備。ホタルの小屋を解体し自生できる環境づくりを実施。お二人の女性も参加して飼料散
　布等を行いました。
　環境改善資材の設置・散布。発酵腐葉土の作成など蛍の幼虫が自生できる環境整備を行う。
2020.11.4
　上尾丸山公園内北側『蛍の里』。ホタルが自生できる環境づくり。ホタルの一生看板設置。
2020.11.28
　上尾丸山公園内『蛍の里』整備。堆肥の散布。
2021.1.30
　上尾丸山公園内『蛍の里』の整備実施。堆肥の散布並びに下草・アジサイの剪定作業。
2020.1.25/2020.2.22雑草除去作業を実施。
2021.4.22
　上尾丸山公園内『蛍の里』整備。堆肥の散布。今年もホタルの幼虫が成長しています。５月の下旬から飛び交う姿が見え
　はじめるでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（街づくり委員長　Ｌ.中澤　貞則）

故赤坂Ｌが作成した『ホタルの里』看板を深山Ｌ、北村Ｌが補修し見事に再設置されました。

4月22日に『ホタルの幼虫』
を確認。

街づくり委員会（中澤委員長）を中心に、ホタルの里整備お疲れ様でした。
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災害支援活動を実施

上尾市の協力を頂き、緊急
支援物資を熊本県人吉市に
搬送するため積み込み作業
を実施。
災害援助基金から、軍手・
ヘルメット・タオル・土の
う等の物資を支援供給し、
埼玉レスキューライオンズ
クラブが搬送に向かいまし
た。

献血・骨髄バンク登録活動

　2021.2.24　第二回献血・骨髄バンクド
ナー登録活動。コロナ禍の中、また緊急事
態宣言発出中のところ、皆様の善意頼み
の献血活動となりました。 
北風が吹きすさむ中、献血受付人数６７名、
骨髄バンクドナー登録受付人数６名と多数
の皆様にご協力を頂きました。

《熊本県人吉市へ緊急支援物資》　7月 15 日テレビ埼玉より中継取材を請けました。

2020.10.28　第一回目の献血・骨髄バンクドナー
登録活動を上尾駅西口ショーサン通り商店街ショ
ーサンプラザ・イトーヨーカドー駅前店前で実施。 
今回は、コロナ禍のなか、前回６月の中止を受け、
久しぶりの献血活動となりました。
　献血受付人数 87 名、骨髄バンクドナー登録受付
人数８名と多数の皆様にご協力を頂きました。 

　2021.6.23　第三回目の献血・骨髄バンクドナー登録活動を実施。今回は、埼玉県に蔓延防止等重点措置発出中のところ、
また梅雨空の中、献血受付人数５５名、骨髄バンクドナー登録受付人数２名と多数の皆様にご協力を頂きました。
当日、献血頂いた方に、当クラブの農園で実った新じゃがをお礼の品として提供しました。
また、献血実施にあたり日本赤十字社、
上尾市役所、上尾西口商店街様をはじめ
地域の皆様の多大なご協力を頂きました
ことをあらためまして感謝申し上げます。

（人づくり委員会　
　　　　　委員長Ｌ.木檜　敏明）



－　５　－

2020年新規事業としてひとり親家庭にランドセル寄贈　

　上尾ライオンズクラブは第48期の新規事業として、上尾市にランドセルを寄贈しました。
対象者は、小学校入学児童で生活支援を受けているひとり親家庭のお子さんに上尾市健康福祉部生活支援課を通して
今年度は6名の新入学児童に贈呈しました。

医療従事者応援横断幕設置（市内４ヶ所）

新型コロナウィルスの感染により地域医療に従事している医師・
看護師さんに対し、応援メッセージの横断幕を上尾市内に設置。

上尾市にアルコールハンドジェルを寄贈

 　上尾市東保健センターにアルコールハンドジェルを寄贈。上尾市より感謝状を授与されました。

2020.12.22

2020.10.15

2021.4.15
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上尾市平塚サッカー場に観覧用ベンチ寄贈設置

　2012年上尾ライオンズクラブ40周年事業として平塚サッカー場に観覧用ベンチと桜の木を植樹し、以降毎年上尾市に
ベンチを設置寄贈してきました。このベンチは、大宮北特別支援学校の生徒が製作したものを設置しています。
今年は、老朽化した ベンチを撤去し新たに2脚を設置しました。

街づくり委員会の委員長中澤Ｌと
副委員長北村Ｌ、深山Ｌの３名が
設置前日に大宮特別支援学校に
製作したベンチの引取に訪問。

2021.1.30

第３回大宮ゴルフコース
２０２１年６月９日（水）
優　勝：Ｌ. 三角　　隆

じゃがいもクラブ（ライオンズ農園）

　じゃがいもクラブ（委員長：L.深山　英孝）が中心となりじゃがいもの植え付け・収穫作業を実施。収穫した
新じゃがいもは、6月23日の第３回献血活動で採血にご協力をいただいた皆様に配布しました。

にんじんゴルフコンペ

第２回鴻巣カントリークラブ
２０２１年４月１４日（水）
優　勝：Ｌ. 伊巻　龍幸

第１回鴻巣カントリークラブ
２０２０年１１月１１日（水）
優　勝：Ｌ. 小川　卓郎

ク  ラ  ブ  内  親  睦ク  ラ  ブ  内  親  睦

入会された新井章司Ｌも初参加となり
和気あいあいと楽しくプレーをし懇親
を深めたようです。
　にんじんゴルフ部の役員の皆様、
お疲れさまです。

2021年3月14日植付け・６月２０日収穫作業
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４９期　役員・各委員会４９期　役員・各委員会

◆編集・発行《 会員会則-ＰＲ・ＩＴ委員会 》

▶担当理事：Ｌ.石渡　　豊
▶委 員 長：Ｌ.河野　淳二　　 副委員長：Ｌ.馬野　信義、Ｌ.田中元三郎
▶委　　員：Ｌ.伊藤　敏夫、Ｌ.祝原　英俊、Ｌ.佐藤　真也、Ｌ.島村　　功

※誤字脱字がございましたらご了承ください。

◆役　員◆

会　　　長：Ｌ.小川　卓郎
前　会　長：Ｌ.谷川　喜一
第一副会長：Ｌ.祢津　尚人
第二副会長：Ｌ.
幹　　　事：Ｌ.北村　貴志
副　幹　事：Ｌ.中澤　貞則
会　　　計：Ｌ.吉澤　勝博
Ｔ　・　Ｔ：Ｌ.箕輪　　登
Ｌ　・　Ｔ：Ｌ.
二 年 理 事：Ｌ.
　　 〃　 ：Ｌ.石渡　　豊
一 年 理 事：Ｌ.藤倉　　勉
　　 〃 　：Ｌ.星野　良行

担当理事：Ｌ.星野　良行
委 員 長：Ｌ.木檜　敏明
副委員長：Ｌ.金井塚正良
副委員長：Ｌ.
委　　員：Ｌ.新井　章司
　　〃　：Ｌ.伊巻　龍幸
　　〃　：Ｌ.馬野　信義
　　〃　：Ｌ.佐藤　真也
　　〃　：Ｌ.田中元三郎
　　〃　：Ｌ.横塚　健一
　　〃　：Ｌ.吉原　大吉

◆計画出席・財務委員会◆

担当理事：Ｌ.藤倉　　勉石渡　　豊
委 員 長：Ｌ.秋山　博和
副委員長：Ｌ.矢島　義伯
副委員長：Ｌ.
委　　員：Ｌ.今川　　茂
　　〃　：Ｌ.祝原　英俊
　　〃　：Ｌ.太田　昌之
　　〃　：Ｌ.高橋　行雄島村　　功
　　〃　：Ｌ.長谷川　智

◆会員会則-PR・IT委員会◆

◆人づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.古俣　和榮
委 員 長：Ｌ.中村　　聡
副委員長：Ｌ.中村　好弘
副委員長：Ｌ.羽石　　章
委　　員：Ｌ.安藤　武志
　　〃　：Ｌ.井上　孝司
　　〃　：Ｌ.加藤　守史
　　〃　：Ｌ.河野　淳二
　　〃　：Ｌ.髙澤　征吾
　　〃　：Ｌ.高沢　英人
　　〃　：Ｌ.田中仁一郎畠山　　稔
　　〃　：Ｌ.細野　　茂

◆街づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.水石　　通
委 員 長：Ｌ.三輪　　博
副委員長：Ｌ.木元　皇一
副委員長：Ｌ.前場　伸治
委　　員：Ｌ.浅子　正剛
　　〃　：Ｌ.
　　〃　：Ｌ.髙井　　晶
　　〃　：Ｌ.畠山　　稔
　　〃　：Ｌ.深山　英孝
　　〃　：Ｌ.三角　　隆
賛助会員：Ｌ.根城　　浩
　　〃　：Ｌ.佐藤　進也

１年間お疲れ様でした。
　　みなさんご協力
ありがとうございました


