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小千谷ライオンズクラブ

検索

ライオンズクラブのモットー

We Serve
われわれは奉仕する

ライオンズクラブは、２００を超える国と地域におよそ４８０
, ００のクラブ、
１４６万人の会員を擁する世界最大の奉仕団体です。
「ウィ・サーブ（われわれは奉仕する）
」をモットーとして掲げ、
世界の国々でさまざまな奉仕活動に取り組んでいます。

未来へつなぐ絆と 友愛の心で奉仕する

ライオンズ
クラブとは

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety
LIONS の名は、強さ、勇気、忠誠、生命活動の象徴であるライオンに由来し、
また、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）
という、スローガンの頭文字でもあります。
その言葉の通り、会員はすべて「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」のライオンズの誓いを立て、
「We Serve（我々は奉仕する）
」をモットーに、よりよい社会の実現を目指して、
環境、文化、青少年の教育、健康、福祉など多方面で、人道奉仕活動を続けています。
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小千谷ライオンズクラブ
第５２代会長

松井 靖博

２０１９-２０２０年度、第５２代会長を務めさせていただいた L 松井靖博です。
日頃より小千谷ライオンズクラブ活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。
本年度は「未来へつなぐ絆と友愛の心で奉仕する」をモットーに、幾つかの重点活
動項目を掲げ、高い志と目標を持ってスタートさせて頂きました。年度の後半、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大・政府からの緊急事態宣言に伴い、クラブ活動も様々な
制約が生じましたが、各委員会のご努力と、会員皆様のご支援ご協力に感謝申し上げ
ます。
最後に、地域に密着した奉仕活動を通して、ライオンズクラブの活動を知っていただき、
ライオンズクラブの会員だけでなく、多くの市民の皆様と一緒に活動していただける事業
を増やして頂ければ幸いです。
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青少年育成

健全育成・環境保全
薬物乱用の問題は、年々低年齢化する傾向にあります。
また、インターネットや携帯、スマホの普及により様々な危険な情報が身近な所に氾濫しています。
薬物乱用の危険性を早い時期から理解し、自ら危険を回避する力を付けることが大切です。

私たちの社会の未来を担うのは子供たちです。
平和で幸せな社会の実現のためには、子供たちの健全な成長が欠かせません。
小千谷ライオンズクラブは、
青少年健全育成事業として「野球大会、バレーボール大会」を開催しています。

青少年・学童野球大会

青少年委員会

小千谷ライオンズクラブは、夢に向かって全力でプレーする子どもたちを応援しています。
野球を通じて、子どもたちの夢や希望、そして健全な「こころ」と「からだ」の育成を願っています。

小千谷ライオンズクラブは、若い世代に対して、薬物乱用
の危険性を周知徹底するとともに、薬物乱用による弊害を正し
く認識することや自分の大切さに気付き、薬物乱用の誘いを断
れる強い心を養うことを目的に据え、薬物乱用防止教室を実施
しています。
●２
０１９年

7 月 ２日㈫
7 月１６日㈫
●２
０１９年 7 月２４日㈬
●２
０１９年１１月２２日㈮
●２
０１９年１１月２９日㈮
●２
０１９年１２月 ３日㈫
●２
０１９年１２月 ３日㈫
●２
０１９年１２月１７日㈫
●２
０２０年 １月２２日㈬
●２
０１９年

〈中学の部〉優勝：小千谷中学校

８月４日㈰ 第３０回青少年学童野球大会が白山球場グラウンド並びに多目的
広場で開催。中学校の部は、
４チーム、
学童の部は、
５チームが参加して、猛暑
の中、熱戦を繰り広げました。
◉中学の部
◉学童の部

優 勝：小千谷中学校
優 勝：片貝ジャガーズ

準優勝：片貝中学校
準優勝：東小千谷フェニックス

薬物乱用防止委員会

薬物乱用防止教室

片貝中学校（対象：２年生）
東小千谷中学校（対象：３年生）
小千谷中学校（対象：３年生）
南小学校（対象：６年生）
和泉小学校（対象：６年生）
東小千谷小学校（対象：６年生）
片貝小学校（対象：６年生）
千田小学校（対象：６年生）
小千谷小学校（対象：６年生）

〈学童の部〉優勝：片貝ジャガーズ

親善バレーボール大会

環境保全委員会

青少年の健全育成には、
子供たちが身体を鍛え、スポーツマンシップを学ぶことも大切であると考えています。
子供たちがバレーボールをとおして多くのことを学ぶ場を守るお手伝いをさせて頂いています。

ライオンズの森整備（白山運動公園内）

ライオンズの森委員会

山紫水明、自然豊かな小千谷市の自然環境を将来にわたり保全して行かねばなりません。
小千谷ライオンズクラブは、森や林を育て、公園を清掃し、緑を守る奉仕活動を地道に行っております。

優勝：千田中学校

８月４日㈰ 小千谷市総合体育館で第２４回中学生女子バレーボール大会を
開催。 市内の４チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。
◉優

勝

千田中学校

準優勝：南中学校

有限会社 米萬商店
代表取締役 相﨑 秀人

株式会社 安部技研
代表取締役 安部

有限会社 ユーザーサービスシステム内山
代表取締役 内山健太郎

ユニオンフーズ 株式会社
代表取締役 大宮 武一

大矢医院
院
長

株式会社 つり吉
社
長 喜多村利幸

杵淵公認会計士事務所
所
長 杵淵 一夫

小千谷ライオンズクラブ

会 員 名 簿
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◉準優勝 南中学校

大矢

敏裕

明治安田生命保険相互会社小千谷営業所
所
長 黒田 圭介

小杉興産INC、
有限会社 米蔵
代表取締役 小杉 義則

（医）慶祥会 小林整形外科医院
理 事 長 小林
一

小林不動産 株式会社
代表取締役 小林 宏至

小千谷市市議会議員
佐藤 栄作

三仏生繊維 株式会社
代表取締役 佐藤
亨

株式会社 トラスト
代表取締役 品田誠一郎

敏明

株式会社 新保工務店
代表取締役 新保 浩富

株式会社 鈴木建築
代表取締役 鈴木 秀信

社会保険労務士法人せきね事務所
代 表 社 員 関根 芳美

株式会社 さくら印刷
代表取締役 瀬沼 新作

学

高野板金 株式会社
取 締 役 高野富士子

株式会社 高橋電気
会
長 高橋 賢一

株式会社 和光造園緑地建設
代表取締役 田中 志幸

ナイトスポット ミスティー
代
表 西原 礼子

セブンイレブン小千谷東㈾山松酒店
代表社員 池
敏

川岸屋旅館

大川印刷 株式会社
代表取締役 大川 晃一

有限会社 割烹竹屋
専務取締役 大竹 直哉

カイロプラクティックセンターおぢや
代
表 小川 和幸

ＫＤデザイン室
代表・デザイナー 金子

株式会社 木村工業所
取 締 役 木村 一彦

株式会社 木村食品
代 表 者 木村

功

久保田

陽一
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支援活動

クラブ例会

皆さまからの寄付は１００%ライオンズによる思いやりに満ちた奉仕活動に力を与えるために使われます。

例会は毎月２回開かれ、
クラブ会員がお互いの親交を深め、語り合う機会となっています。

延べ４０５か国において、薬物乱用防止教育、代替作物のプロジェクト、NGO 組織の設立、指導者の養成、

例会スピーカーは、クラブ会員や外部から人を迎える等、

ストリートチルドレンの保護と援助などに活用されているほか、国内の啓発事業にも役立っております。

普段接することのできない業種の方々から毎回異なるテーマで話を聞くことが出来ます。

アイバンク・薬害防止募金活動

８月２５日㈰ 小千谷郵便局前広場

私たちは「一人でも多くの方が角膜移植を受け視力を取り戻
せるように」という想いと、薬物乱用防止啓発活動を重要な課
題の一つに掲げ、毎年募金活動を行ってます。
◉募金金額：

４５,７９７円

風船一揆チャリティバザー

２月２２日㈯ おぢや風船一揆「総合体育館前広場」

●ゲストスピーチ
（１０月第ニ例会）

●ゲストスピーチ
（１２月第一例会）

小千魚沼神社総代

新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部 地域保健課管理栄養士

仲 村 輝 夫様

野口 彩佳様

保健師

平田 希実様

魚沼神社総代の仲村輝夫さまより「魚沼神社あれこ
れ」と題して魚沼神社の成り立ちの経緯や現在に至る
歴史をわかりやすくお話し頂きました。仲村様は古い文
書に基づき丹念に研究されている事に並々ならぬ情熱
を感じることができ貴重な時間となりました。

新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部地域保健課管理栄養士 野口彩佳様と保健師 平田希実様をゲスト
スピーチとして招き、「健康増進のための減塩ポイント」と題して、食塩が身体に及ぼす影響と食品に含まれる塩分
について、ディスプレイを用いて減塩の勧めを分かりやすく説明して頂きました。減塩は健康の維持・増進、循環
器病の予防や治療の点から、減塩の必要性がしばしば指摘されていますので世代を問わず、みんなで取り組むべ
き課題と言えるでしょう。

●ゲストスピーチ
（１月第ニ例会）

●ゲストスピーチ
（２月第一例会）

長岡地域振興局健康福祉環境部
地域保健課
課長代理
小島 美世様
小千谷市保健福祉課 保健係 副参事 牛木 一枝様

新潟県薬物依存症者を抱える家族の会
世話人 小 西

会員から集めた日用雑貨品等を販売、その売上金額を寄付金
に充てる取り組みです。集まった収益金は、良い未来のために
最も必要とする人々のために活用されています。

88,700 円

◉売上金額：

◉募金金額：

11,916 円

※公益財団法人日本アイバンク協会と公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター（ダメ・ゼッタイ）へ寄付いたしました。

「ヘアードネーション」活動

「フードドライブ」活動

「糖尿病の予防と対策について」と題して講演をしてい
ただきました。小島様は、平均寿命を伸ばすだけでなく
健康寿命をいかに伸ばすか・・・。また、生活習慣病
にならないよう早い段階から注意喚起をする事が大切で
あり、健康経営（企業が従業員の健康に配慮すること）
の必要性を資料を交えて説明しました。牛木様は小千谷
市の検診実態をデータを添えて説明しました。
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隆行

様

・ＰＲ・情報優秀クラブ賞Ｃ賞
・ＬＣＩＦアワード優秀クラブ賞Ｃ賞
・ヘアードネーション優秀クラブ賞Ｃ賞
会員全員の日頃の努力と協力への結果です。
これらを励みにこれからも地道に活動を続けていきます。

有限会社 山田鉄筋工業
代表取締役 山田 達也

有限会社 山田自動車工業
山田
浩

有限会社 山 長
取 締 役 山田

有限会社 片貝煙火工業
専務取締役 本田 和憲

株式会社 ヨシザワ
代表取締役会長 吉澤

有限会社 ワイ・ケイ・シー（もみじ倶楽部）
代表取締役 吉田 桂子

有限会社 吉田商店
吉田 久則

有限会社 若井管工設備
代表取締役社長 若井 和彦

株式会社 魚沼電子
専務取締役 宮川 洋祐

和田智美税理士事務所
所
長 和田 智美

株式会社 わたや
代表取締役 和田

株式会社 渡 吉
代
表 渡邊

渡辺税理士事務所
所
長 渡辺

ミドリ薬品 株式会社
代表取締役 野村 輝雄

社会福祉法人「ほのぼの小千谷福祉会」
事 務 長 長谷川有理

キャット ハンド
代
表 平澤

株式会社 スマイルクリーン
代表取締役 廣井
篤

株式会社 ソニックジャパン
部
長 星野 賢治

有限会社 ネック
代表取締役 星野

株式会社 本田建築
取 締 役 本田

有限会社 マツイ
代表取締役 松井

ヒムエレクトロ 株式会社
代表取締役 丸山 春治

靖博

森田

「共生社会の実現に向けた市立特別支援学校の取
組」と題し、障がい者、要介護者の得意分野を引出
し生きがいを見つけ出してあげる事の大切であり、得
意な力に光を当てることが社会貢献や周りの子供達の
思いやも育む事に繋がる。それを小中学校の先生にも
理解して頂きたい。障がい者と一般の子供が一緒に学
ぶ環境を作って行きたいという取組をしているというお
話しをして頂きました。

第６６回 年次大会

・会員維持優秀クラブ賞Ａ賞
・ＬＣＩＦアワード優秀クラブ賞Ａ賞
・薬物乱用防止優秀クラブ賞Ａ賞
・ＰＲ・情報優秀クラブ賞Ｂ賞
・環境保全優秀クラブ賞Ｂ賞

「フードドライブ」とは、家庭などで食べきれない余っている食
品を持ち寄り、
施設、
フードバンクなどに提供する活動のことです。
メンバーへの呼びかけで集まった食品は、元気で健康的な生活
を送っていただくための一助、そして、クラブの枠を越え、地域
社会の善意を呼び起こし、温かい支援の輪に繋がっていくことを
期待します。

有限会社 テプラス野沢
代表取締役 野澤
孝

剛

小千谷市立総合支援学校
校 長

２０１９−２０２０年度 小千谷ライオンズクラブ ガバナーズアワード受賞

※写真はイメージです。

幸平

様

『薬物依存者の回復とは』と題した講話をいただきま
した。最近、芸能人や学生の乱用が相次いで発覚す
るなど、薬物汚染はとどまる気配を見せません。依存
症者の周囲には問題に巻き込まれて苦しんでる家族が
います。薬物依存症者を抱えた家族の回復を第一に
考え、家族が回復することによって最後に本人が変わ
る事を目指す活動を、ご自身の経験からお話しして頂き
ました。

国際協会３３３-A 地区
ライオンズクラブではヘアードネーション活動に取り組んでい
ます。小児がん治療のために髪の毛を失った子どもへ無料で提
供するウィッグを作成するため JHD&C( ジャパン・ヘアー・ド
ネーション・アンド・チャリティー）という団体を通じた寄付と
なり、３１センチ以上の髪の毛を所定の方法にしたがって寄付
する形となります。

憲

●ゲストスピーチ
（３月第一例会）

和孝

義弘

正樹

豊

克吉

中央タクシー 株式会社
常務取締役 横田
隆

浩行
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L IO N S R E PORT

安全に奉仕するために私たちの奉 仕は続きます。
新型コロナウイルスの大流行により、生活や仕事のあり方は変わってしまいましたが、私たちのあり方は変わっていません。
世界中のライオンズやレオは、地域社会そして自分たち自身の健康と安全を守るため、安全を保ちつつ日々奉仕しています。

新型コロナウイルス

私たちの対応

新型コロナウイルス感染拡大の影響でマスクが不足する中、
少しでも早く、今までの日常を送ることのできるよう、何か社会に
貢献できればと思い、小千谷市内の
未就学児に布製マスク１ ,０００枚を寄
付しました。ライオンズクラブは、これ
からも、今、出来ることを今後もひと
つひとつ取り組んでまいります。
写真：右から大塚市長、松井会長、星野幹事
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ライオンズの森（白山運動公園内）

小千谷ライオンズクラブ事務局
〒947-8691 新潟県小千谷市本町２丁目１番５号

TEL（0258）83-2445

FAX（0258）86-6703
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