
 

                             
 

輝かしい新時代をお迎えのこととお慶び申し上げます 
昨年中は皆様にはアクティビティへのご協力を賜り、
心より感謝申し上げます。 
昨年の千葉県においては度重なる風水害に見舞われ、
自然災害の猛威を厳しく受け止めさせられました。子
年を迎えては元旦より穏やかな日々が続き、一年を通
しこの様にとせつに願うものであります。 
本年も社会貢献を主眼に地域の皆様に愛される活動に
取り組む所存です。昨年に増しての御協力ご指導のほ
ど宜しくお願い申し上げます。 
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます 
 

ライオンズクラブ国際協会 333−Ｃ地区 3Ｒ1Ｚ    
柏さくらライオンズクラブ 

 

謹賀新年 
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2019 年 12 月活動報告 
 
1２月 ２日（月）第１例会          １９：００ノブレス・オブリージュ 
◎２０１９年 クリスマス パーティー例会の概要説明 
 進行を含む役割分担等の詳細は１２月１０日（火）をめどに参加会員宛メール又はＦＡＸにてお知らせします。 

誕 生 日：Ｌ畠山 Ｌ齊籐 
結婚記念日：Ｌ大山 Ｌ木村英俊・典子 Ｌ齊籐 

     
 
＊いずみ園支援金贈呈 
１２月３日（火） 
社会福祉法人 緑の会 いずみ園へ、柏さくら LC からの支援金贈呈に杉浦 L、横尾 L、吉田Ｌが伺いました。 
いずみ園は障害の軽重にかかわらず、何方でも誰でも受け入れる運営姿勢を崩さず、⻑きにわたり瀧本理事⻑始
め山崎施設⻑松永事務⻑は障害者福祉に熱心に取り組まれている。様々な行事ごとにお伺いして交流する柏さく
ら LC は、園運営の一助への思いを込め杉浦会⻑から瀧本理事⻑へ支援金をお渡ししました。 
柏さくら LC は今後も様々な形で奉仕活動をしてまいります。 

  
 
＊柏悠遊ライオンズクラブの例会訪問 

日 時：１２月３日（火）１８：００〜 
場 所：柏第一ビル５階 
参加者：Ｌ木村 Ｌ杉浦 Ｌ横尾 Ｌ篠木 Ｌ吉田 
柏悠遊ＬＣ例会場が利便性の高い柏駅東口徒歩１分の柏第一ビルに移動した。木村前ガバナーの慰労も兼ねて

とご招待を頂きお伺いしました。アットホームな素晴らしい例会を経験させて頂き、また二次会も大いに盛り上
がりました。 

柏悠遊 LC の皆様ありがとうございます。益々のご発展を御祈念申し上げます。 
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＊献血キャンペーン 
１２月７日（土） 

会 場：イトーヨーカドー我孫子 3Ｆ アビイクオーレ 
主 催：我孫子ＬＣ 
協 力：千葉県学生献血推進協議会 柏さくらＬＣ 赤十字社 

子供たちに献血の重要性の理解をと企画された。また千葉県の自然災害発生により献血される方が減少傾向とな
り不足中。５０名を目標と我孫子ＬＣ⽔野会⻑の力強い発声で、雨模様の中ではあるがＬＣの重要な活動の一環
として実施された。 
６７名の登録４６名の方が献血されました。ありがとうございます。 
我孫子ＬＣの積極的な活動は非常に参考になります。 
尚、北野 L の婦人はお子様と共に献血に我孫子会場に駆付けて頂きました。感謝。 
参加者：Ｌ木村 Ｌ石原 Ｌ横尾 Ｌ栗山 Ｌ渡辺 Ｌ篠木 Ｌ典子 Ｌ多津子 Ｌ吉田 

Ｌ北野婦人とお子様 

 

 
 
 
＊１２月８日（日） 
第 2 回地区レオ協議会及び「国際レオデー」開催 
場 所：柏駅東口ダブルデッキ １０：００〜１２：００ 
内 容：盲導犬育成募金活動  １３：００〜協議会・委員会 
 
・国際レオデー（１２月５日：世界で最初にレオクラブが結成された日） 
１０時に集合し東口ダブルデッキにて募金活動を実施。 
当日は盲導犬利用者の森公子さんも参加され普及活動のお願いをされました。 
ハーネスを外して休憩中の盲導犬と多くの方々が交流しました。 
小さなお子様をはじめ多くの方々よりご寄付を頂きました。 
心より感謝申し上げますとともに、盲導犬育成事業に有効な活用をさせて頂きます。 
参加者：L 木村 L 石原 L 吉田 

地区役員 レオの皆様 
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御寄附をする市⺠の方          盲導犬と交流 

     
 前ガバナー        レオの皆さんと「ご寄付をおねがいします」 
 
 
＊第 2 回ガバナー諮問委員会並びに忘年会 
日 時：１２月１２日（木） 受付１８：００ 開会１８：３０〜 
場 所：ザ・クレストホテル柏 
出席者：Ｌ石原 Ｌ栗山 Ｌ杉浦 Ｌ吉田 Ｌ横尾 
 
 
＊ＧＡＴ（グローバル・アクション・チーム）フェスタ 
日 時：１２月１５日（日） 受付１３：００ フェスタ１３：３０〜 
場 所：カンデオホテルズ千葉 
出席者：Ｌ木村 Ｌ石原 Ｌ横尾 Ｌ篠木 Ｌ渡辺 Ｌ吉田 
 
第一部 
「渡辺リーダーの人生を楽しく生きる秘訣」 
講 師 ：タレント  渡辺正行氏 
自らの手で掴むことが大事と、今日はダメでもやがてキッと！凹んだら何クソと立ち上がり、その結果成功の道 
が開き面白味の実感が湧いてきた。 
趣味の剣道や芸能界での生活の中から楽しくお話しして頂きました。 
最後にサービス精神旺盛にコーラの一気飲みを披露した。 
 
休憩 
 
ハーブ奏者 ：弟橘レイア 
澄みきった音歌声を披露され会場を魅了した。 
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第二部 
「郷土愛がクラブを救う！」 
講 師：関宿 LC  会⻑   L 河井哲也 
愛の関宿情けの境の町、チーバ君の鼻部分にあたり千葉県の最北部に位置する。 
3 年前に町が消滅するのではとの危機から、若い世代の郷土愛を奮い立たせ支部を立ち上げ、現在 50 名を超え
る体制となってきた。 
今後も体制強化を図るべく進めている。 
 
「支部設立 10 周年を迎えて」 
講 師：鴨川 LC 若獅子支部 会⻑ Ｌ関 大輔 
若獅子クラブは 50 歳を目処に親クラブへと考えている。 
親クラブの父は家族会員や終身会員へと進め会員増強を図り成功している。 
 
「趣味を生かした支部結成」 
講 師：夷隅 LC 会⻑ Ｌ飯島 直也 
趣味のゴルフを通して、地域の人々の身体の健康作りから、会員増強を図った。 
・Yes という人を狙う 
・囁き続けることにより入会へと・・。 
 
「次世代のリーダーシップ」 
講 師：地区指導力育成委員⻑  L ⻑澤 学 

グローバルアクションチームの趣旨説明があり、御協力をとのこと。 
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＊２０１９年 クリスマス パーティー例会 
 日 時：１２月１６日（月）１９：００〜２１：００ 
 場 所：レストラン プリンセッサ 
 主 催：柏さくらＬＣ 

参 加：我孫子 LC 印⻄ LC 柏さくら LC 柏沼南 LC 柏創生 LC 柏悠遊 LC 松⼾ユーカリ LC (65 名) 
恒例のクリスマス例会を⽔野我孫子 LC 会⻑の開会のゴングで開催。 
木村前ガバナー、小幡Ｒ1Ｚホスト・チェアパーソンのご挨拶に続き各クラブの会⻑Ｌからご挨拶を頂き合同例
会を進行させ座間柏沼南ＬＣ幹事報告の後、高橋地区運営特別委員⻑及び議事運営副委員⻑の乾杯の御発声を頂
き、和やかに開催されました。 

    

   
 
 
＊第１１回 忘年餅つき大会（２０１９） 
 １２月２２日（日）１１：３０〜 
 場 所：Ｌ木村 英俊邸 

参加者：５５名 
柏市の木村前ガバナー宅にて雨降りの予報の中５５名の方々を迎え、大会世話人代表の木村前ガバナーの開会

のご挨拶で開始。 
第１回開催の高田元ガバナー、⻑澤 GAT エリアリーダーのご挨拶に続き、石澤前大会委員⻑の乾杯の御発声

で賑やかに会を進行。 
 半ばには昨年に続き石山朋佳さんのフルート演奏。 
ディズニーから童謡まで幅広くリクエストに応え、華やかな時を提供して頂き大いに盛り上がりました。 
更に今年も流山 LC からシクラメンを 15 鉢も提供、女性の皆様に感謝を込めて贈らせて頂きました。 
  １５時近くまで本会は続きましたが心配だった雨も降らず、高橋正男さんの集合写真撮影も無事にすみ、金子
⻑⽼から「来年も良い年で有ります様に」との中締めとなり、名残惜しみながら閉式。 
皆様にお餅のお土産をお渡しして御開きとなりました。 
 
事前に薪、テント、お米研ぎ、野菜切り、竃、蒸篭、買い出し等々の準備があり、当日は 8 時前から皆様にご協
力を頂きました。 
皆さま来年も良き年となりますように御祈念申し上げます。 
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LC のアクティビティを有意義に且つ楽しく過ごしましょう。 
ありがとうございます。 

      

      

   
 
 
＊１２月２５日（⽔）いずみ園クリスマス会 
  場 所：いずみ園食堂 
  時 間：受付１０：３０（開会１１：００ 閉会１３：３０） 
  参加者：Ｌ木村 Ｌ川島 Ｌ横尾 Ｌ渡辺 Ｌ森田 L 森田みつ枝 L 盛田（夫人同伴） Ｌ吉田 
      Ｌ⼾塚 Ｌ小栁（柏悠遊 LC） 
「令和元年 社会福祉法人 緑の会 いずみ園 クリスマス会」 
柏さくら LC と御縁の深い（瀧本理事⻑・松永事務⻑ LC 会員）いずみ園さんの恒例のクリスマス会にお招きを
頂き参加しました。 
利用者さんはじめ職員さん、ボランティアの方々の手作り感満載の素晴らしい会に感動。 
美味しいお料理を頂き、歌を聴きながら楽しい時を過ごしました。 

   
瀧本理事⻑のクリスマス会開催のご挨拶 
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１月の予定 
 
１月 ６日（月）第１例会 例会に先立ち理事会開催１８：３０ノブレス・オブリージュ 

◎次期役員指名会に先立ち杉浦会⻑より指名委員の発表 
 
１月 ８日（⽔） 令和２年 新年賀詞交歓会 主催：柏商工会議所 
      場 所：ハート柏迎賓館 受付１５：００〜 開会１５：３０〜 
 
１月 ９日（木） ２０２０年度 新年例会 主催：公益社団法人柏⻘年会議所 
      場 所：ハート柏迎賓館 受付１８：３０〜 開会１９：００〜 
 
１月１２日（日） 令和２年 柏市消防出初式 
      場 所：モラージュ柏駐車場（柏市大山台） 
 
１月２３日（木） ３クラブ（我孫子ＬＣ・印⻄ＬＣ・柏さくらＬＣ）新年合同例会 
      場 所：ロイヤルガーデンパレス 柏日本閣 
      ＊柏さくらＬＣは第２例会振替となります。 
 
１月２５日（土） 第３９回千葉県高等学校弁論大会スピーチコンテスト 
      場 所：千葉県経営者会館  受付１２：３０〜 開会１３：００〜１７：００ 
 
１月２６日（日） チャリティーカラオケ大会 
      場 所：カラオケシティーペア 時間１３：００〜１７：００ 
      主 催：柏悠遊ＬＣ 
 
１月２９日（⽔） My Lion 研修 
      場 所：千葉県経営者会館  受付１３：００ 開会１３：３０〜１６：３０ 


