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役 員 理 事
役職名 氏　名

会　長 L. 嶋崎　一翠

前会長 L. 神嶋　利夫

副会長（第一） L. 黒田　英和

副会長（第二） L. 澤川　幸七

幹　事 L. 小西　良信

会　計 L. 村本　正則

ライオンテーマー兼副幹事 L. 晒谷　昌克

テールツイスター L. 筏井　恵子

会員理事 L. 室谷　博久

二年理事 L. 蓑　　泰志

〃 L. 北林　和正

一年理事 L. 屋敷　　隆

〃 L. 髙田　成宏

副テールツイスター L. 塚本　悦子

会計監査委員 L. 山崎　勝久

〃 L. 室谷　博久

運　営　委　員　会　 事　業　委　員　会     　
委員会 ◎　委員長　○　副委員長　　　　終身・優待会員（ABC

順） 委員会 ◎　委員長　○　副委員長　　　　　終身・優待会員（ABC 順）

出　　席
◎L 塚本 L 藤田順 L 穂田 L 小西

YCE・青少年
◎L 北林 L 藤田一 L 石川 L 筏井

○L 永岩 L 松野 L 澤川 ○L 永岩 L 鎌谷 L 室谷 L 織田
○L 渡辺 ○L 屋敷 L 玉井 L 山崎勝

会則付則
・

情報 PR

◎L 晒谷 L 藤田一 L 藤川 L 二口
保健・四献

◎L 金田 L 広羽 L 井藤 L 入江
○L 石川 L 鎌谷 L 見津 L 山崎与 ○L 晒谷 L 村本 L 見津 L 島哲雄
○L 黒田 L 濱本 ○L 塚本 L 高田一 L 山崎義 L 山田 L 濱本

大　　会
◎L 中山 L 筏井 L 入江 L 村本 ALERT

・
社会福祉

◎L 三好 L 藤川 L 二口 L 神嶋
○L 北林 L 三好 L 蓑 L 島哲雄 ○L 蓑 L 黒田 L 小西 L 島憲誠
○L 山田 L 高田成 ○L 高田成 L 澤川 L 渡辺

財務・計画
◎L 広羽 L 井藤 L 木倉 L 織田 環境保全

・
市　民

◎L 盤若 L 藤田順 L 穂田 L 東山
○L 盤若 L 佐藤 L 山崎勝 L 屋敷 ○L 中山 L 木倉 L 松野 L 嶋崎一
○L 金田 ○L 佐藤 L 山崎与

GMT・会員
・接待

◎L 高田一 L 神嶋 L 島憲誠 L 嶋崎
○L 室谷 L 玉井 L 山崎義
○L 東山
※ 副委員長→委員長の順序あり
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「感謝をこめて」
高岡志貴野ライオンズクラブ第４8代会長　L．嶋崎　一翠

　高岡志貴野ライオンズクラブのメンバーの皆様、一年間、多大なるご協
力と、お力添えをいただきまして誠にありがとうございました。心から感
謝をいたしております。
　歴史と伝統ある志貴野の奉仕活動を行うことが出来ましたのも、偏に会
員皆様方の温かいご支援、役員、理事、委員長各位のご協力のお陰と、幹事、
小西良信ライオンと会計、村本正則ライオンに改めて感謝申し上げます。
本年度のクラブ基本方針としまして “ 和気藹々で仲良く、楽しく ” とキー
ワードの掲げました。「和気藹々」は、なごやかで楽しい雰囲気に満ち溢れ
ているという意味です。又、重点活動項目としまして「しきの人、技、心、
プロジェクト」をメインテーマとし、日本遺産に認定され、今日も磨かれ
る伝承の「技」、美しい、「町並み」等、町民文化が息づく歴史都市として評価され、わが故郷高岡の誇りを次
世代に継ぎ、人と人との絆、そして温かい思いやりの心を大切にしたいと「家族に贈る言葉」と題し、小中学
生から募集し、愛情や、絆への気付きと、筆力を養う機会の創出を目指し、教育委員会と北日本新聞社の共催、
学校関係者、家族の協力、そしてメンバーの皆様方の御指導を賜りながら、1,190 点という多数の応募に、嬉
し涙しながら審査にあたりました。会員各位のご協力と絶大なるご支援を賜り心から感謝いたしております。
又、今まで伝え育んできた富山県一の輝かしい、数々の実績ある継続事業のアクト魂を大切に、保健四献委員
会のイオンモールやエクール、又企業にも協力いただきました。
　動物を敬う心の高岡動物園祭は環境保全・市民委員会に、高岡聴覚総合支援学校や新生苑の芋掘り、なべ祭
り等々、又小学生の子供達への薬物乱用防止の意識向上にと、野村、成美、木津小学校へと御尽力いただきま
した。講師の皆様に改めて感謝申し上げます。志貴野ライオンズクラブのメンバーとしての誇りを持ち、素晴
らしい出逢いに感謝し、次、又会える、皆んなに会いたいと思える素晴らしい、例会、楽しい例会、為になる
例会、を心掛け、進めてまいりました。
　テールツイスターの筏井ライオンに、毎回優雅な舞を披露していただき、暫しの安らぎを感じました。とっ
ても嬉しかったです。
　又例会毎に、素敵な景品等、提供いただきました、織田幸ライオンには御力添えを賜り、抽選会での盛り上
がりとワクワク感は、ありがたく、心から感謝と御礼申し上げます。
　夏季家族例会や、クリスマス例会等々、ご家族皆様で、多数の御出席をいただき、塚本ライオンの手作りの
サザエさんダンス等々、楽しかったことが思い出されます。新年例会、元ガバナーを囲む例会、結成記念例会、
年次例会等々、運営委員会の皆様、楽しい企画をと、色々と心掛けていただきましてありがとうございました。
最後になりますが、一年間の充実した奉仕活動に、ご理解と御指導を賜りました、会員各位に心から感謝と御
礼を申し上げます。ありがとうございました。
　GMT（会員維持活動）合同奉仕活動　地域文化活動　PR 活動四部門のガバナー賞を頂きました。

感謝！感謝！

2The Lion 志貴野　Vol.36



例会の記録

月 曜日・回 場　所 内　　容 スピーチ・企画等 受賞セレモニー・その他

7

１（水）
1156回 高岡商工ビル10F ☆通常例会

年間基本計画案発表
L 嶋崎　一翠会長所信表明、役員就任挨拶
役員就任挨拶、感謝の楯・バッジ贈呈

15 （水）
1157回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 L 濱本あけみ（賛助会員）入会式、元メンバー川原隆平様

前年度決算報告、予算案承認
地区ガバナー委嘱状　名誉顧問　L 島憲誠
〃　ＦＷＴコーディネーター　Ｌ見津美紀子

8

8 （土）
1158回 高岡地場産業ｾﾝﾀｰ しきの人・技・心ﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄ①

夏季家族会
第19回県伝統工芸師展ふるさと体験フェア参加
サックス：森沙優香さん、ピアノ：澤菜摘さん

20 （木）
1159回 ニューオータニ高岡 ガバナー公式訪問

並びに２R 1Z 合同例会
地区ガバナー　L 田中俊夫
高岡中央 LC. メインホスト

9

2 （水）
1160回 高岡商工ビル10F ２R 1Z C　クラブ訪問

２R1Z Ｃ　L 藤田整司・副ＺＣ　Ｌ工藤光也
クラブ評価アンケート実施

会員増強アワード　Ｌ見津美紀子・Ｌ晒谷昌克

16 （水）
1161回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　調停　相続　事業継承　」　Ｌ金田栄悟

10

7 (水）
1162回 高岡ホテル ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ記念例会（夜間）

「　万葉集：大伴家持となでしこ　」Ｌ玉井晶夫
詩吟：Ｌ高田一二三、書：Ｌ嶋崎一翠

21 （水）
1163回 高岡御車山会館 しきの人・技・心ﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄ②

高岡御車山会館の見学・研修会
「　御車山の歴史と種類について　」
高岡御車山会館　館長　林　昌男　様

家族会員３名入会承認

11

4 （水）
1164回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　弁護士の活用法について　」　Ｌ入江佑典 国際会長Ｌ山田實廣より感謝状　Ｌ山崎与四之

18 （水）
1165回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　更生保護をとりまく新しい風　」　L 鎌谷克彦

12

2 （水）
1166回 高岡商工ビル10F ☆通常例会

テーブル毎のフリートーク
「　ラグビーを楽しく観るために　」　Ｌ晒谷昌克 会員満足度向上ｱﾜｰﾄ゙ 伝達　前会長Ｌ神嶋利夫

23 （祝）
1167回 ニューオータニ高岡 クリスマス家族会 ( 夜間）

サザエさんダンス
ビンゴゲーム・オークション

2015年

1157回
L濱本あけみ入会式

1160回
２R１ZCクラブ訪問

1164回
スピーチL入江佑典

1158回
夏季家族会での演奏

1162回
スピーチL玉井晶夫

1166回
スピーチL晒谷昌克

ゲスト元ライオン
川原隆平様

1161回
スピーチL金田　栄悟

1165回
スピーチL鎌谷克彦

1159回
地区ガバナー公式訪問

1163回
ゲスト　林昌男様

1167回
X’masサザエグザイル
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例会の記録

月 曜日・回 場　所 内　　容 スピーチ・アトラクション セレモニー等

1

6 （水）
1168回 射水神社 新年例会 正式参拝、年男お祝い

琴：生田流筝曲正紘社大師範　太田衣代様
大正９年年男　Ｌ島憲誠
The　Lion　志貴野 vol．35 発行

20 （水）
1169回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　マイナンバー制度について　」　Ｌ二口良伸

上半期収支決算報告
役員選考委員会

2

3 （水）
1170回 ウィングウィング高岡 元ガバナーを囲む例会 名誉顧問　L 島憲誠の活動記録プロジェクタ投影

花束贈呈・Ｌ山崎与四之よりお言葉・節分豆まき
次期第一副会長・ＣＮ 50 周年大会委員長承認

17 （水）
1171回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　自然と学ぶ　」

ガイア自然学校　とやま校代表　守屋　謙　様
ビジター出席
330-Ａ地区1Ｒ2Ｚ東京ピースＬＣ　Ｌ横田文子

3

2 （水）
1172回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　ものづくりの心　」

株式会社能作　代表取締役社長　能作克治　様
メンバーシップキー賞　L 小西良信
次期役員理事名簿の承認

16 （水）
1173回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　訪問歯科診療について　」　Ｌ渡辺 満

LCIF・MJF ＄1000 献金ﾋﾟﾝ・楯
L 北林和正・Ｌ神嶋利夫・L 嶋崎一翠

4

6 （水）
1174回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　ライオンズクラブ 100 周年記念奉仕チャレンジ　」

334- Ｄ地区名誉顧問　Ｌ荒尾勝彦
次期委員会構成表の承認

20 （水）
1175回

訪翠亭～
いみづ茶屋 早朝例会 「訪翠亭」周辺のゴミ拾い・散策

5

11 （水）
1176回 射水神社 結成記念例会

「今、国は地方創生」
～ﾗｲｵﾝｽ ｸ゙ﾗﾌﾞにできること～
南砺市長　田中幹夫　様
記念品：ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 100 周年記念バッジ

ﾓﾅｰｸｼｪﾌﾞﾛﾝ賞　L 織田（35 年） L 村本・Ｌ山崎義
（25 年）Ｌ島哲雄（15 年）Ｌ佐藤・Ｌ盤若・Ｌ晒谷・Ｌ見津
Ｌ筏井（10 年）　　　LCIF・MJF ＄1000 献金ﾋﾟﾝ・楯
Ｌ見津美紀子・Ｌ東山伊久雄　

18 （水）
1177回 高岡商工ビル10F ☆通常例会 「　文化発信と高岡市美術館　」

高岡市美術館館長・京都美術工芸大学教授　村上隆　様
ビジター出席　高岡ＬＣ　Ｌ般若　保

6

1 （水）
1178回 高岡商工ビル10F 事業委員会別全体会議 次期予算計画案

第62回地区年次大会ｱﾜｰﾄ゙ 　＊4部門ガバナー賞
〃＊特別功労賞　ＦＷＴｺｰﾃ ｨ゙ﾈｰﾀｰ　Ｌ見津美紀子

15 （水）
1179回 柿里本店花御堂 年次例会 小唄と三味線：竹枝香寿々　様

民謡：「　新川古代神　」華の会の皆さん
年間皆出席者表彰
役員退任挨拶

2016年

1168回
ゲスト 太田衣代様

1172回
ゲスト 能作克治様

1176回
ゲスト 田中幹夫様

1170回
元ガバナーを囲む例会

1174回
ゲスト L 荒尾勝彦

1178回
年次大会アワード披露

1169回
スピーチL 二口 良伸

1173回
スピーチL 渡辺 満

1177回
ゲスト 村上 隆様

1171回
ゲスト 守屋 謙様

1175回
早朝例会

1179回
ゲスト 竹枝香寿々様
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ＹＣＥ・青少年委員長　L. 北林　和正活 動 の 記 録
2015 8.8 しきの～人・技・心～プロジェクト①

10.13 　第19回伝統的工芸ふるさと体験フェアに参加

2.14 しきの～人・技・心～プロジェクト③

　「家族に贈ることば2015」実施・表彰式

薬物乱用防止教室開催
2016 1.27 　* 高岡市立野村小学校 5 年生

1.27 　* 高岡市立成美小学校 6 年生
2.18 　* 高岡市立木津小学校 6 年生

ＹＣＥ・青少年委員会

　1 年間委員会のメンバ－を始め皆
様には、大変お世話になりありがと
うございました。
　嶋崎会長が掲げられたテーマ、人技
心のメインアクティビティ「家族に
贈ることば」も大成功に終えることが
できました。次世代に継続できるアク
ティビティになれば良いと思います。
　この経験をこれからのライオンズ
活動に生かしていきたいと思います。
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「家族に贈ることば2015」
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社会福祉委員会
社会福祉委員長　Ｌ . 三好　伸好活 動 の 記 録

2015   7.29 高岡聴覚総合支援学校との交流事業
　* 第５９回北陸地区ろう学校親善体育大会

協力金贈呈
  3.10 　* 高等部卒業生激励会　印鑑贈呈

新生苑との交流事業
2015 10.  2 　* ふれあい農園～さつまいもの収穫～

11.  1 　* 新生苑祭：豚汁 200 食の提供
2016   5.19 　* ふれあい農園～さつまいもの苗植え～
2015 12.  8 東日本豪雨災害緊急支援金送金

1、良かったこと
いつもの事ながら委員長になったら人員確保の呼びかけに力
が入る。こんなときに普段からその年その時の委員長さんに
協力をしておくとこころよい OK の返事が返ってくる。本当
にありがたい。あの時“協力をしておいてよかったなあ”と
感じる一瞬がある。人と人とのつながりの温かみを肌で感じ
ること。それがうれしい。
2、大変だったこと
事業は何事も神頼み人頼み。自分だけで出来るものは何もな
い。特に天候！それでもまあ、すべてうまくいったというこ
とは普段からの自分のよい行いの成果？
3、次期委員長にメッセージ
新生苑さんとの事業は長く続いており、結構あてにされてい
る。今の会員数では継続するかどうかよく考え何がしかの布
石をうっておくべきであろう。
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環境保全・市民委員長　Ｌ . 盤若　進二

環境保全・市民委員会
活 動 の 記 録

2015   8.29 LFH夏の下草刈りに参加
9.23 第34回高岡動物園まつり～動物慰霊祭
10.8 世界ライオンズ奉仕デー記念

高岡おとぎの森公園早朝清掃奉仕
10.21 しきの～人・技・心～プロジェクト②

高岡御車山会館の見学・研修会
11.11 高岡おとぎの森記念植樹（２Ｒ1Ｚ合同）

2016 4.2 高岡古城公園本丸広場訪翠亭周辺
早朝例会清掃奉仕

6.1 ライオンズクラブ国際協会１００周年レガシープロジェクト
　高岡古城公園桜馬場通り
　越の彼岸桜並木銘板修理

通年 国宝瑞龍寺ライトアップ事業に協賛

　本年度は、高岡市においても
高岡志貴野ＬＣにおいても歴史
を感じる 1 年だったと思います。
　御車山会館が開館し、前田文
化の～人・技・心～で、館長の
講演を拝聴し見学も致しました。
　また、昭和 61 年に桜馬場通
りに彼岸桜植樹が行われ 30 年
以上年月が経過し、銘板も風化
し復元修理を行いました。
今後も、歴史を感じながら次世
代に継続できる奉仕活動を行っ
て行きたいと思います。
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保健・四献委員会
保健・四献委員長　Ｌ . 金田　栄悟活 動 の 記 録

2015 8.9 イオンモール高岡街頭献血
10.16 高岡信用金庫本店献血
10.25 イオンモール高岡街頭献血
11.16 高岡問屋センターエクール献血

2016 1.4 イオンモール高岡街頭献血
3.13 イオンモール高岡街頭献血
4.14 高岡問屋センターエクール献血
6.22 富山県アイバンク募金送金

  通年 事業所献血運動

１．良かったこと
　献血の呼びかけで問屋センター内をじっ
くり１周したのが、新鮮で面白かったです。
他のライオンズは、献血活動はもっと手抜
きしてやっているという話も聞いたので、
やりがいはあったと思います。
２．大変だったこと
　事務局が何でもわかってくれているので、
大変なことはあまりなかったです。
３．次期委員長へメッセージ
　献血の数が読めないのはしかたないので、
あまり気にしなくてもよいと思います。
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例会スナップ
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例会スナップ
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楽しく！もっと楽しく Ｗｅ . ｓｅｒｖｅ
幹事　Ｌ小西 良信

　楽しくもっと楽しく We.serve と理想に萌え、高岡志貴野ライオンズクラ
ブの誇りを胸に意気揚揚と取組のスタート切ったのが春まだ寒い頃でした。
　徐々に見えてくる課題や障害とう壁が現実に追って来て、7 月の第一 ･ 第
二例会の辺りは気持ちが押しつぶされそうな重圧で先の長い事に、言葉は
適当ではありませんが半ば諦めと開き直りを決め込んで、何とかこの文章
を書ける日を迎えました。
　理想は「楽しく、もっと楽しく」と高々と掲げましたが、本当に会員の

皆さんに楽しいと感じて頂けただろうか、いささか自身が持てませず申し訳なさでいっぱいです。そんな中
でも一年間を預かる上で基本的な考え方を役是と定め、任務の遂行を推し進めました。
　①　楽しく、もっと楽しくＷｅ．ｓｅｒｖｅ
　②　称えて築こう相互の信頼
　③　クラブの再建と再活性を推し進める
　④　健全なクラブ運営と全面的な会長補佐
この四点を役是として、要領の悪い所を気持ちを込めて体と時間をかけて、他の役員の知恵と経験を拝借し
ながらの役務めだったと暫しぼっと反省に想いを巡らせております。
　そしてクラブの再建・再活性は他人事でなく、一時も手を休める事の出来ない事を全会員が共通認識と危
機感を共有して、新しく会員さんを迎えたものです。仲間を誘う事にも「楽しく、もっと楽しく」に自信と
自負を誇りにできる高岡志貴野ライオンズクラブでありますように、皆の知恵と力の結集をはかりたいと感
じた一年でした。

第99回福岡国際大会・幹事を終えて
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＜表　紙＞　上：2015年８月８日　しきの～人・技・心～プロジェクト①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第19回伝統的工芸ふるさと体験フェア参加
　　　　　　下：2016年２月14日　しきの～人・技・心～プロジェクト③
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「家族に贈ることば2015」表彰式

＜裏表紙＞　テールツイスターL筏井恵子の工夫　
　　　　　　左上：“キャンディをご自由にどうぞ♥”
　　　　　　お楽しみ抽選会　右上：織田幸銅器様ご提供の品　下：メンバーの出張先によるお土産
　　　　　　　　　　　　おかげさまでドネーションがたくさん集まりました!!

高岡志貴野 LCは、共に生きる仲間を随時募集しております。

ライオンズクラブ国際協会 334-Ｄ地区２Ｒ１Ｚ

高岡志貴野ライオンズクラブ
結　成　　　1967年5月12日
認　証　　　1967年10月1日

事務局　〒 939-1364　富山県高岡市問屋町 65　高岡エクール１Ｆ
TEL（0766）73-7544　FAX（0766）73-7545

E-mail shikino@lions-takaoka.org
http://www.shikino-lions.com/


