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クリスマス例会 髙桑会長の挨拶 新年交礼例会にて 
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ライオンズクラブ国際協会 ３３１－Ａ地区 第５Ｒ 第１Ｚ 

江部乙・滝川中央・滝川ライオンズクラブ 

２０１１年１１月８日に３クラブ合同例会が行われました 

１．開会宣言ゴング      江部乙ライオンズクラブ会長    Ｌ榎本 雅史 

 

２．国歌斉唱並びにライオンズクラブの歌 

                   

３．ライオンズの誓い     滝川中央ライオンズクラブ幹事   Ｌ佐々木卓洋 

 

４．ホストクラブ会長挨拶   滝川ライオンズクラブ会長     Ｌ髙桑 純啓 

 

５．ＺＣＰ挨拶        第5Ｒ 第１Ｚ・ｿﾞｰﾝ・ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ  Ｌ相河 孔明 

 

６．講師紹介         滝川ライオンズクラブ会計     Ｌ藤本 清正 

 

７．講 演          道立滝川保健所 所長         伊東 則彦 様 

       演 題 「滝川保健所の紹介と災害保健について」 

 

8．閉会ゴング         滝川中央ライオンズクラブ会長   Ｌ三河 義憲 

【写真１】 【写真２】 【写真３】 【写真４】 

【写真１】江部乙Ｌ.Ｃ 榎本会長 【写真２】滝川中央Ｌ.Ｃ 佐々木幹事 【写真３】３クラブ旗 

【写真４】滝 川Ｌ.Ｃ 髙桑会長 【写真５】芦  別Ｌ.Ｃ 相河ＺＣＰ 【写真６】滝川Ｌ.Ｃ 藤本会計 

【写真７】講演講師 道立滝川保健所所長 伊東則彦 様 【写真８】滝川中央Ｌ.Ｃ 三河会長 

【写真５】 【写真６】 【写真７】 【写真８】 

 ３クラブ合同例会が２０１１年１１月８日に滝川のホテル スエヒロで行われました。 例会内容につきま

しては、式次第の通りでありますが、懇親会の内容も含め写真で報告いたします。 
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３クラブ合同例会懇親会の模様 

司会・進行  

滝川ライオンズクラブ計画委員長  Ｌ大石橋正和 

  

１．開会の言葉             江部乙ライオンズクラブ第一副会長             Ｌ船奥  保 

２．ウィ・サーブ      第５Ｒ 第１Ｚゾーン委員                         Ｌ小塚 弘昌 

３．懇 親 会         

４．ライオンズ・ローア   滝川中央ライオンズクラブ第一副会長      Ｌ上田 信康 

５．また会う日まで    

６．閉 会 の 言 葉                滝川ライオンズクラブ第一副会長             Ｌ佐々木 勝 

 ３クラブ合同例会が２０１１年１１月８日に滝川のホテル スエヒロで行われました。 例会内容につ

きましては、式次第の通りでありますが、懇親会の内容については写真で報告いたします。 

司会 Ｌ.大石橋正和 ウィ・サーブ Ｌ小塚弘昌 開会の言葉 Ｌ.船奥 保 

ゲーム等も行われ楽しい懇親会となりました。また、日頃お世話になっています事務局員も参加頂

きました。 

ライオンズ・ローア Ｌ.上田信康 閉会の言葉 Ｌ.佐々木勝 
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冬の交通安全運動街頭啓発 ２０１１年１１月１６日   

 201１年11月１６日（水）、この日、午前7時50分から30分あまり、冬の一斉交通安全運動

の一環として、滝川市北洋銀行前の交差点で交通安全旗の波運動が実施されました。 

 髙桑会長他、滝川ライオンズクラブからも多数参加して、一生懸命交通安全の旗を掲

げました。 

 雪も積り寒さも厳しくなって、いよいよ冬だなぁと感じる朝でしたが、市民の皆様もい

つもより参加者が多く、今回も６mの横断幕が、活躍しました。 

 是非、この冬も死亡事故がありません様にと願いつつ、気持を

新たにした所であります。 

 参加の皆様、大変お疲れ様でした。 

完全防備の髙桑会長（右） 市民も幕を持ってくれました 
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滝川でＩＴ講習会が実施されました 

 滝川市明神町のキュリオステーションにて１２月１０日にキャビネットＩＴ委員
会が主催する講習会が実施されました。 
 当クラブからは、会長のＬ.髙桑、ＰＲ委員長Ｌ.中島の２名が出席し勉強いたし
ました。 
 参加クラブは月形Ｌ.Ｃ、赤平Ｌ.Ｃ、滝川Ｌ.Ｃ、芦別Ｌ.Ｃ、砂川Ｌ.Ｃ、滝川中
央Ｌ.Ｃ他でしたが、会長も私も知ってはいるものの、参考になった点もあり「角
度を変えるとこんな風になるのか」といつたサイトの利用が勉強になりました。 
 月形Ｌ.Ｃは事務局員が毎回出席して、かなり研究している様子でした。 
 尚、今後の事もあり、ＰＲ委員長になられる可能性の方は出席されて勉強するの
も良いですし、これらの知識は自社のホームページ作成にも大変参考になりますの
で、再度開催の場合は出席するのも良いかもしれません。 
 今期はもう一回実施される様ですし、次期も開催される様なので希望者は是非参
加してみてください。 

教習風景 
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２０１１年１２月１１日クリスマス家族会 

 １２月１１日にクリスマス家族会が盛大に行われました。 

 近年は、Ｌ.塚本と大坂事務局員の子供たちも参加して頂いておりますので、楽しく、ほのぼの

とした家族会となっております。 

 一時期は、高齢化により会員の子供も中・高生以上となり参加もなく、寂しい家族会でした。 

 若い会員をもっと増やし、さらに盛り上がる家族会にしたいものですし、昔のように芸術的？

な踊りや寸劇のような出し物が出来たら良いのですが、今は人員的に無理でしょう・・・・・ 

                                               

【中島康文】 

家族会司会 Ｌ．小田 ウイ・サーブ Ｌ．佐々木 サンタも登場 

かわいい！！ 「そうなんですよ大河さん」 若い奥様でうらやましい 

塚本レディー 

どれにしようかな 
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絶対とるぞ！ 

いい品物どれ？ サービス命 

勝負！ 

ビンゴ！！ 

 芳賀前会長の力強いローアに続き、終身会員でありますＬ.山崎 巌の挨拶で盛会のうちに家族

会が終了しました。 計画委員長以下の計画委員の皆様、大変にお疲れ様でした。 

テール・ツイスター 
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年忘れ例会 第１２３２回例会の模様 ２０１１年１２月２７日 

 以下に写真を掲載し、例会の報告といたします。  

ライオンズの誓い Ｌ.佐伯 委員会報告 Ｌ..小野 

ウイサーブ 佐々木第一副会長 
餅つきにお手伝い頂いたレディー 

Ｌ．小野もやりましたが・・何か変？ 「菊地さん手をつぶさないでくださいね。」Ｌ.水口 

幹事報告 伊東幹事 

半期が終わる髙桑会長 

テール・ツイスター 

Ｌ. 大河 

ローアは第二副会長 

 Ｌ. 臼杵 

出席報告 

Ｌ.渡邊 
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薬物乱用防止教室を実施 ２０１１年１１月２・4日 

 今年も例年通り、薬物乱用防止教室を開催しました。 

 例年、市内の小学校において６年生を対象に行われておりますが、回数を重ねるごと

に授業内容も充実し、この教室も定着してまいりました。 

 今年は、西小学校・第二小学校が１１月２日に、第一小学校は１１月４日に行われました

が、この後１２月に江部乙小学校も実施予定となっております。 

 講師として、西小学校はＬ.小田 第二小学校はＬ.塚本 第一小学校はＬ.小野が担当致

しました。 

 内容はＤＶＤによる勉強の他、身近な薬物汚染の状況説明とクイズによる児童との対

話形式で行いました。 

 この内容はビデオにも撮影しましたが、今後の指導者や他のクラブにも見て頂き参

会長 Ｌ.髙桑純啓挨拶 子供たちも薬物の恐ろしさを実感した様子 

講師 Ｌ.小田（西小にて） 講師 Ｌ.塚本（第二小にて） 講師 Ｌ.小野（第一小にて） 

 児童代表からお礼が述べられ、参

加したライオンも決意を新たにした

次第であります。 

 来年も実施予定であります。 
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薬物乱用防止教室を江部乙小学校で実施  

２０１１年12月１９日 

 今年度最後の薬物乱用防止教室を江部乙小学校で実施しました。 
 すでに、滝川市内の西小学校、第二小学校、第一小学校で実施していますが、小
学生６年生とは言え子供達に伝え教えるのは難しい状況です。 
 しかし、回を重ねるごとにその内容は充実し、薬物の不正使用の怖さが十分理解
されたものと思います。 
 また、今回は芦別Ｌ.Ｃのメンバーが視察に来られ、その流れを参考に活動した
いとの事でした。 
 内容はビデオ放映とパワーポイントを使い、言葉では分かりにくい部分を補い、
対話形式にて実施しております。 
 これらの事業は、身近に起こる薬物乱用を防止する観点からも、継続してやらな
ければなりませんし、資金も多く掛かりません。 
 これこそライオンズクラブの目的とする事業ではないでしょうか。 

挨拶 髙桑会長 パワーポイントで説明する Ｌ.今野 

子供達も真剣に聞いていました 児童代表のお礼のことば 
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新年交礼例会 第1233回例会懇親会 

２０１２年１月１０日 

１．開 会 挨 拶   計 画 委 員 会  委 員 長     Ｌ大石橋正和 

 

2．ゾーンチェアパーソン挨拶   

   ３３１－Ａ地区 第５Ｒ 第１Ｚチェアパーソン  L相河 孔明 

 

  

 

 

３．ウィ・サーブ        

   ３３１－Ａ地区 第５Ｒ 第１Ｚゾーン委員   L小塚 弘昌 

 

４．祝 宴        

 

5．テール・ツイスター 

 

 

6．ライオンズ・ローア        第 一 副 会 長    Ｌ佐々木 勝 

7．閉 会  

  

 

 ２０１２年新年交礼例会と懇親会がホテルスエヒロで行われました。 今年は還暦になるＬ.菊

地が欠席でしたので赤いチャンチャンコは見られませんでした。 写真はホームページでご覧く

ださい。 
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 会報４号を発行できました。 

 年末・年始の為、私事で申し訳ありませんが、業務多忙でホームページや会報の

制作が遅れました事を深くお詫び申し上げます。 

 少しでも早く作成致しますので、ご協力のほどをお願い申し上げます。 尚、本誌

にない写真もホームページに沢山出ておりますので是非ご覧ください。 

 また、必要な写真は皆様にプレゼントしますので、ご下命頂けます様お願い致しま

す。 

編集後記 

2011－2012 PR委員長 

Ｌ.中島 康文 

ドネーションの状況 （20１１年７月～2012年１月） 

目標を達成して未来と通話しましょう 

ドネーション・アンテナ（1本につき10万円） 

１月２４日現在 ３９３，３５９円 

2011－2012  

テールツイスター 
Ｌ.大河昭彦 


