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（竹内会長最後のゴングを笑顔で鳴らしました。6/20）

　改めまして、皆様こんばんは。（マイクにおでこを
ぶつける）
マイクパフォーマンスを最後にもう一度見せてくれ、
というご要望にお応え致しました。いかがでしょうか。
　早いもので、もう 1年たってしまいました。
会長挨拶も本日のファイナル例会で最後となります。
　まず、メンバーの皆様、レディーの皆様、１年間盛
り立てて頂きましてありがとうございました。感謝申
し上げます。又、理事、各委員長のみなさまにも、お
力添えいただいたおかげで、何とか１年間終わること
が出来ました。地区献血、献眼推進、糖尿病教育委員長、
山田 L、地区奉仕活動支援資金運営委員、山澤 L、に
おかれましては、会議、研修会、協議会等お忙しいな
かでのご出席お疲れ様でした。舟生さんには、資料作
りからセッティグまで、色々と力になってもらいまし
た。会計のロイス L、ドネイション集金能力が素晴ら
しく、皆さんが笑顔でドネイションして頂きました。。
ロイス Lの人柄で集まったと思います。感謝していま
す。

本年度スローガン

4 月第 2例会

L 小林（信）、L仲村、L山田、L増谷、L斎藤、L小林（裕）
　 　　　　　乾杯 !! ロイスの為にウィサーブ !!

L永岡紀子　  メロンごちそう様 !!  前後賞ドネション   
    　　　　　　  します。

L松丸憲治　  ピタリ賞　ドネーションします。
恭ちゃんテーブル一同　  金一封。
三　役　  　　チャリティーゴルフお疲れ様でした　　
L神崎友見　  九州震災の皆様に御見舞い。
L山田敬助　  チャリティーゴルフ委員長お疲れ様 !!
L石坂、L小澤、L山澤、 L仙田、L荒井
　　　　　　  ロイス L素敵 !!

L仙田秀一　  当社が日経に掲載されました。
ゴルフ委員会一同　ゴルフ大会で皆様のご協力ありが
　　　　　　  とう御座いました。

5 月第 1例会

L山田敬助　   残されたキャビネット職をしっかりと努
　　　　　　   めます。

L武井美恵子   有難うございます。　

ファイナル例会
半世紀　L 字の伝統  We  Serve

2017 年 7月～ 2018 年 6月

　幹事の武井 Lには、いつも、いつもフォローしてい
ただきました。助かりました。次年度は会長職、２年
続けての大役、頑張ってください。応援致します。
　最後に報告ですが、6月 6日、6月第一例会欠席し、
台北に行ってまいりました。私共が居ない中、大変例
会が盛り上がったと聞いております。台北大同ライオ
ンズクラブ第４９代リン会長から第５０代チン会長交
代式に当クラブよりメンバー６名レディー１名ガ参加
してまいりました。レセプションの中で、メダルとバ
ナーを頂いて来ております。大同ライオンズクラブ来
年が結成 50 周年、再来年が当クラブとの姉妹クラブ
締結 50 周年に当たります。柏のメンバー全員で来て
下さい、とのことでした。又、熊本の免田ライオンズ
クラブより熊本地震災害支援金のお礼として、熊本地
震活動報告書を頂いてきております。以上でございま
す。
　これで第 52代会長の挨拶とさせていただきます。
１年間ありがとうございました。

5 月第 2例会
L中野愛彦　 長いことお休みをしてご心配をお掛け  
 　　　　　   しました。　　　                 

　6 月 20日次期役員の引き継ぎ

6 月第 1例会
次期三役一同　 次期 3役の名刺を頂きました。
Lロイス　　 　本日は欠席しました。
L武井美恵子　ウイスキーをいただきました。

6 月第 2例会
L竹内弘幸　    一年間有難う御座いまし た。
L武井美恵子　一年間有難う御座いました。次期も皆
　　　　　　　様のお世話になります。

L田口　仁　　竹内会長、武井幹事、ロイス会計一年
　　　　　　　間お疲れ様 !!

L古越孝男　　61歳になりました。
L増谷弘美    　3 役 1年間お疲れ様でした。
次期三役一同　今期の三役の皆様お疲れ様でした。
L小林信也　　竹内会長ご苦労様でした。
L 小澤　隆　　会長、幹事、会計 1年間お疲れ様で
　　　　　　　した。

L山田、L増谷、L仲村、L吉田、L武井
　　　　キャビネット構成員、お世話になりました。

　　　　竹内会長大変お疲れ様でした。

L仲村忠則　　100 周年で会員をお誘い出来ました。
L小林裕応　　当社も創業 20周年を迎えました。
L花島秀行　　竹内丸一年間ご苦労様でした。
L仙田秀一　　この一年楽しいテールツイスター委員  
                         会でした。

L荒井真彦　　竹内会長、武井幹事、ロイス会計一年
　　　　　　　間本当にお疲れ様でした。

Lロイス　　　一年間大変お世話になりました。
L神崎友見　　終身会員に任命されました。

竹内会長から次期武井会長へ 武井幹事から次期石坂幹事へ

ロイス会計から次期永岡会計へ 次期キャビネット役員引き継ぎ

L花島秀行　ゴルフでエージュシュートが出ました。 
L仙田秀一　結婚 55周年を迎える事が出来ました。
L古越孝男　結婚 30周年になりました。
L仲村忠則、L増谷弘美　次期キャビネット構成員で
　　　すが、柏 LC魂を胸に全力で頑張って参ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　『有限会社あさの花摘』

　　
　　　　　　　　L浅野竜哉

　　葬儀の仕事に携わって１０年、　
　『花摘』を起ち上げて３年目となり
　ます。
　　弊社ではご葬儀における生花祭
　壇および供花等をご提供しており
　ます。厳粛なご葬儀のお花なので

一本一本丁寧に挿し製作しております。
　生前故人様が好まれていた生花を使用した生花祭壇
や、故人の人柄を偲ばせるオリジナルデザインの生花
祭壇や、スタンダードな生花祭壇まで、お客様のご要
望にお応えできるように幅広くご提供いたしておりま
す。
　ライオンズクラブでは奉仕活動などへ積極的に参加
し、地域貢献していきたいと考えております。　　　
また、ゴルフやお酒を通して諸先輩方と親睦交流させ
て頂き、大変感謝しております。
　微力ながら皆様のお力になれるよう日々精進して参
る所存です。今後ともよろしくお願いします。　　　

　　1 年間のドーネーションを報告いたします。

　　　　　合　　計　　金1,177,910円
　　メンバーの皆様のご協力有難う御座いました。

　　　　　　　会　　計　　Lロイス・マーク



　

『人生の四季に生きる』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L伊藤恭一

　　昔、聖徳太子が言いました。「人
　は皆、凡夫なり」と。柏の名所旧
　跡で、観光スポットになっている
　布施弁天でお会いした著名な女性
　から「あなたは何のために生きて

いますか？」この問いに何と答えてよいのか戸惑い、
言葉を失いました。それは、今まで生きてきた中で、
ごく身近な近所のおばさんとか、お世話になった人に
感謝をこめてお世話になったお礼をするのです。と教
わりました。そして、生きているということは、誰か
に借りを作ること。生きているということは、その借

納　涼　家　族　例　会

7 月 19 日
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メンバーが揃いました。

訪台を終えて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　L仲村忠則

　我々一行（竹内会長を含め、全 7名）は 6月 6日から

9日までの 4日間に渡り、例年の定例行事の様に台北大同

LC の会長交代式に参加して参りました。　今回の交代式

は次年度がＣＮ 50周年でプレシーズンという事もあり結

構、盛大な催し物の様に見受けられました。竹内会長も期

末という事もあり壇上でのご挨拶は、もう手慣れたもので

理路整然と柏 LC のこの交代式への参加意義と大同 LC と

の友好に対しての感謝の念を粛々と述べられ、例会では感

じることが出来ない位な立派なご挨拶でありました。また、

日本の当クラブ以外の姉妹クラブ、即ち熊本県の人吉ＬＣ、

免田ＬＣとも観光等でもご一緒させて頂きまして、こちら

の親睦も大きく深められました。

　最後に、帰国時に事件が起こったのです。それは、桃園

空港での手荷物検査の際、この交代式に記念品として頂い

たＬＥＤ充電式ライトがスーツケース収納だとチェックさ

れるという事で、全員が手荷物に入れて機内に持ち込みを

試みたのです。結果、手荷物でも機内には持ち込めず、お

咎めを食い、全員没収と言うエピソードのお土産付きとも

なりました。珍道中で、とても有意義なひとときをありが

とうございました。
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            『柏 LC チャリティー
　         ゴルフ大会』

　 4 月 16 日（月曜日）、我孫子ゴ ルフ倶楽部にて 39
回目のチャリティーゴルフ大会を開催致しました。
　メンバー及びレディーさんも総勢 20 名で早朝 6時
より準備に汗を 流しました。
　当日は、気温も風も最高のゴルフ日和で開催を後押
し。141 名の参加者のもと、総合優勝は齋藤二郎様
（NET70.2）、女性優勝は湯浅千晶様 (NET76.0) がそれ
ぞれ手にされました。
 多大なるご協力のもと、チャリティー事業収益は
649,555 円を計上致しました。この獲得資金は開催趣
旨である「青少年健全育成資金」を目的に運用させて
いただきます。
　今後とも、趣旨へのご理解のもと、多くのご支援と
ご協力を宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　　ゴルフ委員長　L小林裕応

記念式典の後のパーティは楽しい

　りを返してゆくこと。誰かに借りたら、誰かに返そ
う。誰かにそうしてもらったように、誰かにそうして
あげよう。誰かと手をつなぐことは、そのぬくもりを
忘れないでいること。巡り合い、愛し合い、やがて別
れのその時、悔いのないように、今日を明日を生きよ
う。　人はひとりでは生きてゆけないから、誰でも一
人では歩いてゆけないから。人生を歩んでいくために
は、心を綺麗にして善きことを思い描くことが大事で
す。と京セラの稲盛和夫氏の言葉です。　   

メンバー紹介

女性優勝者

 　『あれから 24年』　　　　
　　　　　　　　　　　　　　L丸山 了右

　　森下ライオンに誘われて入会し
　て早いもので 25年目に成りまし　
　た。
　　晩年の入会でしたので、傘寿（80
　才 ) も過ぎて最近頭や身体も悪い  

所が多く老いを感じるようになり、何時までも在席出
来るか考える様になりました。  
　助川会長の時で入会式は、家内も同伴でしたが初め
ての経験で二人とも緊張していた事を今も覚えて居り
ます。会員数も今の倍以上在籍して居ました。当時は
一業種一人とされ居りあらゆる事業所や団体で活躍し
ている人で、例会は活気に満ちていて楽しい時間でし
た、特に納涼例会はニッカの工場で行い、餅つきや肉
料理に寿司レディーの手料理と飲み放題で楽しい家族
例会でした。例会以外で想い出が数え切れない程有り
ます。神戸淡路と台湾・東日本災害に柏駅前での募金
運動とか毎年の献血運動は充実感が在りました。
　昔は献血してくれた人に、うな重を食べて貰ったと
聞いて居ります、その後タオルをあげたりして献血に
力を入れて居りました。
　親睦ゴルフでホールインワンを初めてした時は、全
身の血がひけました。大同ライオンズクラブの 30 周
年記念例会に、挨拶をした事等数ありますがもっと大
きなものを得ることが出来ました、それは素晴らしい
友人と多くの知人が出来たこと、これは何よりの大き
な宝で有り財産と思います。それからは毎日の生活が
幅広くなり、より充実した人生となりました。その宝
だった友人や知人が、クラブから去っていったり、遠
い所へ逝ってしまう人も居て哀しい思いもしておりま
す。「ライオンズクラブ全体の会員数は年とともに減少
と聞いて居りますが、曲がり角に来ている様に感じま
す。私だけで有れば良いのです・・・・」柏クラブは
新しいメンバーも入り皆さんが楽しむ様に成り良い方
向にあるようです、会員数が 50 人に成れば素晴らし
いクラブに成ると思います。私には何も出来ませんが、
皆さんの力を合わせて楽しいクラブにしましょう。

 「ニッカウヰスキー地域　　
　ふれあい感謝デー に出店」   
　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　L戸田よりレポート
　5月 27日、毎年恒例のニッカウヰスキー地域ふれあ
い感謝デーに模擬店を出店していただきました。　　
　柏ライオンズクラブの模擬店では、冷たいたぬきう
どん、かき氷、クレープ、フライドポテト等を多くの
お客様に購入いただきました。当日は第 64 回複合年
次大会に出席のため L竹内会長、L武井幹事、Lロイ
ス会計と L山田がご不在でしたが、模擬店委員長の L
小澤を先頭にメンバー各位が各持ち場で活躍され、市
立柏高校の演奏が終わった後にどっと押し寄せるお客
様への対応等、さすがのチームワークでした。購入し
たお客様とじゃんけんをして、勝ったら景品を差し上
げるという企画も人気で、じゃんけん担当の方はお客
様と真剣にじゃんけんされていました。皆さん打ち上
げのビールはおいしかったでしょうね！
なお、当日の来場者数は約 4,000 名でした。来年もぜ
ひ出店いただき、感謝デーを一緒に盛り上げてくださ
い。       

売店で販売と料理に汗を流すメンバー

　 『ユーチューバー（注）って
　　　知ってますか？』　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L田口　仁

　　　　　　　　　　　（注）YouTube クリエイター
　　　　　　　　　    は主に YouTube 上で独自に制作  
                                  した動 画を継続的に公開する人
物　　　　　　　　　 や集団を指す名称である。狭義 
                                    では「YouTubeの動画再生によっ
て得られる広告収入を主な収入源として生活する人物
を指す。私は自宅に帰ると、そのほとんどの時間を
YouTube の動画視聴に費やしている。その中でもゴル
フ関連の動画を良く観るのだ。お気に入りは「ゴルフ
我流道」。ど素人 ･･･ アベレージ 95位の男 2人が、自
分たちのラウンドを撮影し投稿したり、ゴルフパート
ナーに行って最新クラブや中古クラブを試打して、測
定した数値を投稿しています。
　プロならどんなクラブでも上手く打てるでしょう。
しかし、この 2人は私と同じ位の腕の持ち主。そんな
2人が大絶賛したのが地クラブのVIVALα（日幸物産）。
4月のラウンドが 100  99  100 と残念な結果となった
私にとって、その責任がどこにあるのかは重要でした。
練習場では絶好調、ラウンドしたメンバーにも恵まれ
た、天気の所為にもできない・・・必然的に私のエー
スドライバー　NEXGEN6 が矢面に ･･･。ということで
我慢してまいりましたが、試打もせずワンクリックで
購入するという病気が再発しました。VIVAL α シャフ
ト RODDIO TRICROOS M15。
5年近く前に発売された中古クラブに、M4の新品並み
の予算を投入しました。
あとは練習あるのみ。これからのラウンドに期待して
ください♡
追伸　電車おたくの方は「スーツ」と検索してください。
こっちも面白いですよ。


