
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

2021年 ７月 第二例会 946回

７月27日(火) 於 ホテルグランヴェール岐山 12：15～

L.後藤（さ）

L.杉野

L.杉野

L.杉野

L.杉野

L.山﨑

L.追立

Ｌ.棚橋

L.和田

L.熊澤

L.広瀬（恵）

L.杉野

1.  7月26日（月）岐阜市内８ＬＣプレスマン懇談会が

ホテルグランヴェール岐山に於いて開催され、ホスト

クラブ会長L.杉野、幹事L.棚橋、MC委員長代理とし

て第二副会長のL.大橋が出席致しました。

2. 7月29（木）岐阜市ジュニアリーダー会協力金贈呈式

が岐阜西ＬＣ事務局に於いて開催され、会長L.杉野、

青少年健全育成委員長L.河野が出席致します。

3. ７月30日（金）第１回岐阜市内８ＬＣ会長・幹事会がホ

テルグランヴェール岐山に於いて開催され、会長L.

杉野、幹事L.棚橋、事務局の３名が出席致します。

4. ８月２日（月）ガバナー公式訪問合同例会準備会議が

岐阜グランドホテルに於いて開催され、幹事L.棚橋が

出席致 します。

第946回 故L.水井追悼例会 第946回 幹事報告

ドネーション

ファイン

Boxファイン

合計

13人

8人

21人

金額

金額

金額

金額

61,500円

28,500円

円

90,000円

会員数

出席数

出席率

44人

36人

81.8％

日 時：

場 所：

例会名：

８月10日（火）12：15から

ホテルグランヴェール岐山

ZCクラブ訪問例会

結婚祝 15日 L.蒲 登志克

「例 会」

司 会

１ 開会ゴング 会 長

２ 国歌斉唱並びにライオンズヒムの合唱

３ ゲスト及びビジターの紹介

４ 慶祝行事（結婚祝）

５ アワードの伝達

６ 会長挨拶

７ 新会員候補者発表 会員委員長

８ 指名会 指名委員長

＜ 食 事 ＞

９ 幹事報告

10 各委員会報告

11 テールツイスター登場

12 出席報告 出席大会委員

13 会計報告

14  閉会ゴング

岐阜西ライオンズクラブスローガン

岐阜西４０。惑わず集うWe Serve

３３４複合地区スローガン

将来を見据え

奉仕と変革の能動者となろう

３３４－Ｂ地区スローガン

We Serveで

地域社会の活性化を図ろう

「追悼会」 司 会 幹 事

１ 黙祷

２ 弔辞

３ 献花

４ 遺族の挨拶

L.棚橋

L.杉野

L.廣瀬（哲）

水井 太様



そ会長挨拶

そ特別記事

会長挨拶 会 長 L.杉野 正次郎

今日の追悼例会ではご遺族さまにもお越しいただき、チャーターメン

バーであられる故水井寛ライオンを偲ぶことができました。たいへん嬉し

く思います。

皆さん、これより以前の追悼例会はいつだったか覚えておられますか？

今回の追悼例会を催すにあたっては過去の資料を参考にさせていただ

き、ここにその時の会報を手にしています。記載によるとそれは2003年・

平成15年の10月ですので、おおよそ18年前のことになります。会場は以

前のウェルサンピアで、第519回例会です。プログラムでゲスト紹介を故

水井ライオンがされています。ここにおられるライオンのお名前も拝見で

きます。出席率は95.92％。このあたりも見習いたいところですね。かつ

ての資料に出会うだけでも、積み重ねてきた40年の歴史の中に学ぶこと

があるように思います。

実は、私はこの年の8月に入会していますので、確かにこの追悼例会に出席したのだと思います。しかし、残念ながら

記憶がありません。まだライオンズで右も左もわからない、地に足がつかない状態だったろうと振り返ります。その時、同

期で入会されたのが森口和巳ライオンです。この土曜日、故森口ライオンのお別れ会が代表を務められた会社によって

催され、私もお伺いしました。先ほどの追悼例会でも壇上にありました当クラブの敬弔旗が、ご遺族のご理解もあり、会場

に置いていただいてありました。土曜今日と、わがクラブの敬弔旗の下でお二人のライオンにお別れをさせていただきな

がら、私は「生涯ライオンズマンであること」について考えておりました。幸せな「生涯ライオンズマン」であるためにはライ

オンご自身の熱い想い、ご家族の十分な理解、そしてクラブがその実現のための体制をきちんと整えることの3つが大切

だと考えます。皆さんと相談させていただきながら、「生涯ライオンズマン」への方向性を定めていくのも、「50周年へのス

タート0年」である本年の役割と考えています。どうかよろしくご指導、お願いいたします。

故L.水井寛 追悼式

＜ 追悼の辞（ことば） ＞

謹んで故水井ライオンのご霊前に追悼の

言葉をささげます。

あなたは１９８２年、昭和５７年３月に岐阜西ラ

イオンズクラブのチャーターメンバーとして入

会され、結成以来３９年の永きに亘り当クラブ

の発展に大いに貢献されましたこと、心より感

謝申し上げます。

キーメンとして一年間、スポンサークラブの

岐阜伊奈波ライオンズクラブの例会に出席

３９年間ひたすらにクラブのライオニズムの高揚にまい進され、大病を患われながらの例会へのご出席、アクトへの参加、

数々のご功績を残されましたこと、深い敬意の念を抱かずにはいられません。

あなたこそ、まさにライオンズマンと呼ばるる人として惜しみない称賛を送りたいと思います。あなたが忽然といなくなった

今、私たちは人生のはかなさ、むなしさを痛感せずにいられません。残念です。

水井ライオンにお誓いいたします。あなたの恩義と友情に感謝し、クラブ員一同ライオンズ精神にのっとり、社会奉仕に

さらに精進してまいります。 どうぞ永遠（とわ）に見守りください。ご冥福をお祈り致します。ありがとうございました。

令和３年７月２７日 岐阜西ライオンズクラブ 第４０代会長 杉野正次郎

され、１９８２年昭和５７年、チャーターナイトに於いては、アトラクション班長としてご活躍され

ました。また初年度の二年理事・出席大会委員長を務められました。

１９８７年、昭和６２年には第６代目の幹事としてクラブを牽引し、また２０００年、平成１２年に

はクラブの第１７代会長としてリーダーシップを存分に発揮されました。

３９年間ひたすらにクラブのライオニズムの高揚にまい進され、大病を患われながらの例会

へのご出席、アクトへの参加、数々のご功績を残されましたこと、深い敬意の念を抱かずには

いられません。

故L.水井 寛

令和２年１２月23日

ご逝去 享年82歳



アワードの伝達

幹 事 L.棚橋 弘

７月26日（月）ホテルグランヴェール岐山において市内８ライオンズクラ

ブ合同プレスマン懇談会を開催しました。

ゲストに岐阜新聞社 統合編集局 報道本部長 松久高利様をお迎え

し、岐阜市内８クラブからPR、MC委員長様を中心にお一人づつご出席

を頂き、各クラブの年間の事業について順番にお話を伺いました。

岐阜西ライオンズクラブは、担当ホストクラブとして会長L.杉野が、

「withコロナ」時代のライオンズクラブのWe serve!の精神の必要性や、

団結力、工夫した奉仕活動の在り方についてなど、皆様にご挨拶させ

ていただきました。

ライオンズクラブの活動を新聞紙面に取り上げて頂けるよう、松久報道

本部長にお願いをし、有意義な懇談会となりました。

ご出席いただきました皆様、誠にありがとうございました。

市内８LC合同プレスマン懇談会

＜ お別れの言葉 ＞ L.廣瀬哲夫

水井ライオンはクラブのキーマンとして結成にご尽力されました。水井ライオンとは本

当にたくさんの思い出があります。併せて水井ライオンの奥様にも大変お世話になり、と

ても仲良くさせてもらいました。奥様も交えて交流をし、ライオンズの活動に協力してもら

いました。

水井ライオンがご病気で身体を悪くし、ゴルフができなくなり、例会でも食事をされなく

なったことをずっと見ておりました。食事が出来ない状態でも常に例会にご出席を続け

られ、さすがライオンズメンバーだと思っていました。その姿勢は周りのメンバーにも影

響があったかと思います。水井ライオンのご冥福を心からお祈りします。

＜ 遺族の挨拶 ＞ 水井 太 様

本日は大変に貴重なお時間を水井寛の為に頂きまして誠にありがとうございます。

昨年の12月23日、急遽亡くなりました。長いお風呂が好きで、当日も午前中お風呂に入った後のことでした。10年く

らい前に咽頭ガンを患いまして、それから大好きだったゴルフもやめ、他の会合もやめてしまいましたが、何故か岐阜

西ライオンズクラブの例会だけは出席を続けていました。

＜ 献 花＞

LCIFキャンペーン100アワード

（左から）L.篠田浩之、

L.堀 哲也

父の使命感のようなもの

だったと感じます。そんな

父を見て、家族も理解し例

会の送迎もしてきました。

最後に父に代わり永い間

皆様にお世話になったこと

を深く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

３５年在籍表彰

L.広瀬真人

結婚祝

15日 L.蒲 登志克

おめでとうございます！



そ委員会報告

メンバー紹介「ライオンの絆プロジェクト」

笠松小学校グリーンカーテンプロジェクト 環境保全委員長 L.山口誠史

【仕事内容】

土木・建築作業におけるウォータージェット工事、道路やアスファルトの区画線などの補修

工事、解体工事を専門に行っている会社です。工事によって発生する騒音や粉塵などを

極力抑えた、環境にやさしい工事を得意としております。

住んでいる方が、工事をする前よりもより良く住みやすい環境をつくることを目的とし、事業

を通して地域及び社会の人々にとって、なくてはならない存在となるよう、次世代にも必要と

される企業でありつづけます。

【趣味の話】

ゴルフは人生の縮図とよく言われます。いい人との出会いが絶対に必要で、自分一人での

成長には限界があります。日頃の準備と努力の成果は必ず出てきます。しかし、いくら練習

してコースに出たとしてもうまくいくことはとても稀です。決して調子に乗らず、また悲観する

こともなく、最後まで集中していかなければならないところが仕事とよく似ていて病みつきに

なります。

L.綾城光男

７月30日（金）会長L.杉野と幹事L.棚

橋と笠松小学校へグリーンカーテンプ

ロジェクトの実施経過を見学に行って

きました。暑さが厳しく、日差しがじりじ

り照っていました。西側校舎の２階まで

届いたつる性植物が３階まで伸びるこ

とを期待しています。

ジュニアリーダー会へ協力金贈呈

７月29日（木）岐阜西ライオンズクラブ事

務局に於いて、岐阜市スポーツ少年団

ジュニアリーダー会への協力金贈呈式を

行いました。会長L.杉野が協力金を贈呈

し、代表の石居様から感謝状を頂きました。

活動が制限されるコロナ禍での、ジュニ

アリーダー会の取り組みの様子や、当クラ

ブ鵜飼事業へのボランティア参加などを

話し合いました。

青少年健全育成委員長 L.河野秀明

メンバー紹介「ライオンの絆プロジェクト」 L.林田丈祐

【仕事内容】

私は司法書士、土地家屋調査士、行政書士という資格を使って登記申請の代理や官

庁への申請代理を仕事としています。家族は妻と子ども４人の６人です。最近では私があ

まり自宅にいることがなく、なかなか一緒に食事もとれていない為、食卓から私の席がなく

なりそうですが、相変わらず６人仲良くしています。

【趣味の話】

趣味は旅行に行くのが好きでしたが、コロナウィルス感染症影響により、思うように行くこ

とができないのが残念でなりません。まだまだ行きたいところがたくさんありますので、時間

を作って行けるように公私ともに頑張りたいと思います。


