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11 月活動報告 

 

＊柏さくらライオンズクラブ 第 5回チャリティー寺コン 2019 

日時：11 月 2 日(土) 13:30～ 

会場：増尾山少林寺 

来場者 140 名 

会員参加者 20 名 

 

柏さくら LC「寺コン」の趣旨にご賛同頂きご来場された皆様に心より感謝申し上げます。 

皆さまの御陰様を持ちまして少林寺本堂満席の盛況のうち、午後のひと時を懐かしのメロディにひたり楽しく

過ごすことができました。回を重ねること第五回を迎えられましたことは、快く会場提供して頂いている増尾山

少林寺ご住職栗原照山様のご厚意によるものであり、また発足より企画、運営、出演に携わる森田伸一Ｌの功績

は多大なるものがあります。今回出演されたＳｉｔ46 は埼玉県が主なる練習会場で、森田Ｌは柏市より音合わせ

等に連日に通われた次第です。 

 

収益金約 21 万円はすべて「愛の献血かしわ推進協議会」に寄贈します。この資金を元に献血啓蒙活動（ポケ

ットテッシュ等）の購入資金などに使われます。 

Ｓｉｔ46 の皆様、長時間にわたる御出演お疲れ様でした。スタッフの皆様お疲れ様です。 
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＊薬物乱用防止教育認定講師養成講座 

日時：11 月 5 日(火) 12：30～ 

会場：千葉県経営者会館 6Ｆ大ホール 

  薬物乱用は人類の健康、福祉に対する脅威です。国連でも積極的に取り組むほど、深刻な社会問題になってい

ます。 

 所持、使用は法によって禁止され捕まりますが、その時では遅く一度手を出すと、なかなか止められず薬物に

侵された脳は、元の状態には戻りません。18 歳未満で使用の脳のダメージは 4〜7 倍になります。 

低年齢化する薬物乱用を注意深く見つめ、薬物乱用の恐ろしさを正しく理解して、未然防止の為に努める必要が

あります。薬物乱用には覚醒剤や大麻等だけでなく、家庭薬でも不正に使用すると副作用として悪い影響も与え

ます。大人も用法用量とともにお子様への使用には注意が必要です。 

 

 ・ 専門・実践講座として齋藤武Ｌは小学校での薬物乱用防止教室を実施している。対話形式やスライド、実験

を利用して効果を上げている。 

 ・ 麻薬指導班長の長谷川貴志氏により薬物乱用の概要と千葉県の対策について法律や現状、また乱用すること

による脳への影響、薬物依存の悪循環について講義。 

 ・ 森田恵様、柏 LC、八千代 LC、木更津 LC による薬物乱用防止教室を模擬開催 

 

＜社会から薬物乱用を許さない社会環境づくりを推進＞ 

 ○誘いの手口 

 ◆甘い言葉で誘われる 

  ・疲れが取れる ・みんなやってる 

  ・気分がスッキリ ・一回だけなら 

  ・痩せられる 

 ◆グループから誘われる 

   キッパリと断ろう 

   愛する自分を大切に 

   「ダメ。ゼッタイ。」 

      

小髙ガバナー挨拶         薬物乱用防止教室模擬の様子   

     

講座を聞き入るＬの皆さん 
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＊支援金の寄贈 

・11 月 1 日(金) 酒井根小学校吹奏楽部保護者会に支援金をお渡ししました。 

11 月 23 日(土)に開催されました第 38 回全日本小学生バンドフェスティバルでは 2 年連続 3 回目の出場と

なり銅賞を受賞しました。 

おめでとうございます。生徒の皆さんの成長を楽しみに応援しております。 

              

・11 月 2 日(土) 社会福祉法人へ支援金をお渡ししました。 

  

美野里会様     望陽会様 

 

＊柏さくらライオンズクラブ 11 月第 1 例会 

日 時：11 月 5 日(火) 19:00〜 

会 場：ノブレス・オブリージュ 

参加者：19 名 

お客様： 

   3R-1Z（ホストゾーン・チェアパーソン:印西 LC）Ｌ小幡 和男 

   印西 LC  Ｌ川島 倉男 

小幡 ZC から木村前ガバナーとの思い出や、最近事故を回避するため転んだ等のエピソードを交え、親しみの

あるご挨拶を頂戴しました。 

 

お客様とご一緒に 

 

・幹事報告 

11 月 1 日に支援金贈呈にお伺いしたことの報告 

11 月 2 日に開催した寺コンのご協力への御礼 

11 月 10 日 南部老人福祉センター「いきいきふれあい祭り」への協力依頼 

11 月 17 日「わくわく人形劇まつり」への協力依頼 
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・誕生日 

Ｌ瀧本 

・結婚記念日 

Ｌ小関  Ｌ吉田 

      

 

＊物乱用防止教室開催 

主催：3R-1Z、2Z 

会場：花野井小学校体育館 

   

柏 LC にご指導頂き、花野井小学校 5 年生を対象に行われた薬物乱用教室に参加しました。 

薬物乱用の低年齢化が進んでおり、早い段階から薬物乱用の危険性を周知する必要があります。 

田代さんが覚醒剤で 5度目の逮捕、大麻で国母元オリンピック選手の逮捕等の事件が報道されています。 

田代さんのように何度も逮捕されるのは、薬物依存が脳に焼き付いていると表現をする方もいるように、 

脱却することが難しく、止めるという強い意志を持ち続ける事の厳しさであろう。 

 たった一度と手を出すと止められなくなる。子どもたちの未来を守る為、 

 「ダメ。ゼッタイ。」 

 愛するじぶんを大切に 

 Yes to Life, No to Drugs 

     
Ｌの参加者          演劇中のＬ           真剣に聞き入る子供たち 

               

              ダメ！ゼッタイ 

参加Ｌ 23 名 

柏さくら LC の参加者  Ｌ杉浦  Ｌ吉田 
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＊第 58 回 OSEAL フォーラム 

日 程：11 月 7 日(木) ～10 日(日) 

場 所：広島 

参加者：4 名 

 

＊第 26 回南部老人福祉センターいきいきふれあい祭り 

日時：11 月 10 日(日) 8:30～14:00 

会場：南部老人福祉センター 

柏さくら LC から 10 名、柏子どもの文化連絡会から鈴木会長他 2 名の参加を頂き、焼きそばの販売をしました。 

大勢の方々にご利用頂きありがとうございます。 

 

     

      

当日は天皇陛下即位 祝賀御列の儀（即位祝賀パレード）がありました 

 

＊第 25 回わくわく人形劇まつり 

日時：11 月 17 日(日) 11:00～15:40 

会場：ひまわりプラザ及び沼南庁舎 

参加：700 名（柏さくら LC 3 名） 

    

 

＊ライオンズクラブの奉仕活動 〜ネパール支援〜 

ライオンズクラブ国際協会 333-C 地区 浦安 LC 

“Love for Nepal charity 35”に賛同し、木村前ガバナーとＬ吉田が参加。 

日時：11 月 17 日(日) 

会場：東京ベイ舞浜ファーストリゾート 
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ネパールは 93 の異なる言語や地域語を持つ 100 以上の民族構成である。 

2015 年 4 月 25 日の昼に大地震が発生。最大震度は首都カトマンズでメルカリ震度階級「IX」(破壊的)。気象庁

松代地震観測所はマグニチュード 8.2 を計測。ネパール政府発表で死者 8,960 人、負傷者 2 万人以上。 

  ネパール第二の都市ポカラは 30 万人程の観光の町。児童福祉の進まない国で親を亡くした身寄りの無い子ど

も 35 人を育てる施設運営への助成をしている。小林会長は、将来は 100 名を支援したいと強い決意を披露。 

 

浦安 LC 松戸 LC 青森 LC その他の LC もネパール支援をしています。 

ライオンズクラブは様々な形を示し奉仕活動をしています。 

 

 

＊柏さくらライオンズクラブ 11 月第 2 例会及び理事会 

日時：11 月 18 日(月) 18:30～ 

会場：ノブレス・オブリージュ 

参加：13 名 

 

理事会 

例会に先立ち理事会を開催し会長より活動状況と今後の活動について報告 

 

例会 

理事会の報告及び事業計画への協力依頼 

 

    

例会の様子                    千葉館長の挨拶 
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お客様 

清心流空手道総本部清心館 千葉征孝館長においで頂き、演武を披露。 

     

千葉館長演武 バットを手刀で折る        折れたバット 

 

＊第 8 回チャリティーゴルフコンペ 

日時：11 月 18 日(月) 

主催：柏創生 LC 

場所：筑波カントリークラブ 

参加：4 名 

 

＊第 2 回キャビネット会議 

日時：11 月 30 日(土) 13:00～ 

会場：千葉県経営者会館 

参加：2 名 

 

 

＊12 月の予定 

8 日 第 2 回地区レオ協議会および「国際レオデー」 

 場所：柏駅東口ダブルデッキ 10:00～12:00 

 目的：盲導犬募金活動 

12 日 第 2回ガバナー諮問委員会 

 会場：クレストホテル柏 受付 18:00 

15 日 GAT フェスタ 

 会場：カンデオホテルズ千葉 受付 13:00 

16 日 クリスマス会の開催 

 会場：レストラン プリンセッサ 受付 19:00 

22 日 第 11 回忘年餅つき大会 

 会場：木村英俊邸 

25 日 いずみ園クリスマス会 受付 10:30 


