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会　　　長　　　  　L 武井美恵子
前　会　長　　　  　L 竹内　弘幸
第一副会長　　　  　L 小澤　　隆
第二副会長　　　  　L 荒井　真彦
幹　　　事　　　  　L 石坂   彰宏　
会　　　計　　　  　L 永岡　紀子　 
ﾃｰﾙﾂｲｽﾀｰ委員長　  　L 小林　裕応
ライオンテーマ　　  L 伊藤　恭一
二年　理事　　　　  L 仲村　忠則
二年　理事　　　　  L 斎藤　元司
一年　理事　　　　  L 藤川　和則
一年　理事　　　　  L 山澤　啓伸
一年　理事　　　　  L 小林　信也
会員　理事　　　　  L 萩原　信一　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本年度スローガン

1 月第 1例会

L 竹内、L武井、Lロイス　 これから残り 6ヶ月間ガ
　　　　　　ンバリます。

L 中野愛彦　 年男（いぬ年）です。達磨有難う。　    
L萩原信一　 63 歳です。
L小林信也　  会長残す所あと 6ヶ月です。
L山澤啓伸　  誕生日、72歳になりました。　　　　
L神崎友見　 少しでも必死に生きたい .
L山田敬助　 誕生日、有難うございます。
L仲村忠則  　結婚 20周年を迎えました。
L仙田秀一　  商工かしわの新年号に掲載されました。
　　　　　　    

   

2 月第 1例会

L 竹内弘幸　61歳になりました。本厄年です。
L 木村英俊　L栗山茂夫　L山本　忍　L川島大典　
L石原洋司　柏さくら LC25 周年記念の PR　　　　 
Lロイス　   会長お誕生日お目出度うございます。　
L萩原信一　在籍 38年になりました。
L 荒井真彦  誕生日　　　　　　　　　　　　　　　  
L小林信也　結婚記念日　　　　　　　   
L斎藤元司　最近妻に感謝する事ばかりの日々です。 
L 神崎友見　結婚 51周年を迎えました。
L小林裕応　 結婚 1年を迎えました。
L仙田秀一　 1 月 19 日の日経に掲載されました。　
L伊藤恭一　 久々にトーランスの話を聞きました。
L 武井美恵子　柏さくら LC の皆様ようこそお越し下
　　　　　　　しました。

L松丸憲治　結婚記念・誕生日です。
L丸山了右　81歳になりました。　　　  

次期役員決まる

半世紀　L 字の伝統  We  Serve

　4 月 4 日、選挙例会が行われました｡ そ
の結果指名例会で指名された方以外に立候
補者がございませんでしたので下記の方が
次期役員に選出されました。

2018 年 7月～ 2019 年 6月

 （来期一年間宜しくお願いします。）

1 月第 2例会

  L山田敬助　 誕生日、有難うございます。
L仲村忠則  　結婚 20周年を迎えました。
L仙田秀一　  商工かしわの新年号に掲載されました。
　　　　　　    

　　　　　　

                  3 月第 1例会
L神崎友見　誕生日
L伊藤恭一　結婚 52周年になりました。
L藤川和則　誕生日
　　　                 

 3 月第 2例会

　　　　　　　にたにちこれこうじつ

　　　　日々是好日　　『禅語』
　

　　　　　　　　　　L増谷　弘美
　　
　　この言葉をなぜか、手帳に書き記
　していました。
　善し悪しの出来事があっても、今日
　のこの一日は、二度とない一日であ
　り、かけがえのない一時である。捉

え方は その人によってさまざまで、それは、自分の考
え方生き方だと私は思います。
　防犯活動をきっかけに、柏 LC に入会して早 10年が
過ぎ、私自身 50代最後の年を迎えて思うこと。
　今こうして、柏 LC の諸先輩方に、奉仕の精神だけ
でなく、たくさんの事を身をもって教えて頂き、守ら
れてきました。そして、同じ志しで同じ方向を向いて
奉仕活動ができる仲間が居る！ということは、私の人
生にとって、誇りであり嬉しく思っています。
　今日の一日を大切に過ごし、お酒を楽しみながら、
毎日一つよかった探しをして生きたいです。

　4月 8日クレスホテルで CN25周年記念式典が行わ

れました。L竹内会長が次の様に挨拶をしました。

　柏さくらライオンズクラブの皆様、チャーターナイ

ト２５周年おめでとうございます。心よりお祝い申し

上げます。

　本来ならば、スポンサークラブとして、柏ライオン

ズクラブメンバー全員で参加する所ですが、会場の

キャパシティーにより本日、１５名参加しております。

　友情と相互理解でクラブの和のスローガンのもと

５４名ものメンバーでチャーターナイトを迎え、一時

期は１０数人までおちこみ、現在は４０数名までに

なったとお聞きしました。色々な紆余曲折、又ご苦労

が有りここまでに及んだと思います。

　次年度は、さくらライオンズから木村英俊 Lがガ

バナーになられます。私ども柏にとって大変名誉な事

で、喜ばしい事であり、又柏さくらライオンズのメン

バーの皆様にとっては忙しく、大変な１年間だと思い

ます。私ども柏ライオンズクラブは微力ではございま

すが、お手伝いなど御座いましたら、遠慮なさらずに

お声をお掛けださい。

　

『柏さくら LCチャターナイト
25周年記念式典』

栗山柏さくら LC会長より竹内柏 LC会長に感謝状が贈られました。

三役一同　　楽しい例会有難う
計画大会一同　おかげ様で今夜、盛り上がりました。
L吉田隆雄　CN51 周年例会楽しかった。
若手一同 (代表 Lロイス )　これからもご指導宜しく
　　　　　　お願いします。

4 月第 1例会

L 竹内、L武井、Lロイス　流山 LC皆様ようこそ
L 小林裕応　30 歳になりました。
L 神崎友見　LCIF を 10 回しました。
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「柏 LCに入会して」
　　　　　　　 　　　　　　
　　　　　　　L 小澤　隆

　　早いものでクラブ入会から 6年  
    の月日が経ちました。
　クラブの多様な事業・アクティビ  
   ティーなど参加させて頂き地域奉仕

活動の大切　さが、深く心に刻まれました。
　また、クラブの諸先輩方との親睦交流もさせて頂き、
大変感謝しております。クラブの事業以外でも地域活
動として、柏レイソルさんの事業協力や、柏市食品衛
生協会主催の柏市の幼稚園での、手洗い教室実施など
をお手伝いさせて頂いております
　これからも、柏ライオンズクラブの発展と次世代に
繋ぐ地域奉仕活動をより多く継続していきたいと思い
ますので、宜しくお願いいたします。
　
　　   

柏 LC 会長、幹事と流山 LC のメンバー

納　涼　家　族　例　会

7 月 19 日
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受賞お目出とう !! 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月 4日
メルビン・ジョーンズプログレスフエロー受賞
　国際本部より、L 神崎友見が 3月（10 回）$1,000
献金を行いました。本部よりラベルピンとキャビネッ
トからMJF ガバナーアワードが届きました。

『柏ライオンズクラブ
を通して』

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　L斎藤　元司

  　私は東日本大震災の直後、当時 L
　伊藤会長であった 2011 年 4月に L

　　　　　　　　  小林信也スポンサーとして入会させ

流山 LC例会見学
　4月 4日の柏 LCの例会に流山 LCの第一副会長　L

海老原新蔵　副幹事　L林　栄　計画大会委員長　L

關　健一　WT委員　L松沢　知砂　L川口　浩司の

5名が例会見学に訪問しました。数年前から他クラブ

の例会訪問をしているそうです。昔は同じリジョンで

した。柏 LCは流山 LCのスポンサークラブです。

  　　　　　　　　　　　　　　　L山澤　啓伸
　2月 8日から 11 日まで、トーランス市を柏市民 30
名で訪問しました。
　荒井 Lが今回の団長を務めました。ロスアンゼルス
空港にはトーランスの柏委員会の方々が大勢出迎えて
くれました。
　2月 9日は市庁舎前で姉妹都市45周年記念のセレモ
ニーが行われました。一般の市民も参加し、盛大でした。
その後市庁舎内を見学しました。トーランス市の市議
会議員は全員で 6名です。全員が案内してくれました。
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L 竹内会長からラベルピ

ンを授与されました。

「柏市 ・ トーランス市姉妹都市
45周年式典に参加」

柏市とは違います。連邦政府の権限が強いためトーラ
ンス市の仕事はあまり多く有りません。昼食はトーラ
ンス高校で生徒と一緒に食べました。テーブルに着い
た高校生の一人が 6月に日本に行くので日本のお金に
付いて教えて下さいと言いました。私は百円と千円札、
一万円札を取り出し百円玉 10ヶで千円、千円 10枚で
一万円と教えました。隣に座った渡辺さんが「山澤さ
んそのお金をプレゼントしなさい」とはやし立てまし
た。11,100 円では少し多いと思い千円をプレゼントし
ました。彼が日本に来たら電話をしますと言って別れ
ました。
　前回 5 年前に訪問した時は女性の市長さん Dee 
Hardison さんの家でランチを食べました。翌年の 3月
に訪問団として来柏した時に Lowell and Dee Hardison
夫妻とMikko and Barry Henson 夫妻が我が家でラン
チを食べました。そして盆栽を鑑賞してもらいました。
　Mikko さんはボケの花の咲いたミニ盆栽を非常に気
に入ってアメリカに持って帰りたいと言いました。植
物検疫の為日本から持ち出せません。
　Mikko さんは柏市とトーランス市の姉妹都市締結に
最初から尽力してくれた方です。私の父が姉妹都市締
結にトーランスを訪問した時に毎朝おにぎりをホテル
に届けてくれたそうです。Dee Hardison が 45 年周年
にトーランスに来る時は是非夫婦で来て下さいと言っ
てくれました。昨年の秋に亡くなりました。今回の訪
問で会えなくて残念でした。
　夕食のホームビズィトはMikko さんの家でした。
トーランス市を見下ろす丘の中腹にありました。ワイ
ンとチキンの丸焼きとクワイのサラダでした。美味し
かったです。スイーツは別の Donna さんの家でいただ
きました。この家もプールが有り吹き抜けの有る大き
な家でした。スイーツもアメリカらしく非常にボリュー
ムが有りました。今回はトーランスで前回よりも盛大
な歓迎を受けました。
　トーランスの皆様有難う御座いました。10月にトー
ランスの皆さんが柏市を訪問する予定です。心から歓
迎したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Patric Furey 市長の歓迎の挨拶 柏市の皆様

Mikko さんの家で 桜の記念植樹

　           『地元を感じる』　　　　
　　　　　　　　L戸田　貢司

 

      ニッカウヰスキーに入社時は 2年
　半柏市の寮に住みました。会社と
　寮の往復がほとんどで、どこに住
　んでいるという意識はありません
　でした。結婚して松戸市の社宅に

入り、弘前工場への転勤で弘前市に家族で引っ越し、
2001 年に柏工場に転勤になって、再度松戸市に住み
ました。　
　二人の子供がいても会社と家の往復の日々で、やは
り何処に住んでいるということを意識していなかった
ように思いますし、地元の知り合いはご近所くらいで
地域のイベントなどにも参加したことがなかったです。
長男が小学 4年生でミニバスケットを始めたのがきっ
かけに地元との係わり合いを持つようになりました。
　毎週のように練習に参加し、各ご家庭のご子息を指
導させてもらうと各親御さんとも知り合いになり、感
謝されたり、相談されたり、生活の幅が広がりました。
子供達に近所で会うと挨拶されるなど、地元の中の自
分をはじめて意識しました。
　仙台工場に単身赴任で転勤が決まった時にミニバス
ケットのコーチを辞めました。また会社と家との往復
が続きます。続いて弘前工場に転勤した際に初めて工
場長になりました。今までとの違いは地域の会合等に
参加するようになることです。弘前商工会議所、弘前
ニッカ会、シードル研究会などで皆さんと活動し、地
域に関心を持つようになりました。そして今回、柏工
場長として柏に戻ってきました。今回はライオンズク
ラブをはじめ、地元の方とお付き合いする機会がある
と予想されました。実際に柏ライオンズクラブに入会
後はいろいろな方々とお話することができるなど、今
までとは違う経験をしています。献血のポケットティッ
シュを取ってくれる人が意外に少ないとか、募金って
なかなかしてもらえないとか、過去には通勤するだけ
だった柏駅周辺が地元に見えてきます。地元を感じさ
せてもらえる柏ライオンズクラブから大切な時間をい
ただいています。

ていただきました .2018年4月でライオン満7歳です。
　その間、L花島会長、L竹内幹事の時に会計職、その
翌年は L仲村会長時には L小澤会計とともに幹事職を
仰せつかり大変貴重な経験をさせていただきました。
幹事職という大役を終了した時に 1年を振り返り、幼
き頃よりやっていた剣道の言葉で『残心』（ざんしん）
という言葉を書き留めました。
剣道でいわれる『残心』とは、ただ単に技を出しただ
けでは認められず、有効打突をした後は必ず『残心』
をとる事と指導されます。残心とは途切れない心の持
ち方を言います。
殺し合いの剣術は止めを刺すという事で、相手を苦し
めないという意味でもあったようですが、近代剣道で
はその流れを残心という形にし、途切れない心の緊張
した体勢を継続すると言われます。また、途切れない
気持ちの究極には相手があることで、自分が向上でき
るというライオンズ精神のひとつと同じ相互扶助でも
あります。
近代剣道で名人として大変有名な先生がおり、昭和の
剣聖といわれた剣道範士十段の持田盛二先生は遺訓と
して残している言葉があるので皆様にご紹介します。
　『打たずに、打たれなさい、受けずに、打たれなさい、
避けずに、打たれなさい、力を抜いて柔らかく、相手
と仲良く穏やかに、姿勢は美しく、匂うが如き残心を』
　この言葉は人としての生き方、特にライオンズクラ
ブにおいて通じるものがあると思っており、今後も１
人のライオンとしてこの思いを忘れずに精進していき
たい……
こんな心境にさせてくれる柏ライオンズクラブととも
に人間形成をしていきたいと思います。

メンバー紹介


