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われわれは奉仕する
We Serve Since 1962

334-E 1R.1Z

岡谷ライオンズクラブ

■岡谷ライオンズクラブ会長スローガン /『原点回帰 そして 感謝協力』
■国際会長スローガン /『United in Kindness and Diversity 思いやりと多様性で結束する』
■ 334 複合地区スローガン /『セカンドセンチュリー組織と奉仕に魂を』
■ 334-E 地区ガバナースローガン /『"We serve with you !”

―

よりシンプルに、よりスリムに、よりクリアに ―』
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ライオンズクラブについて
ライオンズクラブ国際協会は、アメリカのシカゴで保
険代理店を経営していたメルビン ･ ジョーンズ（18791961）により、社会貢献への崇高な理念の元に結成さ
れた世界最大の奉仕クラブ組織です。 208 を超える
国と地域に 46,000 を超えるクラブがあり、140 万人
が会員として登録しており、世界各地で地域に根ざし
た多様なボランティア活動に取り組んでいます。

スローガン
L i b e r t y, I n t e l l i g e n c e , O u r N a t i o n ' s S a f e t y
（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全を図る）

ABOUT CLUB

モットー
We Serve（われわれは奉仕する）

ライオンズの誓い
「われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、社会奉仕に精進する」

岡谷ライオンズクラブについて
日本国内には 3,125 のライオンズクラブがあり、121,000 人が会員として登録されています。その
中で岡谷ライオンズクラブは 1962 年 6 月 28 日に結成されました（長野地区順位 No.4 日本順位
No.435）。現在は 60 名（終身・家族会員含
じて地域社会へ貢献をしています。

2020-2021 年度
『原点回帰

そして

59 代会長スローガン

感謝協力』

岡谷ライオンズクラブ第５９代会長
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TOGE

2021 年 6 月現在）の会員がボランティア活動を通

畑

文博
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岡谷ライオンズクラブ 2020 ～ 2021
基本方針『原点回帰 そして 感謝協力』
このスローガンのもと活動し
ていきます。ライオンズクラ
ブ運営にあたっての基本方針
です。まずスローガンにもあ
るように原点回帰（げんてん
かいき）」の意味は、物事の
出発点や基本に戻ることで
す。
「原点」とは、物事を考
えるときの出発点という意味
があります。また「回帰」と
は、一回りして元のところに
戻ることを意味します。

帰そして感謝協力しながらクラブ運営を行っていき

出発点に戻って考え直すこと、また基本に立ち戻る

ます。そして新しい仲間を増やしていきたいと思い

ことです。さまざまな事業アクテイビテイを行う時

ます。そしてライオンズクラブ国際協会の目的に向

に常に目的はなんだったのか振り返り出発点に戻っ

かって事業、運営を行っていきます。世界のひとび

て検証する事が必要です。その目的を達成する方法
はたくさんあるはずです。一つの方法だけではない
と思います。常にその目的から外れないようにする
事が重要だと考えます。今現在コロナによって生活
スタイルが激変しています。生活スタイルが激変し
ていても私たちライオンズクラブの今までしてきた

ETHER

活動の目的は変わりません。その目的を達成する方
法はたくさんあるはずです。常に振り返りその目的
に向かって試行錯誤しながら活動を行っていきたい
と思います。そしてそれを行う為には、クラブメン
バーが集う事が重要になってきます、和がなければ
成果は得られません。クラブメンバーが常にコミュ
ニケーションをとる事が重要になります。例会の重

SERVE

要性を再確認すると共にいろいろな方法でコミュニ
ケーションを深めていきたいと思います。常に感謝
の心を抱いて、互いに協力しあってこそ、信頼が培

GREETING

つまり「原点回帰」とは物事を進行している途中で

との間に相互理解の精神を培い発展させる。当クラ
ブに於いては新竹・金泉両姉妹クラブとの交流もい
ろいろな方法で繋げていきたいと思います。よい施
政とよい公民の原則を高揚する。地域社会の生活、
文化、福祉、及び公徳心の向上に積極的関心を示す。
友情、親善、相互理解のきずなによって会員の融和
をはかる。一般に関心のあるすべての問題を自由に
討論できる場を設ける。奉仕の心を持つ人々が個人
の経済的報酬なしに奉仕するよう励まし、また商業、
工業、専門業、公共事業、および個人事業の効率化
をはかり、道徳的水準をさらに高める。（ライオン
ズ必携より）
そしてライオンズクラブスローガン
Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety
（
「自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全
をはかる」）のモットーのもとクラブ・アクテイビ
テイを積極的に行っていきます。

われ、真の発展も生まれてくるはずです。原点回
第５９代会長

畑

文博
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INTERVIEW

第５９代会長
Q:

それでは今期三役の皆さんにインタビューをさせて

いただきたいと思います。
一年間、本当にお疲れ様でした。
畑:

ありがとうございます。

Q:

率直に一年間、会長としてやってみた所管はいかが

畑:

何しろ色々やるよりはコロナ対策に追われて何も

ですか。
できなかったという感じです。逆にコロナ対策によって
今までやれなかった事や事業の見直しとか、事務所の中
で色々な部分に手を入れる事ができたかと思います。
Q:

幹事はいかがでしたか、今年一年の活動については。

山村 :

アクティビティがあまりできなかったかなとい

う印象が強いです。会長も言われたように、事務局の中
の清掃を一生懸命やったりとか、事務局が今回変わった
中で山本さんが一生懸命やってくださったのが本当に良
かったなと思っています。後、ZOOM とかそういった新
しい事にチャレンジできた事は良かったですけど、まだ
それらが全部うまく稼働しているというわけではないの
で、これからの課題だと思っています。
Q:

会計はいかがですか。

荒井 :

最初に会長から『みんなの金を預かっているん

だから、金の管理は責任を持ってやってくれ』と言われ
ていたので、お金を動かす必要がある時にはかならず事
務局員さんと会計が立ち会って、些細な動きでもきちん
と把握していこうと決めました。中間会計報告でも苦労
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畑

「原 点 か ら 考 え て、 そ し て

対 談

ここから行動すれば間違

いない 」

第５９代三役

文博

はしましたがその際の反省を踏まえて現金・通帳の確認
を毎週曜日を決めて確認をするようにしました。そのお
かげもあってスムーズにお金の動きも具体的に判るし、
会長に教えてもらった事は 100％は実践はできなかっ
たですけど、できる所から取り組みました。本当に会長
と幹事には助けていただき、教えて頂いたのでここまで
やってくる事ができました。最後まで頑張ってやってい
きたいと思っています。
Q:

話を一年前に戻したいと思います。一年前の今頃（6

月）
、コロナ渦の中ではありますが、新しい体制として
スタートする直前まで時計の針を戻した際に、ライオン
ズクラブの会長を引き受けるというのは率直に言ってど
うでしたか。
畑:

一年と 10 ヶ月前になりますが指名委員会から呼ば

れて、やるんだったらそれは色々な経験もできるし、ク
ラブ自体も色々と切り替わらなくてはならない時期じゃ
ないかと思ったんですよ。世代間の意思の疎通がうまく
機能していないのではないかと…だからどうしたらいい
のか一緒に考えていけたらいいなと。ただ、実際に会長
を受けてみたら今までの繋がりとか、60 年やってきた
長い歴史があるので、とまどう事ばかりでしたが、何と
か乗り越えていければいいなと思っていました。まずは
2 年前、諮問委員会で会長就任への要請を言われた時、
どうしたらいいかなと考えた時に今期のスローガンにも
あるように、元に戻ってライオンズクラブはどういう物
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なのか、まずその原点から考えて、そしてここから行動
すれば間違いないかなと考えました。なので、原点回帰
というのをテーマにして、それによって今まで通り進ん
で行けるかと思いました。コロナ渦ががもう少し早く収
束するのではないかと思ったのですが、ワクチンもなか
なか手元にこなくて、ただただ自粛のみで、方向性が見
えなかったじゃないですか。なのでみんな感染しては
いけないっていう所から一歩踏み出すのが難しかったで
す。そんな中でやっと抜け出して来たかなというタイミ
ングで二次三次と感染拡大が繰り返されてしまい、アク
ティビティなども非常にやりにくいなと、そう感じまし
た。
でも、その中でも徐々に若い会員から役を引き受けてく
れたり、少しずつですが前に進んできたかなと感じます。
やっぱりライオンズは活動内容を理解してくれれば、み
んな自ら動いてくれるようになりますので、おかげさま
で自分がやるよりもみんなが動いてくれたので続けてこ
れたかなと、そういう思いばかりだよね。
山村 :
Q:

はい。

1 年前の今頃（6 月）というと、もう準備ができて

あとは出航するだけという時期だったかと思いますが、
実はその時期になると会長よりも幹事が大変な時期にな
山村 : そうですね、時間をそれなりに使うという事はあ

りましたね。昨年事務局員さんが変わりましたので、そ
の分大変だったかなというのはありました。でも色々な
方、特に前年度幹事の芝野さんが色々と教えてくださっ
たので、それは本当にありがたかったです。
Q:

会長職というのは『アレをやれよ、コレをやれよ』

と声を上げる側であって、しかも会長も幹事を経験され
ているので幹事が何をしなくてはならないのか解ってい
るのかと思います。なので安心して任せられたというの
はあると思いますが、会計はそういうわけにはいかない
ですよね。
荒井 :

まあ、だけど会長と幹事がついていてくれたの

で、正直言って最初はライオンズクラブの会計ってこん
なに複雑で難しいのかと、今までは前任の事務局員さん
がやってくれていましたので、わからない所については
歴代の会計経験者の皆さんにも教えていただきました。
本当に 1 から 10 まで教えていただけましたので、何と
かなったかなと。最近になってやっとお金の動きがどう
いう物かっていうのが解ってきたのですが、まだまだ幹
事に教えて貰いながら何とかやっている最中です。
Q:

もう 1 年くらいやると楽になりますね。

荒井 :
畑:
Q:

いやいや（笑）。
またやってみたら（笑）。

今期はできなかった事が色々とありますので、三役

揃って再登板とか考えてもいいのではないでしょうか。
まぁ、そんな事は後々お考えいただくとして、6 月末に

ジでしたか？
畑:

引き継いだ事になっているけど、岡谷 L.C. という

のが確かにあるんですけど、ライオンズクラブっていう
のはインターナショナルがあり、その中の 1 つなので
あってその位置付けというものを皆にも、また自分自身
でももっと理解していけば活動もスムーズにいくのでは
ないかと思いました。やっぱり地域にしばられていると
地域の事ばかりになりかねないっていう先入観もあった
ので、それをもっと大きな視野から見渡してその中に岡
谷 L.C. があるんだなという感覚でいくと動きやすいので
はないかと思いました。
Q:

会長に就任して最初の日は恒例の挨拶回りで岡谷市

長をはじめ各所を回られたと思うのですが、今年は異例
ずくめの挨拶回りだったと思うのですよ。例年とは違っ
てアクティビティの予定も立てにくく、人に会うのが憚
られる時期であったりとか、そういう中でこれから 1 年
間やっていくんだよというのは、みなさんどうでしたか。
畑:

それはこっちで一方的にやろうって言っても相手

のある事だし、挨拶に行くと『こういう時期だから』っ
て言って暗に延期を求められたりといのもありました。
挨拶にしてもアクティビティにしてもそれはそれで相手
があっての事なので、一方的にこちらが『やります』と
は言えず、まず相手に対して事前に説明して返答を貰っ
てから考えていくしかなかったです。計画としては色々
とあってやってみてもやっぱりできなかったり我慢しな

INTERVIEW

のではないかと、そう感じるのですが、どうでした？

なってバッジを引き継ぎました。どうでした？重いバッ

くてはならない事も結構ありました。これからはアク
ティビティの見直しも含めてあり方を考える必要がある
かなと感じましたね。
Q:

それではお話を今期のスローガンに移させていただ

きます。今期のスローガン、これは 3 人で決めたんです
か。
畑:
Q:

畑:

僕が決めました。
割とスンナリ決まったんですか。
コロナが蔓延する前の事ですけど、年号が平成か

ら令和になるその年に伊勢神宮にお世話になったり皇居
の勤労奉仕に参加する機会があって、その時に日本が何
千年も続いているという歴史を実感しました。そんな中
で今の社会情勢を鑑みた中で自分達の足下が揺らいでい
て『今が楽しければいいや』という風潮を感じるんです
が、それは違うんじゃないかと。だから一回振り返って、
ちゃんと考えてみたいなという、
そこでスローガンを『温
故知新』にしようと思いました。2 年前から考えていた
のですが、その後からコロナ渦となってしまったんです
よ。
Q:

そうだったんですか。そのスローガンですが『おい、

このスローガンでいくぞ』と言われた時はどうでしたか。
山村 :

畑さんらしいなと、思いました。ライオンズと

いうのは過去からの積み重ねで委員会組織や活動がそん

4
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「少しずつ時代に合わせて変わっ
ている。過去というのはやはり
大事だし、現在ももちろん大事。」

は違う形になりました。これは準備が本当に大変だった
んじゃないかと思うのですが、むしろ会長よりも他のお
二方の方が時間も使ったし知恵も使ったし、コストの面
も含めて大変だったのではないでしょうか。
山村 :

7 月の例会からできるだけ ZOOM を使うってい

う事で IT-PR のメンバーとか色々な方にご協力いただい
て進めていきました。
後は会場をどうするかというのが大きな問題としてあり
まして、どこでやるかということで例えば商工会議所だ
とかテクノプラザを使ったりとか色々考えたのですが、
サロン的な雰囲気を壊したくなかったのでやっぱりマリ
オで開催しようと決めました。でも無線のネットワーク
環境が整っていなかったため、IT-PR や他のメンバーが
一生懸命やったおかげもあってリモートでの公式例会が
開催できたと思っています。聞くところによると他のエ
リアではオンラインではできなかったそうで、岡谷だけ
の話ではないですが、来年諏訪湖 L.C. の増澤ガバナー
が就任される前に地域でオンライン開催ができた事は良
かったと思います。
畑:

ちょうど 2 ～ 3 月頃に各クラブの次年度会長予定

者と ZC とで会議があって、公式例会をどうするか議題
になったんですが、
『オンライン例会でやろうぜ』って

INTERVIEW

第５９代幹事

山村

宜男

なに大きくは変わらないですけど、少しずつ時代に合わ
せて変わっている。その中で過去を知るというのはアリ
だなと思いました。
実際の活動の中でもそのような例がやっぱり出てきまし
たし。過去というのはやはり大事だし、現在ももちろん
大事。将来に今を伝えるためにも私はいいスローガンだ
と思いました。今年の活動にしても、できた事できなかっ
た事はありますけど、それを来期に引き継ぐ。そしてさ
らにその先に引き継ぐという事ですね。会員数の減少は
どこのクラブでも問題として捉えられており、岡谷も一
番多かった時期は約 120 名の会員がいたんですが、今は
その半分近くまで減少してしまいました。過去を知る事
でそういった問題にもどう対応していくのかが問われる
のかなと思います。

会計 : 最初に ｢スローガンはこれでいくぞ｣ って聞かさ
れた時はやっぱり根本を考えて大事にしていくんだなと
意味だと感じました。会長が事あるごとに自分達がライ
オンズクラブでここに存在している意味をおっしゃって
いたので、やっぱり常に会長は自分達に何ができるのか
を常に考えているんだなと、そう思いました。やっぱり
ご自身の思いがあるのかなと。
Q:

一年間の任期が始まって、一番最初の大きな出来事

というと、ガバナー訪問公式例会じゃないかと思います。
例年では 8 月に開催されるのですが、これがまた例年と
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いう話で決まったんですよ。その下準備があったからう
まくいったのかなと。
荒井 :

僕の場合、ZOOM の契約とか実務的な事が主だっ

たんですが、実際にソフトを使うための技術的な事は
IT-PR 委員長の宮坂さんがやってくれましたので、色々
とトラブルはあったんですけど、実現できたのはいい経
験になったと思いました。もっと研究しなくてはならな
い事はもちろんありますけど、スタートとしては良い機
会だったなと思います。
Q:

ガバナー訪問公式例会に限らず、今期の例会はリ

モートでも参加できるという新しい参加の形を示す嚆矢
となったのかなと思います。ただ実施するためには色々
な根回しとか予算の確保とか、それから『リモートでは
味気ない』という意見もあったのではないかと思います。
そのへんをどうでしたか。
畑:

コロナって言う状況下で、できる事を考えると他

に選択肢がなかったというのもあります。事務局にある
大画面モニターなど設備は整っていましたので有効活用
する事で余計な出費を抑えられましたので。だから次年
度の皆さんにも有効活用してペーパーレスなども含めた
コスト削減のためにも積極的に活用していただきたいで
すね。
隣の部屋に持っていって理事会などでも活用していただ
ければいいかなと。ネットの接続環境も事務局以外はま
だ全部が繋がっているわけではないのでどの部屋からで
も繋げられるようにしたかったけど、そこまでは手が回
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らなくって。そこは次年度以降の皆さんで構築していた
だければと思います。
今はネットの時代なので、データをみんなで持ちよるの
ではなく、各自がアップロードして共有させるような仕
組みを IT-PR 委員会に構築してもらえば、他の委員会が
『今、何をしているのか』というのをみんなが把握でき
るようになるので、横のやり取りを共有化させられれば
いいのかと、そのきっかけになれたのであれば良かった
なと思います。
Q:

まもなく一年の任期を終える事となりますが、その

中で思い出に残るアクティビティについてお訊きしたい
と思います。会長は何が思い出に残っていますか。
畑:

やっぱりガバナー公式例会は地域の 4 クラブが集

まってオンラインで開催っていうのが初めてだったんで
すよね。色んな壁があって他の地域ではできなかった事
を我々がやったというのがね。
Q:

中村ガバナーにお訊きした事があるのですが、『諏

畑:

ああ、やっぱりね。4 月に佐久で行われた地区大会

訪は良かった』と言ってくださったんですよ。
でもガバナーからお声がけがありました。色々な体験や
きっかけがあって新しいスタートが切れるという事です
よね。
畑:

下準備、大変でした？
すごい大変だった。

山村 :

うん、大変だった。

荒井 :

印象に残ったのは、最初マリオさんが設備が整っ

ていないので無理だという話だったんですが、『ライオ
ンズクラブさんのおかげで重い腰を上げることができ
た』と言って貰えたことですかね。
畑:

確かにトラブルもありましたが、そういう失敗か

ら学ぶといういいキッカケになった、チャレンジする事
で成果が出たと思います。
Q:

会計はどんなアクティビティが記憶に残っています

か。

荒井 :

確かにガバナー訪問公式例会は苦労が多かった

ですが、私の中で印象に残っているのはつつじヶ丘との
交流ですね。私はお伺いしたのは 2 回目なんですが、ラ
イオンズクラブとして永年支援してきたというのは本当
にすごい事ですね。これからも続けていかなくてはいけ
ない大事な事だと改めて感じました。
Q:

コロナ渦という状況では訪問してできる事というの

も限られているんじゃないかと思いますが。
荒井 :

たとえその中でもできる事は何かあるんじゃな

いかと考える事が大事なんだと思います。
畑:

岡谷 L.C. でやっぱりかっこいいなと思ったのは長

い年月をかけて交流とかボランティア活動を続けてきた
中で、表彰とかそういった事とは無縁であり続けたんで
すよ。あくまでボランティアするための活動をしている

一切距離を置いてきたという所ですよね。やっぱりそう
いうスタンスが引き継がれているのかなと。つつじヶ丘
にしてもライオンズがずっと活動をしていたわけで、そ
れを自らの誇りとすればいいだけなんですよ。
Q:

幹事はいかがですか。

山村 :

個人的な事になるんですが、チャーターナイト

例会の翌日、諏訪湖清掃があったり岡谷ライオンズクラ
ブコンペや、金泉ライオンズクラブとのゴルフ交流を記
念した懇親会があったりで市内のホテルに泊まっていた
んですよ。まるで 2 泊 3 日岡谷 L.C. ドップリみたいで

（笑）
。
Q:

なかなか他の方も体験した事がない体験ですね。

山村 :

岡谷市内のホテルに泊まるっていうのはね…お

酒飲んで畑会長の家に泊まるっていうのは何度もあった
んですけど。
畑:

朝になるとシャワー浴びて勝手に帰ってるんです

よ。毎度『泊めてくれ』って来るんですけどね、こっち
も色々あるからって言ってるんだけどね（笑）
。
山村 :

そんなに毎回お邪魔してるわけじゃないですよ、

多分。
畑:

ほかに記憶に残るところでいうと、就任前になり

ますが、昨年 1 月の台湾訪問ですね。新竹 L.C. の 50 周
年記念式典に参加して陳会長に『秋にはぜひ日本にお越
しください』と挨拶をして日本に戻ってきた特後からコ
ロナウイルスがじわじわと広がってきましたので。
荒井 :

INTERVIEW

Q:

というだけで、誰かに褒められたいとかそういう事とは

日本に向かう飛行機の中で『中部国際空港に着

いたら免疫検査をします』というアナウンスがあったん
ですよ。
畑:
Q:

ああ、やってたね。
ちょうどクルーズ船でクラスターが発生した頃でし

たね。
今期はコロナ渦という事もあり色々なアクティビティが
残念ながら延期や中止となってしいました。感染拡大を
考えるとそれはしょうが無いことではありますが、それ
でも実現させたかったアクティビティはありますか。
畑:

やっぱりトライアスロンだね。6 市町村合同で開催

する予定だったんですが。スポーツを通じて地域のまと
まりをい考えるいい機会になるはずだったんですが、残
念でしたね。
実施できれば地域振興にとっても諏訪湖をめぐる環境問
題にしても、諏訪圏の将来を考えるためにも実現した
かったですね。一市町村が単独で考えているだけではだ
めなんだと思います。たとえば脱炭素社会にしたってこ
れから 50 年はかかる話ですよね。自分達が生きている
間ではとてもじゃないけど間に合わない。
山村 :

間に合うんじゃないですか？会長なら長生きし

そうだし（笑）
。
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「できる事は何かあるんじゃないか
と考える事が大事」

てくれよ』ではどっちの方が多かったですか。
荒井 :

いやいや、どっちも無かったですよ（笑）。自分

から見るとどちらも聡明な方なので、何かアイデア的な
ものを会長が出した時も、幹事がすぐ形にしてくれてた
んですよ。
山村 :

いや、それは無いよ、そんなたいしたことして

ないもの。前任の芝野さんや事務局の山本さんはじめ、
色々なアドバイスをくれた方のおかげですから。経験値
が足りていませんから。
荒井 :

でも会長幹事のおかげで色々な事を教わりなが

らなんとかやってこれました。着いていくので精一杯で
した。
Q:

割と会長は一旦任せたらアレコレと細かい事は言わ

ない方なのかなと思っていたんですよ。信頼したんだか
ら任せたぞと。
荒井 :

山村 :

そ、それは幹事に聞いていただいた方が ...。
やっぱりセンスがいいんでしょうね。色々なア

イデアが出て来た時にそれを具体化するのはやはり大変
でしたね。もう少し自分に経験値があれば別だったのか
もしれませんが。
畑:

INTERVIEW

第５９代会計
畑:

荒井

豊明

いやいや（笑）。さすがにそこは。

荒井 :

会長や幹事が一生懸命になってやっておられて、

自分はあまり意識していなかったのですが、諏訪湖の環
境保全についてはこの一年で大きく意識が変わりました
ね。先日妻と中央道を走っていた時に諏訪湖サービスエ
リアに寄ったんですよ。そしたらコロナ渦ですけど、す
ごい沢山の車が停まっていまして。展望台から諏訪の夜
景を見ている方も多くいたのですが、地元にすむ我々が
それに気がついていないって事もまだまだ多いのかなっ
て思いました。
諏訪湖の清掃もまだこれから続けていく事に意味がある

れる人材がいたらそこは信頼して任せてしまった方がい
いじゃないですか。
Q:

なるほど、会長が選んだ人選に間違いは無かったと

畑:

気心の知れたメンバーで遠慮せずに意見をぶつけ

いう事ですね。
合う事ができたし、この二人だからこそ助けられました
ので改めて感謝しています。快く引き受けてくれて良
かったと思っています。
Q:

という評価ですが、どうですか？

Q:

でも『幹事をやってくれ』って言われたのが畑さん

山村 :

いやぁ、改めて言われると恥ずかしいね（笑）。

からで良かったですか。

んですね。

山村 :

はビッシリ生えている。休んでしまえばそれだけ繁殖し

荒井 : 自分も畑さんだからついて行けたし経験できた事

そうですね、それは思っています。畑会長じゃ

畑 : 諏訪湖のヒシも毎年あれだけ刈っているのに翌年に

なければ経験できなかった事も多かったと思います。

てしまうのだから、続けていく事が大事ですね。

がたくさんありました。始めはどうなることかと思った

Q:

なるほど ... それでは会長、幹事と会計、このお二人

畑:

楽しいっていうより、本当に助けられました。マ

を一緒に仕事をされて楽しかったですか。
ジで。やっぱり役職を引き受けて助けてくれたから、今
があります。
Q:

幹事、会長の思いつきに『やられたなー！』と思う

事はありましたか。
山村 :

んー、難しい質問ですね（笑）。聡明な方ではあ

りますので、色々な案を出されたなかで大変だった事は
確かにありました。頑張りました（笑）。
Q:
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今はライオンズだって IT 化がどんどん進んでいる

し、やっていかなくちゃならない。そういう時に任せら

会計、『会長いい加減にしてよ』と『幹事、勘弁し

んですが、今となっては会計を受けて良かったなと思い
ます。

畑 : また機会があれば何かやればいいじゃん（笑）。
荒井 : いやいや、それは ...（笑）
。
Q:

また機会があれば三役の皆さんのクラブでの、また

地域での活躍を期待いたします。本日はありがとうござ
いました。
畑:

一年間、会長職を楽しく経験させていただきまし

た。ご協力いただいたクラブの皆様に改めてお礼もうし
あげます。ありがとうございました。
山村・荒井 :

ありがとうございました。

２０２０−２０２１

新竹市中央ライオンズクラブからのメッセージ
日本の岡谷ライオンズクラブ 畑文博会長及び全ての会員の皆様、こんにちは。まず初めに、日本政府によるワクチン援助に心よ
り感謝いたします。コロナ肺炎のためご無沙汰しておりますが、皆さまお元気でしょうか？無事であることをお祈りします。時間が
経つのは速いもので、第 50,51 代会長交代大会が執り行われます。本来は 2021/6/27 に予定しておりましたが、コロナの影響によ
りそうもいかず、国の政策に従い取消としました。そして今後、コロナ禍が終息した暁には、満を侍して、貴クラブの皆さまを招待
いたします。重ねまして、いつもお忙しい中お力添えいただき感謝するとともに、我々の交流が末長く続きますよう、くれぐれもお
身体には気をつけて、再会を楽しみにしております！益々のご発展を祈願しております！
国際親善大使 陳楙楨 代表に感謝
第 50 代会長 陳昭安
第 51 代会長 林合淞

岡谷ライオンズ 2020-2021 表彰者リスト
表彰者
国際協会表彰

国際協会表彰

終⾝会員

受賞者

証明書

100周年記念・会員増強賞

⼆⼈の新会員への紹介に成功
した者に贈られる賞

L.林

清次

L.⽶⼭

亘樹

L.⾼⽊

武幸

L.有賀

徳⼦

L.共⽥

正夫

L.⻤窪

清博

L.橋⽖

重幸

L.橋⽖

重幸

会員キー賞

第67回地区年次⼤会 LCIF優秀賞（MJF5回⽬）

ガバナー表彰

メルビン・ジョーンズ・フェロー

L.宮下

忠美

国際協会表彰

LCIF＄1,000献⾦

L.林

五介

L.橋⽖

重幸

L.宮下

忠美

L.有賀

徳⼦

L.畑

⽂博

L.荒井

豊明

L.⼭村

宜男

L.畑

⽂博

L.荒井

豊明

L.⼭村

宜男

LCIF理事⻑

国際協会表彰
LCIF理事⻑
国際協会表彰

LCIF

退会者

2020-2021

ライオンズサポーターピン贈呈
2019-2020 クラブ優秀賞

AWARD

国際協会表彰

名称

岡⾕ライオンズクラブ
第58代会⻑L.橋⽖重幸

第67回地区年次⼤会 ストーリーテリング協⼒賞・献⾎賞 岡⾕ライオンズクラブ

ガバナー年次表彰

会⻑L.畑

第67回地区年次⼤会 30年皆勤賞

L.髙林

紘⼀

⽂博

L.畑

⽂博
忠美

ガバナー表彰
第67回地区年次⼤会 会員増強個⼈賞（2名⼊会）

ガバナー表彰
岡⾕市⻑

岡⾕市功労章

L.宮下
L.武井

清和

岡⾕市⻑

岡⾕市有功章

L.北村

卓也

L.宮坂

博明
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ACTIVITIES
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２０２０−２０２１

岡谷ライオンズクラブ 60 周年記念事業に向けて
実行委員長

杉村彰則

早くも７月となり、令和 3 年 10 月 23 日の 60 周年
記念式典まで 4 ケ月弱となりました。コロナ禍の影
響で、記念事業に海外姉妹クラブの招聘をどの様に
するのが良いのか考えてまいりましたが、6 月 16
日の正副部会長会議で招聘は行わないと決定し、組
織も変更致しました。金泉ライオンズクラブ、新竹
市中央獅子會の皆様と友情を深め、懇親を出来ない
事は大変に残念に思います。

岡谷ライオンズクラブ 60 周年記念事業方針
ライオンズクラブ国際協会は 104 年経過し、
2 億 7500 万人もの人に奉仕を提供する。
世界最大の奉仕団体です。岡谷ライオンズクラブ結
60th ANIV.

成から 60 年間の歩み、軌跡を振り返り、積み重ね
た歴史や先輩たちの築いた業績、さらに岡谷クラブ
の魅力を会員全員が確認し再発見するとともに、活
力に満ちた岡谷クラブの将来を展望し、さらなる発
展に向かい躍動する契機とするために 60 周年記念
事業を実施する。

デザイン等を決定し採寸取りをし、9 月には納品の

一、現在、新型コロナウイルスがパンデミック（世
界的大流行）中であり長野県も終息がみえません。
“ うつさない ” を最重点に行動する

一、奉仕活動を地域に発信し、社会貢献でクラブ力
を高める
一、メンバー同志が連携し、交流を深め、人と人と
の絆を強める
一、ライオンズクラブに誇りと愛着心を高め、その
思いを未来に引き継ぐ
一、会員減少ではあるが、若い人が多くなり知恵と
アイディアで立派な周年事業とする
現在の状況です。
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L・風間 L・事務局長の芝野 L と 4 回開催し、正副
部会長会、各々の部会を開催しました。制服部会は

基本方針

“ かからない ”

令和 2 年 9 月 28 日第 1 回正副実行委員会を、北村

予定です。アクティビティー部会は会員減少等によ
り予算が少なくなってしまいましたが、前年度コロ
ナにより事業が中止となった 100 万円をアクティビ
ティーに予算付け頂きました。感謝申し上げます。
55 周年と同様なアクティビティーが出来ます。現
在部会の皆様のアイディアと役所の要望をまとめ方
向付けが決定されつつあります。他の部会も方向付
けが決定された中で、知恵を出し合い 7 月中には概
要を決定していきたいと思います。一人一人の協力
で基本方針に基づき 60 周年を祝い、65 周年～ 100
周年と岡谷ライオンズクラブを引き継ぐ事が今の
我々に課せられた使命だと思います。会員の皆様の
更なるご協力をお願い致します。

２０２０−２０２１

Q:

英将

第６０代会長：小口

いよいよ新年度となってこれから三役の仕事が始ま

恒樹

小口 :

幹事：須藤

翠巖

どうしたんだろう？っていう感じで、ピンとは

るわけですが、今のお気持ちはいかがでしょうか。

来ましたが、なんで自分に来たのかなっていうのが最初

小口 :

の感想です。

とても楽しみにしております。私個人としては

とてもワクワクしております。

Q:

Q:

小口 :

幹事予定者はいかがですか。

須藤 :

私はもう疲れてます（笑）。

Q:

すぐにそのまま呼ばれて？
そうです。
『急いで来い』と言われまして（笑）
。

もう薄々察しはついていたんですよね？

一同 : （笑）
。

小口 :

須藤 :

したが、
（電話が）かかってくるとはまったく思ってい

感染症の影響でとても寂しいクラブ運営が続い

電話がかかって来た時には会長指名だと解りま

ていましたが、ここで（6 月中旬）レベル 1 に下がった

ませんでした。

という事もあり、7 月からの新しい期に向けて色々なア

Q:

クティビティも岡谷 L.C. の伝統を守りながらやっていく

小口 :

事を期待しています。

気では無かっ ... あ、いえ、委員の皆様を期待をヒシヒシ

Q:

と感じ、これはお受けしなくてはならないと思いました。

会計はどうですか？

山岸 :

会長、幹事に着いていくのが精一杯になると思

ところがかかってきちゃったと。
まぁ、指名委員会まで出向いた時に断れる雰囲

（笑）
。

いますが、足を引っ張らないようにしたいと思います。

Q:

会員の皆さんからお金を預かる立場なので、その辺は

い第 60 代会長を受任される事になりましたが、まずは

しっかりやっていきたいと思っています。

自分と共に動いてくれる二役を決めなくてはならなくな

Q:

りました。どうしようとか、誰に頼もうとか、色々と考

一年と少し前の話ですが ... 会長、突然の電話でした

か？
小口 :
Q:

INTERVIEW

会計：山岸

スローガン

『未来へ繋げよう、奉仕の心』

２０２１次 年 度 三 役 イ ン タ ビ ュー

なるほど、そしてお受けになって、しかもキリの良

えましたか。
そうですね、ハイ。

どんな感じだったんです？

小口 :

しばらく悩み、メンバー一人一人の顔を思い浮

かべつつ、悩みましたが須藤住職にお願いするのが最適
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であろうと、そう決断しました。

須藤 :

山岸 : 会計についても、これから岡谷ライオンズを担っ

考えたなと（笑）
。

ていく若手を探した所、キャリア的にも申し分のない山

小口 :

岸君にお願いをいたしました。

どね。

須藤 :

須藤 :

実際、ベタなスローガンかなと想ったんですけ
60 周年というのは 1 つの区切りでもありますの

スグ浮かんだって言わないと（笑）。

で、これから未来に向けて先人達のの奉仕の心を受け継

小口 :

ぎながら、また次の世代に渡していくというスローガン

Q:

あ、すぐに浮かびました（笑）。

では『すぐに浮かんだ』幹事候補者にもお伺いいた

なので私もいいなと思いました。

します。話を受けてどうでした？

山岸 :

須藤 :

Q:

Q:

お断りしましたけどね。

え？お断り？

須藤 :

INTERVIEW
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いやいや、考えてって言ってたらダメじゃない？

うん、恒樹さんにしてはマジメなスローガンを

いいですよね。

なるほど、そういう想いのつまったスローガンです

が、昨年から今年にかけて例会を開く事すらままならな

やはり幹事としては他に適任の方がいらっしゃ

いという事態が 2 代続けて起きてしまっています。新年

るのではないかと、そう思っていましたのですぐにお受

度のアクティビティについてお考えがありましたら聞か

けすると答えることはできなかったですし、幹事を受け

せてください。

るという事はクラブの様々な案件をある程度お引き受け

小口 :

しなくてはならなくなりますので、まだ経験が浅き者な

染状況にもよりますが、やり方を考えて安全を高めてい

ので果たしてお勤めができるかどうかと、それが心配で

くつもりです。例会も中止にする考えは今のところ持っ

したので。

ていません。食事提供を中止してでも例会は開催しよう

Q:

と考えています。

しかし、経験が浅いと言われましたが、ライオンズ

基本的にはアクティビティは実施しますが、感

との関係は決して浅いものではなかったですよね。

Q:

須藤 :

会長はライオンズクラブに入会して何年になりますか？

そうですね、子どもの頃からクリスマス例会な

60 周年という区切りの年に会長就任となります。

ど親子で参加させて貰っていましたし、YCE としてオー

小口 :

ストラリアに行かせていただいたりもしましたね。

すかね。

Q:

Q:

それでは会員年数以上のライオンズとの繋がりが

2006-2007 年度の入会なので、16 年ぐらいで

16 年経験されてきた中で、ご自分で目標とするよ

あったという事ですね。

うな先輩方が多数いらっしゃるとは想いますが、どなた

須藤 :

の薫陶が心に残っておりますか。

そうですね、そういう意味ではお世話になって

いましたね。

小口 :

Q: 『会計をやってくれ』と言われた時はどうでした？

頂戴してきました。中でも『心の師』と呼ぶに相応しい

いきなり言われましたか？

方は故・太田道信さんですが、L. 太田をはじめ皆さんに

山岸 :

面倒を見ていただいた、ご指導いただいた賜と思ってい

言われましたね。

それはもう諸先輩方皆様のお言葉をありがたく

最初に言われた時はそんな大役をお受けできる状況では

ます。

なかったので、一度はお断りしたんですけど、会長の厳

Q:

つい顔の中にある真剣な眼差しを見て、受ける事にしま

小口 :

よろしいんじゃないでしょうか。

した。

須藤 :

準備委員会も着々と進んでおり、予定している

Q:

事は承認をいただいていて準備している所です。

そんな感じで決まったんですね。では次にスローガ

7 月に向けて準備は万端という所でしょうか？

ンについてお聞きしたいのですが。スローガンは『未来

Q:

へ繋げよう、奉仕の心』ですね。

たいと思います。

小口 :

小口 :

はい、まぁ色々と悩んだのですが、実際の想い

そうですか、それでは最後に皆様の決意をいただき
最後までしっかりやり通すという信念を持って

と 60 周年という区切りとで何か考えなくてはなと。そ

頑張ります。

ういった事を考慮しつつこのスローガンになったわけで

須藤 : 7 月からどういった世情になるのか解りません

すが、この頃メンバー間の繋がりが薄くなっているかな

が、一日一日を積み重ねて『ライオンと呼ばれる人』の

と感じていました。それを解消するためにはどうしたら

ようになれるように地域社会に貢献できるように、やる

いいのかと考えていましたが、やはりみんなで参加でき

べき事をやっていきたいです。

るアクティビティがメンバー間を繋げていくのかなと言

山岸 :

う事を考えて、『未来へ繋げよう』という事です。

できるように頑張ります。

Q:『このスローガンで行くよ』という話を聞いて、幹事

Q:

と会計はいかがでした？

躍に期待いたします。

会長・幹事と協力して岡谷 L.C. に少しでも貢献

今日はありがとうございました。新年度の皆様の活
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役
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長

小口

恒樹

第一副会長

山崎

賢一

畑

文博

第二副会長

宮下

猛

第三副会長

石川

卓也

土屋

徹

（LCIFコーディネーター）

Ａ

事

須藤

翠巖

副

幹

事

会

計

山岸

英将

副

会

計

ﾗｲｵﾝﾃｰﾏｰ
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和伸
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宜男

荒井

豊明

1年理事

芝野淳一郎

北原

博明

60周年実行委員会 委員長

杉村

彰則

1R RC兼任 地区会員増強(GMT)
委員会 委員

浜

一平

地区GMTコーディネーター 兼任
地区会員増強(ＧＭＴ)委員会 委員長

宮下

忠美

北田

信明

原

功

地区ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ委員会
委員長
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副幹事 兼任
地区
運営委員長（FWT担当）
地区スペシャルティクラブ ・ 家族及び
女性(FWT)委員会 1R 第２委員

畑

地区YCE委員会 1R 第1委員

橋爪

A: 常時出席者

L

幹

ﾃｰﾙﾂｨｽﾀｰ

Ｂ

職

丸茂
宮下

三輪

名

MEMBERS

役

前 会 長

名

コミュニティ委員会

憲一郎

森

豪

山之内 精一郎
淳夫

忠美

GMT・GLT・ＦＷＴ・
財務会則委員会 委員長
GMT・GLT・ＦＷＴ・
財務会則委員会 副委員長
GMT・GLT・ＦＷＴ・
財務会則委員会 副委員長

文博

林

隆廣

髙林

紘一

野村

忠利

宮下

忠美

橋爪

重幸

小林

武志

会計監査

重幸

堀内

千太郎
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7⽉ 2⽇
〃
6⽇
7⽇
8⽇
10⽇
13⽇
16⽇
19⽇
26⽇

(⽊)
〃
(⽉)
(⽕)
(⽔)
(⾦)
(⽉)
(⽊)
(⽇)
(⽇)

第⼀例会 マリオ
第2回コミュニティ委員会 マリオ
収⽀決算確認・領収書印鑑付き 事務局
会計監査 事務局
令和2年度理事会 岡⾕市⺠憲章推進協議会
理事会・総役員会 メモリー
ガバナー公式訪問例会4LC合同打合せ会
第⼆例会
マリオ
献⾎ レイクウォーク岡⾕
市内⼀⻫気温測定

8⽉ 6⽇ (⽊) 第⼀例会
マリオ
〃 〃
ライオンズクエスト
⻑野市東部中学校ワークショップ
7⽇ (⾦) 献⾎ （株）ホステック
9⽇ (⽇） 献⾎ レイクウオーク岡⾕
11⽇ (⽕) 理事会
事務局
22⽇ (⼟) 4LCガバナー公式訪問オンライン例会 マリオ
9⽉ 3⽇
7⽇
〃
11⽇
14⽇
〃
17⽇
23⽇

(⽊)
(⽉)
(⽉)
(⾦)
(⽉)
(⽉)
(⽊)
(⽔)

第⼀例会 マリオ・ZOOM
献⾎
カザマエンジニアリング（株）
献⾎ （株）ダイヤ精機製作所
理事会
事務局
献⾎ 岡⾕警察署
献⾎ （株）エグロ
第⼆例会 マリオ・ZOOM（ZC訪問例会）
1R合同リジョン会議及び第1回地区
ガバナー諮問委員会 JA伊那パレスたつの
28⽇ (⽉) 60周年記念事業 正副実⾏委員会 事務局

10⽉ 1⽇
6⽇
9⽇
12⽇

(⽊)
(⽕)
(⾦)
(⽉)

17⽇
18⽇
21⽇
22⽇

(⼟)
(⽇)
(⽔)
(⽊)

〃 〃
30⽇ (⾦)
31⽇ (⼟)
11⽉ 1⽇
5⽇
11⽇
14⽇
15⽇
18⽇

(⽇）
(⽊)
(⽔)
(⼟)
(⽇)
(⽔)

19⽇
20⽇
24⽇
25⽇

(⽊)
(⾦)
(⽕)
(⽔)

12⽉ 1⽇
4⽇
3⽇
6⽇

(⽕)
(⾦)
(⽊)
(⽇)

8⽇
11⽇
17⽇
19⽇
20⽇
22⽇

(⽕)
(⾦)
(⽊)
(⼟)
(⽇)
(⽕)

第⼀例会 マリオ・ZOOM
指名委員会 事務局
理事会 事務局
献⾎
豊島屋（株）
⻑野県⼯業技術総合ｾﾝﾀｰ 諏訪湖畔病院
チャーターナイト例会 マリオ
諏訪湖清掃
公認ガイディングライオン講習会
献⾎ ﾐｸﾅｽﾌｧｲﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）
（株）ｿｰﾃﾞﾅｶﾞﾉ
1Z4LC親睦ゴルフ⼤会
献⾎
岡⾕市保健センター
床ずれ防⽌枕づくり
事務局
床ずれ防⽌枕づくり
事務局
第⼀例会
マリオ・ZOOM
理事会 事務局
家族親睦会
横⾕温泉旅館
〃
献⾎
⼭⼆開発 (株)岡⾕⼯場
TPR(株) ⻑野⼯場
第⼆例会 ⼊会式 マリオ・ZOOM
第2回地区ガバナー・キャビネット会議
第2回地区管理委員会 キャビネット事務局
1R1Z第2回地区ガバナー諮問委員会
献⾎ 丸真製作所 (株)
(株)平出精密
1R1Z新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 茅野ライオンズクラブ
第⼀例会 マリオ・ZOOM
公益社団法⼈ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ⽇本⻑野と
⼀般社団法⼈⻑野県ﾗｲｵﾝｽﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ協定
記念及び⼀般社団法⼈⻑野県ﾗｲｵﾝｽﾞ
認定記念講演会 ⻑野市ﾎﾃﾙメトロポリタン⻑野
第1回334複合地区ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ委員会
理事会・総役員会
ﾒﾓﾘｰ
3RLCIF・GMT会員増強セミナー
クリスマス例会
マリオ
献⾎
岡⾕消防署 岡⾕市消防団
12⽉緊急理事会
事務局

1⽉ 4⽇
7⽇
8⽇
10⽇
16⽇
28⽇
〃
28⽇
29⽇

(⽉)
(⽊)
(⾦)
(⽇)
(⼟)
(⽊)
〃
(⽊)
(⾦)

新年祝賀式
岡⾕ｶﾉﾗﾎｰﾙ
新年例会
マリオ
緊急理事会
事務局
献⾎ レイクウオーク岡⾕
第57回４LC合同新年会
中⽌
領収書印鑑付き 事務局
次年度三役・三副会⻑会
事務局
献⾎ （株）原⽥精⼯
岡⾕市⺠病院
献⾎ （株）エグロ
中央印刷（株）

2⽉ 2⽇
4⽇
〃
〃
10⽇
17⽇
18⽇
23⽇
25⽇

(⽕)
(⽊)
〃
〃
(⽔)
(⽔)
(⽊)
(⽕)
(⽊)

指名委員会 事務局
第⼀例会 マリオ
中⽌
会計監査 事務局
現・新三役打合せ 事務局
理事会 事務局
第3回ガバナーキャビネット会議
第⼆例会 中間決算報告 中⽌
献⾎ レイクウオーク岡⾕
第1回準備理事会 事務局

3⽉ 1⽇ (⽉) 次年度三役会 事務局
4⽇ (⽊) 第⼀例会 マリオ
〃
〃 次年度三役・副会⻑・委員⻑会議 マリオ
8⽇ (⽉) 献⾎ （株）ソーデナガノ
（株）ダイヤ精機製作所
9⽇ (⽕) 第3回地区ガバナー諮問委員会
11⽇ (⽊) 理事会
事務局
12⽇ (⾦) 現・次年度引継ぎ会
事務局
〃
〃 河川道路アダプト活動報告会 諏訪合同庁舎5F
15⽇ (⽉) 1R1Z第3回地区ガバナー諮問委員会
18⽇ (⽊) 第⼆例会 ⼊会式
マリオ
〃
〃 次期リジョンチェアパーソン予定者セミナー
22⽇ (⽉) 献⾎
諏訪湖畔病院
26⽇ (⾦) 第2回準備理事会
メモリー
4⽉ 1⽇
9⽇
10⽇
13⽇
15⽇
16⽇
20⽇
25⽇
29⽇

(⽊）
(⾦)
(⼟)
(⽕)
(⽊)
(⾦)
(⽕)
(⽇)
(⽊)

第⼀例会
マリオ
理事会
事務局
第4回地区ガバナー・キャビネット会議
献⾎ ミクナスファインエンジニアリング（株）
次期地区委員⻑予定者会議
献⾎
TPR（株）⻑野⼯場
第67回地区年次⼤会記念ゴルフ⼤会
第67回地区年次⼤会 佐久市創造館
献⾎
レイクウォーク岡⾕

5⽉ 6⽇
11⽇
14⽇
18⽇
19⽇
20⽇
23⽇
26⽇
〃

(⽊）
(⽕）
(⾦)
(⽕）
(⽔）
(⽊）
(⽇）
(⽔）
〃

5⽉早朝例会 久保寺
理事会
事務局
次期ゾーンチェアパーソン予定者講習会
1Ｒ1Ｚ・ライオンズクラブ4ＬＣ合同打合せ会
次年度三役会
事務局
第⼆例会
マリオ
第67回複合地区年次⼤会
献⾎ 東洋技研（株 諏訪信⽤⾦庫 本店
1R・1Z・2Z合同地区役員・地区委員引継ぎ会

6⽉ 1⽇ (⽕） 次期クラブ三役セミナー ホテルブエナビスタ
3⽇ (⽊） 第⼀例会
マリオ
〃
〃 献⾎
丸真製作所（株）中央印刷（株）
岡⾕市⺠病院
4⽇ (⾦） 次年度三役・三副会⻑会
10⽇ (⽊） 次期地区ガバナー名誉準備委員会
11⽇ (⾦） 理事会・総役員会
メモリー
16⽇ (⽔） 60周年記念事業正副部会⻑会
事務局
18⽇ (⾦） 第3回準備理事会
19⽇ (⼟） 最終例会
マリオ

