
例会プログラム 会長・幹事報告

出席報告

慶祝行事

会計報告

次回例会案内

2020年 11月 第二例会 930回

11月24日(火) 於 ホテルグランヴェール岐山 12：15～

第930回 通常例会 第930回 幹事報告

ドネーション

ファイン

Boxファイン

合計

15人

人

15人

金額

金額

金額

金額

80,000円

円

円

80,000円

会員数

出席数

出席率

47人

43人

91.4％

日 時：

場 所：

例会名：

12月8日（火）12：15から

ホテルグランヴェール岐山

通常例会

結婚祝

司 会

１ 開会ゴング 会 長

２ 国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱

３ ゲスト及びビジターの紹介 接待委員長

４ 慶祝行事（結婚祝）

５ 会長挨拶

６ 京都嵐山ライオンズクラブ会長挨拶

京都嵐山ライオンズクラブ会長

７ 「岐阜市ｵﾝﾘｰﾜﾝわたしたちの芸術祭」協賛金贈呈式

８ 感謝状拝受

９ 講演「岐阜市ｵﾝﾘｰﾜﾝわたしたちの芸術祭を通して、
岐阜西ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌとの出会い」

一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会 会長

五十川勝也 様

10  新会員候補者承認 会員委員長

11 幹事報告

12 各委員会報告

13 テールツイスター登場 Ｔ.Ｔ

14 出席報告 出席大会委員

15 会計報告 会 計

16  また会う日まで

17  閉会ゴング 会 長

1．12月7日（月）第２回ガバナー諮問委員会がホテル

グランヴェール岐山に於いて開催され、会長L.堀、

第一副会長L.杉野、幹事L.篠田、事務局の４名が

出席します。

2. 11月27日(金)瑞穂市福祉作業所「豊住園」において

スポットクーラーの贈呈式が執り行われます。

会長L.堀、第三副会長L.大橋、幹事L.篠田、市民

教育・社会福祉委員長L.伊藤（正）の４名が出席致

します。

3.  12月4日（金）岐南町立西小学校において薬物乱用

防止教室を開催します。会長L.堀、幹事L.篠田、

青少年健全育成委員長L.後藤（さ）、認定講師

L.大橋の４名が出席致します。

L.森田

L.堀

L.広瀬（恵）

L.堀

L.堀

L.野村智一

L.乙部

L.篠田

L.西本

L.河村

L.水田

L.堀

３日 L.武藤 寛治 ３日 L.寺田 稔

７日 L.後藤さとみ ９日 L.大橋 良広

９日 L.今尾明典 11日 L.杉野正次郎

12日 L.河合寛治 20日 L.水田 誠

23日 L.広瀬 真人 27日 L.伊藤 正樹

岐阜西ライオンズクラブスローガン

誰かのために 求められるより

早く・感じ・動き・応えよう

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－Ｂ地区スローガン

「一歩前へ」まずあなたの一歩から･･･

そしてみんなで“ウィサーブ”



会長挨拶

特別記事

会 長 Ｌ．堀 哲也会長挨拶

また最近新型コロナウィルスの感染者が増加傾向にありますが、そんな大変な中ご

出席ありがとうございます。

本日は岐阜市身体障害者福祉協会会長の五十川様、岐阜市障害者生活支援セ

ンター所長 鷲見様、姉妹提携クラブであります京都嵐山ライオンズクラブの会長、

幹事様ようこそお越しくださいました。

先日、13日に恵光祭がありまして、幹事と委員長の３名で出席致しました。例年で

すと利用者の皆さんのお元気な姿を拝見するのですが、今年はこういったコロナ禍

の中で縮小されてとりおこなわれました。私が挨拶をし終えて帰る時に、まるでスター

扱いのように握手攻めにあいまして、後ろ髪引かれる思いで帰ってきました。協力金

の寄付に対する感謝状を頂いてきましたので、ご披露させて頂きます。

先日、四十九日を終えられました故L.棚橋孝幸ですが、ご自宅に訪問させていた

だきまして、御仏前をお渡ししてまいりました。追悼例会については後日お返事を頂

く予定であります。

京都嵐山LC会長挨拶

皆さんこんにちは、本日例会に出席致しましたのは、今年2月に開催がありました「第10回岐阜西ライオンズクラブ杯フット

サル大会」で厚かましくも京都のチームが優勝をさせて頂き、その優勝カップをお預かりしていましたので、返還にまいりまし

た。京都では昨年11月に第１回目を開かして頂いて、その際には前幹事のL.山口、委員長L.伊藤正樹のお二人にお越し

いただきました。

京都嵐山LC会 長 Ｌ．野村 智一

本来であれば昨年度中に返却予定だったのですが、新型コロナウィルス感染症の広がり

で、２月以降は行き来が出来なくなりました。京都嵐山の方でも、この三連休は昨年対比

で480％の人があふれていたみたいで、私も外に出たいのを我慢して、岐阜に来るのを

楽しみにしていました。京都嵐山ライオンズクラブの方でも、フットサル大会を通年事業と

していきますので、またお声など掛けていただけますと幸いです。

第10回FS大会優勝トロフィの返還 会長L.野村智一、幹事L.河本満高

第27回岐阜市オンリーワンわたしたちの芸術祭協賛金贈呈式ならびに

一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会 会長 五十川勝也 様

平成7年度から障がい者の日改め、一日だけでなく障がい者週間ということで、1週間が現在の形になっています。ライオン

ズクラブ様とのお付き合いは、記録に残っていますのが第4回平成9年からで、このころは岐阜市役所庁舎と文化センターを

開催拠点にしていました。今日は平成16年から平成23年までお越しいただきました会長、第一副会長、幹事、委員長様、会

員の皆さまのお写真をお持ちしました。

講演「オンリーワンわたしたちの芸術祭を通して岐阜西ライオンズクラブとの出会い」

本日は岐阜西ライオンズクラブ様の例会、930回となる例会にお招きいただ

き、貴重なお時間を頂きまして感謝しております。高い席からで恐縮です。

さて、岐阜市オンリーワンの主催は実行委員会形式をとっておりまして、本

年度「第27回目」を迎えます。本年度で申しますと17の障がい者団体が参加

しております。後援は岐阜市教育委員会、協賛に岐阜西ライオンズクラブと

なっています。

芸術祭の第１回は、さかのぼりますこと平成6年、年1回の障がい者の日が昭

和56年の国際障がい者年に12月9日と決められたことにちなんで、広報・啓発

を兼ね、皆様に障がい者を知って頂こうという趣旨で、作品展示・舞台発表を

中心に始められました。



委員会報告

← 岐阜市身体障害者福祉協会会長 五十川勝也 様（左）

岐阜市障害者生活支援センター所長 鷲見和徳 様（右）

結婚祝

３日 L.武藤 寛治 ３日 L.寺田 稔 ７日 L.後藤さとみ ９日 L.大橋 良広 ９日 L.今尾明典

11日 L.杉野正次郎 12日 L.河合寛治 20日 L.水田 誠 23日 L.広瀬 真人 27日 L.伊藤 正樹

おめでとうございます！

恵光祭協力金贈呈式 市民教育・社会福祉委員長 Ｌ．伊藤正樹

この芸術祭ではバザーをしていた時があります。始まりが平成17年、それから24

年まで続きました。その間、協賛金とバザーの売上金と両方を寄付していただき

まして、開催の貴重な財源となっていました。多い時には予算の2割～3割を占め

ていました。芸術祭の運営に大きく寄与頂きまして、重ね厚く御礼申し上げます。

さて、第1回平成6年～平成27年まで大変にお世話になりました故 松井逸郎が

実行委員長でありました。市議会議員を6期務め、この間も皆さまに大変にお世

話になりました。ありがとうございました。平成28年から私五十川がお世話になっ

ています。

本年はコロナ禍での開催です。

展示部門だけに絞っての実施を

計画しています。人でも少ないと

思われますので、皆様ぜひ作品

をご見学に来て下さい。

11月13日（金）岐阜市立第二恵光・第三恵光・ワークス恵光の学園祭が恵光学園講堂で開催され、会長L.堀、幹事L.篠田、

市民教育・社会福祉委員長L.伊藤（正）の３名が出席致しました。

学園祭の協力金を贈呈し、感謝状をいただきました。



メンバー紹介「ライオンの絆」プロジェクト

メンバー紹介「ライオンの絆」プロジェクト

仕事は、コンクリートブロック製造販売です。コンクリートブロックは、頑丈な施工により、土止めや仕切り及び 高さの設定

が、非常に安価に、創造出来ます。ブロックによる構築物の性能は、施工技術により決定されます。

メーカーとして、より安全性の高い ブロック構築物を、施工して頂く為、国家試験の技能検定の免許 技能士の育成に 力

を注いでいます。基準法に適合しないブロック塀は 作られないようにしなければなりません。知識と技術を持った技能士の

役割は 極めて重要です。信頼できる技能士が施工したブロック構築物ならば、安全で安心です。

地震が来ても大丈夫です。「技能士」とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを、国が実施する

技能検定に合格した証として名乗ることができる。

技能検定は、働く人々にとっては、キャリア形成のための目標、職業選択や求職活動の目安、転職時の職業能力の証明、

能力に応じた的確な評価や処遇などにおいて、企業にとっては、必要な人材の的確な確保、採用時の目安やリスクの低減、

的確な人事評価や処遇などにおいて、効果をもたらしている。

技能士を より多く育てる事が ブロック業界の急務と考えます。 趣味は、楽しい車に乗る事です。

Ｌ．棚橋 弘

岐阜西LC第19代幹事、

第26代会長、第33代会計を歴

任され、

2008年～2009年に第３ゾーン

のゾーンチェアパーソン・アシ

スタントを担われました。

仕事

美術品の在庫はヤフオクで販売する。

コツを心得て慣れたものである。

息子一人で後継者無く岩絵具は売り切った。

将来の目標は芸大と病院を作ること

Ｌ．長谷部 貞子

趣味

趣味は深入りすれば仕事にしてしまう。スマホ片手に有名人のトラブルを

見ること。最近は皇室の人間関係を見ること。

しかし、ふとんに入ってスマホ仰ぎて眠くなり、顔面に直撃眠気失なう。

2008年～2009年国

際会長L.アルバー

ト・ブランデル日本

公式訪問、

ゾーン・チェアパーソ

ンのL.河合とともに

出席

年末家族例会には故L.田中昭三 と

仲良くご一緒に参加していただきました

岐阜西ライオンズクラ

ブ結成30周年記念会

ではお着物で出席し、

華を添えていただき

ました。


