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《 10 月活動報告 》 

☆ライオンズクラブ国際協会 333-C 地区 

献眼推進研修会及びサポーター講習会 

日 時：10 月 2 日(水) 13：30～ 

会 場：千葉県経営者会館 

主 催：ライオンズクラブ国際協会 333-C 地区 

共 催：公益財団法人 日本アイバンク協会 

           千葉県アイバンク協会 

 

参加者：3 名 

第一部 

昨年に続き山口大学 西田 輝夫 名誉教授にご講演を頂いた。 

～アイバンク活動と角膜移植～ 

講師  西田輝夫 山口大学名誉教授 

・年間 3000 人の方が角膜移植を行い視力を取り戻している。 

・問題点は提供角膜の絶対的不足に有ることから、広く國民への啓発活動を 

 草の根的に広めていく必要性がある。 

・献眼は、受容者にも残された家族にも素晴らしい人生最後の贈り物。 

 

第二部 

＊DVD でヘレンケラーの"想像してみてください"から始まる演説は、改めて LC の果たすべき役割を認識する。 

 「献眼を実現化する為 "元気なうちに家族との話題にしよう」 

＊Ｌ笠原せつ子さんの経験談から。 

角膜変形症であった 20 年ほど前の 40 歳代に角膜移植を受け良く見えるようになったと体験談を話された。 

＊木村前地区ガバナーから近々に 97 歳の献眼者があり、葬儀の場でご家族からのお言葉として 

「人のお役に立てたことは有意義で誇りに思う」と交流の報告があった。  

 

＊岩沼第一副地区ガバナーは母親の臨終の際、 

母親の死を目の当りの現実にアイバンクは思い浮かばず、と経験談を話され常日頃から話題 

とすることと締めくくった。 

 

公益財団法人 

千葉県アイバンク協会 

 平日［9:00〜17:00］ 

 TEL 043-222-6803 

 夜間・休日 

 TEL 043-222-7171(大代表)電話交換手へ献眼の旨をお伝え下さい 

http://www.chiba-eye.jp/ 

 
アイバンク協会啓蒙ポスター 

小髙ガバナー挨拶 
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☆柏さくら LC チャリティーゴルフ大会 

日時：10 月 3 日(木) 

 於：ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 

主催：柏さくら LC 

117 名の参加でチャリティーゴルフ大会を開催。 

お天気にも恵まれ爽やかな竜ヶ崎の森を、和気藹々と楽しくゴルフ日を過ごした。 

これらの収益金は青少年健全育成等の社会奉仕活動に使わせて頂きます。 

青少年の健全な育成を主目的に活動する清心館の畠山事務局長に、空手大会の支援金として収益

金の一部をお渡しました。 

 

柏さくらLCは様々なチャリティー等を実施しています。その収益金は社会奉仕活動に使わせて頂いております。 

参加者：20 名 

            

 

 

☆ いずみ園 27 周年感謝を込めて 令和元年記念講演会 

  ＊重症 心身障害者(医療的ケアを含む)対応共同生活援助施設の整備に対して 

 山崎施設長進行により瀧本理事長のご挨拶 に続き来賓のご挨拶が有り植松様の

講演を開催。 

＊理想とする地域型施設を目指し 

・コンセプトは「安心と広がり」講師 植松潤治氏 

 植松氏は 32 歳になる障害者の息子と共に歩む、「親の会」の活動の現状を講演

された。さらに重症児（者）は全国 43.000 人（滋賀県 789 人）超重症児（者）は 

増加傾向であると示された 

そこで利用者、家族にとって安心、信頼してもらえる施設を。利用者の活動、出会いの広がりが実現できる施

真剣に聞き入る L の皆さま 

杉浦会長ニコニコとお出迎え 皆様お疲れ様でした 

 植松 潤治氏 
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設を目指した。 

・「開かれた施設、皆さんに愛される施設を目指す」ことにより、「ぽのハウス」を設立した。また在宅診療を

していることをＧＨで利用実施する。 

家庭での介助の状態をＧＨの空間の中で実施し受容者に変化を生じさせないようにしている。 

 

「この子らを世の光に」 

糸賀一雄氏の言葉で締め括った 

 

参加者：9 名 

    

 

 

☆柏さくら LC 10 月第一例会 及び理事会 

於:ノブレス・オブリージュ    10 月 7 日(月) 18 時〜 

参加者：15 名 

  杉浦会長の挨拶 

  先般のチャリティーゴルフ大会には多くの方々のご参加を頂き、無事に開催することができました。 

心より御礼申し上げます。 

 

議題 

1. アクティビティ、研修会への参加要請 

2. 災害ボランティア参加者及び実施日 

3. MyLion アカウント登録について 

4. 千ドル寄付の表彰 

＊今月の誕生日 

Ｌ栗山  Ｌ和田  Ｌ杉浦  Ｌ篠木  Ｌ小関 

＊結婚記念日 

Ｌ森田  Ｌ田中優  Ｌ橋本  Ｌ石原  Ｌ栗山  Ｌ原田 

皆さまにワインのプレゼント‼ 

おめでとうございます 
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☆Would Lions Service Day（2 日ほど早く奉仕活動） 

日時：10 月 6 日(日) 8:30～ 

場所：北柏ふるさと公園 

 LC は様々な奉仕活動を 10 月 8 日のライオンズデーに合わせて実施している。 

柏さくら LC は毎年恒例行事として公園清掃をしている。今年は十月桜の咲く北柏ふるさと公園清掃と台風の影

響調査を実施した。 

＊ライオンズ（奉仕）デー Lions Day とは 

LC 国際協会の第１回大会は 1917 年 10 月 8 日から 3 日間テキサス州ダラス市で開かれた。この第１回大会を記

念して毎年 10 月 8 日をライオンズデーとし、活発な記念事業を行っている。 

ライオンズデーは、1962 年の日本の各地区年次大会および 1965 年の東洋東南アジア大会でその実施が決議され、

さらに、1970 年 7 月マッカロー国際会長は就任あいさつの中で初めてこれを世界ライオンズ奉仕デー（Would 

Lions Service Day）として実施することを訴えた。 

参加者 6 名 

    

 

☆東葛飾ミニバスケットボール大会 

日 時：10 月 14 日（月）体育の日 

会 場：柏市沼南体育館 

主 催：柏 LC・柏さくら LC・流山 LC (共催) 

参加者：9 名 

東葛飾ミニバスケットボール交歓大会 

第 6 回ライオンズカップ 

10 月 14 日 

主催:千葉県ミニバスケットボール連盟 

協賛：柏 LC 柏さくら LC 流山 LC 

柏市沼南体育館に於いて行われました 

優勝 

 男子  東深井レインボーズ 

 女子  野田中央オリーブ 

元気いっぱいにコートを駆け巡り汗し声を掛け会い仲間を信じた大会。果敢に挑む子供たちの未来に大きな期待 

今大会から木村前地区ガバナーが顧問になりました。 
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☆ライオンズクラブ国際協会 333-C 地区 GST「福祉・環境・災害支援」合同研修会 

日時：10 月 15 日(火) 13:30〜16:30 

会場：千葉県経営者会館 

 

第 1 部 

2020 東京パラリンピック競技シッティングバレーボール強化指定選手による講演・デトンストレーション 

講師 

  2020 東京パラリンピック強化指定選手 加藤 雅彦氏  田澤 準氏 

  2002 年強化コーチ・元実業団バレーボール選手 加藤 朱美氏 

＊加藤雅彦氏 

 サッカー漬けの生活から 26 歳の時医療ミスが原因で左足ひざ下が義足。膝からの切断は膝は曲がる。 

 加藤氏は障害者になってもスキューバダイビング、ヨット等々様々なスポーツに積極的に挑戦。 

 義足でも暫くサッカーを続けていだが、シッティングバレーボールの道を拓き強化選手となる。 

＊田澤準氏 

 実家は青森の林檎農家。事故により義足を使う生活となる。義足は腿からの切断足首が曲がらない、また義足 

 は充電する必要がある。停電の際は充電ができず、動きはするが重たくなる。試合等では義足を使わない。 

シッティングバレーボールは臀部を床から離さないスポーツです。 

実演は機敏な動きと正確なレシーブに驚き、金メダルを期待。皆さま応援しましょう。 

 

第 2 部 

地区災害支援委員会から 

 台風 15 号について水野恭成災害支援委員長から、支援物資の管理や軽トラ支援隊等の様々な支援のあり方に 

ついて報告。また柿沼前災害支援委員長が前年関係を築いた千葉県社会福祉協議会による千葉県ボランティア 

センター開設からの連携等々の報告があった。 

松本宰史地区災害支援特別顧問から 

 自宅の災害状況や近隣の方々の被災について報告。 

  緊急災害の組織について反省すべきことがあることを具体的話された。 

女子優勝チーム 男子優勝チーム 

ＬＣと記念写真 3LC 

男子優勝チーム 
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   ZC や会長がクラブの状況を把握し、組織活動できる体制強化の必要性とネットから情報の発信、収集を強調 

された。 

参加者 8 名  

 

 

 

 

 

          

 

☆LC 国際協会 333-C 3R 研修 

新しい時代の幕開け 〜MyLion の変革〜 

日時：10 月 17 日(木) 17：30～ 

会場：ザ・クレストホテル柏 

講師：松本宰史  地区情報テクノロジー委員会特別顧問 

今研修会は時代に即した会員増強の必要性を語り、登録・報告等々を今に増して IT 化され、国際協会に一元化

する方向性を示され、手順について説明を受けた。 

研修後は食事を頂きながら質疑応答をされ、疑問に懇切丁寧な解説をされた。 

MyLion に 3 千人以上の会員を 10 月 25 日を期限に登録する。特別顧問は台風 19 号被災者である。未登録クラブ

の登録作業に奮闘している。謝 

参加者 8 名 

    

☆コンサート視察 

日時：10 月 19 日(土) 13:30～ 

会場：さいたま市宮原コミュニティーセンター 

11 月 2 日の寺コンに出演される Sit46 のコンサートに、柏さくらのメンバーと伺いました。 

来場するお客様に寺コンをお楽しみ頂けること確信した。11 月 2 日お待ちしております。 

参加者 6 名 
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☆第五回 チャリティー寺コン 2019 

柏さくらライオンズクラブ 

  今年も「チャリティー寺コン」の季節が近づいてまいりました。 伝統的なお寺のイメージを変える、楽しい音

楽の数々。 今年は内容を一新し、幅広いジャンルから国境を越えて親しまれている曲をセレクトしました。秋の

土曜の午後、あなたもリズムに乗ってスイング。 

【主な演目】 夜霧の忍び逢い ベッサメムーチョ 霧のカレリア 春がいっぱい くよくよするな 風に吹かれて 

サントワマミー  ランナウエイ ある恋の物語   青い影 500 マイル 恋心 ヤングワン  パフ 他   オールディ

ーズ多数 

◎開催日：2019 年 11 月 2 日(土) 

◎会場：増尾山 少林寺 本堂 (住所:柏市増尾 3-6-1) 

 東武アーバン パーク ライン増尾駅下車徒歩 10 分(※1)  

◎開場：午後 1 時 30 分 

◎開演：午後 2 時 00 分 

◎出演：大人のバンド Sit 46 (Saitama Instrumental Tour 46) 

◎入場料：¥1，500 全席自由 

主催：柏さくらライオンズクラブ / 後援：柏市民新聞社 / 協力：増尾山少林寺 

 

☆柏さくら LC 10 月第二例会 及び理事会 

於:ノブレス・オブリージュ    10 月 21 日(月) 18 時 30〜 

例会に先立ち理事会を開催 

会長より寺コン・クリスマス会・新年会の会場調査等々と多くのアクティビティへの対応について提案協議 

参加者：16 名 

＜ お客様＞ 

柏子どもの文化連絡会  鈴木典子会長 

第 25 回わくわく人形劇まつり 畑中裕子実行委員長 

 

議題 

1. アクティビティ、研修会への参加要請 

2. わくわく人形まつりは今年度は会場変更により人的協力の必要性があると要請 

3. 青少年健全育成の一環として柏子どもの文化連絡会 鈴木典子会長に支援金を贈呈しました 

4. 会員に 100 ドル・千ドル献金のバッジ贈呈 

5. 11 月の第 1 例会は小幡 ZC の訪問がある。全員参加で歓迎したい。 
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6. 花野井小学校における柏 LC の薬物乱用防止教室を体験して、当クラブが来年度実施予定の参考にする。 

7. Ｌ畠山 空手大会の報告。 

8. Ｌ橋本のテール・ツイスタータイムでスライドを使い、柏市の現状と今後についてミニ講義。 

 

             

 

 

 

 

鈴木会長も交え組織の現状と今後から宝塚談義と和やかな食事会 

 

☆第 29 回手賀沼エコマラソン開催 

ライオンズクラブ（LC）はお集まり頂いた皆様に 

   ・柏市消防署への協力で AED GO の協力チラシの配布。 

柏市内にはコンビニや公共施設に約 400 台の AED が有ります。 

AED GO をダウンロード後、救命ボランティアの登録をお願いします。 

   ・ 千葉県警察の薬物乱用防止チラシの配布。 

家族や友人、関係のない人まで傷つける事があります。違法薬物は持たない、買わない、使わない。 

また LC は学校で薬物乱用防止教室等も開催し啓発活動も行っています。 

 ・ LC の啓発事業の重点事業である献血推進のテッシュをお配りしました。 

 

ライオンズクラブは様々な活動を通し地域社会に貢献しています。 

ご興味のある方はご連絡頂き月 2回の例会等にお越しください 

 

参加者：LC 際協会 333-C 地区 3R1Z、2Z の皆様 

柏さくら LC より 5 名 

Ｌ橋本のテール・

ツイスタータイム 

Ｌ畠山 

空手大会の報告 

鈴木会長に支援金贈呈 



柏さくらライオンズクラブ  2019-2020 年度 10 月活動報告 

9 

 

   

   

     

         

  

☆いずみ園まつり 

日時：10 月 27 日(日) 

於：社会福祉法人 緑の会 いずみ園 (瀧本二三江理事長) 

恒例のいずみ園まつりにて、柏さくら LC は野菜販売、お好み焼きを作り販売のお手伝いをしました。 

松永さんのお好み焼きは行列の大好評。野菜全て 100 円で完売。 

参加者：9 名 

    


