


　2020年、本来なら東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れ盛大に盛り上がる年であったが、新型コロナウイルスの感染拡

大は予想以上に長引き全世界の脅威となりました。

　ライオンズ活動も同様、予定されてた活動が縮小・自粛と今現

在も続いています。新型コロナウイルスの感染拡大で経済的に大

きなダメージを受け退会された方が多くおられます。しかし、その

中でもライオンと呼ばれる人は支援を待っている人のために一生

懸命頑張っています。

　新型コロナウイルス感染対策は、ワクチン接種が鍵と言われて

おり一刻も早い全員接種を切望したいと思います。これらの経験

をもとにライオンズクラブの新しい取り組み方を模索し、新会員獲

得のため力を合わせて頑張っていきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We serve.

　今期２Ｒは、新型コロナウィルス感染症の感染爆発という未曽有

の災害が発生し、私たちライオンズクラブの活動も著しい影響を受

けました。宮崎県や関連市町村の発表を注視し、まずは人命最優

先、そして我々ライオンズクラブの活動や行動が感染拡大の媒体と

ならないよう感染拡大防止への協力を呼びかけ、最大級の警戒体

制で臨みました。感染対策を万全に取り組むとともにリジョン主催

行事をゾーン単位5会場で分割開催や情報通信技術を活用した２

Ｒ役員会議のリモート開催など創意工夫で走り抜けた1年間であり

ました。

　地区アラート委員としては、宮崎県社会福祉協議会とライオンズ

クラブ国際協会337-B地区との災害ボランティアセンター支援協

定にむけての協議を推進し、今期末には両代表による協定書調印

式が挙行される運びとなりました。

　また去る4月17日、中津市にて開催されました第67回地区年次

大会において、次期第二副地区ガバナーとしてご信任をいただきま

した。その責任の重さを感じるとともに、皆さんと共に奉仕が出来る

喜びに満ち溢れております。

　就任までの残り2か月間もこれまで同様にL冨永ガバナーの指導

を受け、しっかり準備しＬ佐藤ガバナーエレクトの目指す３３７－Ｂ

地区の将来像を実現できるよう、全力で努める所存であります。今後

とも、皆様方のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We serve.

　３０期は、新型コロナウイルス禍のなかでスタートし、新型コロナ
ウイルス禍のなかで終わることとなりました。幹事という重責を担い
ながらの１年間でしたが、今期のメイン事業結成３０周年記念式
典、野田あすかチャリティーコンサートも中止となり、やり切った感
の少ない幹事職でした。会員の皆様には申し訳ない気持ちでいっ
ぱいです。ただ、クラブシェアリング制度を利用し、さくら学園、みや
ざき中央支援学校への支援、臨海公園の植樹が行えたことが、せ
めてもの救いだったのではないかと思います。ご協力いただいた皆
様には、あらためて感謝いたします。
また、宮崎オーシャンライオンズクラブ旗ジュニアラグビー大会も
中止となり、青少年育成も実行できませんでした。しかしながら宮崎
地区ラグビー協会へ支援をすることができ、今後のジュニアラグ
ビーの普及育成、強化に活用していただければと思っています。
最後になりますが、幹事の職を担うことによりライオンズクラブの活
動や組織が、今まで以上に理解できたと思っています。この経験を
今後のライオン活動に活かしていきたいと思っています。１年間本
当にありがとうございました。　　　　　　　　　We serve.

Withコロナ時代の１年間を振り返って

ライオンズの仲間に

２ＲＣ   L 下堂薗　一将

今期を振り返って

  幹事   L 宮永　泰宏

  会計   L 興梠　裕周

　
副幹事   L 高橋　利光

第一副会長   L 岩井　秀一郎

　副GMTコーディネーター
L 吉野　光則

今期（2020～2021）の振り返り

　今期テールツイスターを担当いたしました。例会のスムーズな進行

の一端を担う役として，全ての例会に出席する心づもりをしていました

が，残念ながらコロナ禍により開催を中止した会もございました。皆さ

まのお役にたてましたでしょうか。

　例会以外にも様々な事業が中止となりましたが，理事会等に参加す

るなど今期初めて経験することもありました。また，三役の皆さまをはじ

め諸先輩方と触れ合う機会もありました。単に例会に出席するだけで

は知り得なかった世界を感じ，僅かずつではありますがライオンズの

こと宮崎オーシャンのことを知っていく年だったと感じています。

　次期は会計を担当いたします。業務内容も責任も重大な役どころと

認識しております。果たして平野に務まるのか大いに不安もあります

が，皆さまのお知恵を借りながら一年間頑張りたいと思いますので，何

卒宜しくお願いいたします。　　　　　　　　　　We serve.

　今期は中々活動出来なかったのと私の立場上、「今期を振り返っ
て」ではなく「来期に向けて」としました。
来期会長を引き受ける事となりました。前クラブを含めると3回目の
会長職となりますがオーシャンクラブは会員数も多く、2Rのリー
ダー的クラブですので身が引き締まる思いです。
　最大の問題は何時になったらL活動が出来るかの点です。暫くは
自粛とのイタチごっこでワクチンの接種によるのかと考えます。イギ
リスは既に4,000万人が接種済みで急激に感染者数は減っており
イスラエルも同じようです。国民の半数以上が接種した時点が収
束、それがいつか。今年一杯は無理か。しかし通常通りと踏まえ予定
を組むのみです。そこで私の今の時点での考えを述べます。
　尚、今文は所信表明の前段として会長アワードは禅語から今の状
況に最もふさわしい一文として「花落花開自有時」を採用し
　“共に耐え、今出来る奉仕を　ウィサーブ”と続きます。
例会は故増田十郎名誉顧問の強力なリーダーシップにより337Ｂ
地区を牽引するクラブに成長したクラブがゆとりをもつ楽しい例
会としてメリハリのある例会を考えています。
　次期は皆様、よろしくお願いいたします。　　　We serve.

　今期１年間ありがとうございました！
ライオンズに入って２年目で会計を務めさせてもらったことでライ
オンズの活動がどのように動いているのかなど様々なことを学ばせ
てもらいました。
　今後のライオンズ人生にとって本当によい１年になりました。
大事な役をいただいて活動するなかでライオンズの楽しさをより実感
し会員の皆さんと接する機会も増えたことで、今まで以上に宮崎オー
シャンライオンズクラブの仲間の一員になれたかなと実感しました。
　今期はコロナ禍での活動ということもあり満足いく奉仕ができな
かったぶん来期はより沢山の奉仕をおこないクラブがより一層団結
し盛り上がる事を楽しみにしています。
　今後ともよろしくお願いします。　　　　　　　　We serve.

一年を振り返って

前会長   L 石塚　誠一郎
　今期も新型コロナウイルスの蔓延によりほとんどの事業が停止し
ました。特に招請をかけていた30周年記念式典が中止となったこと
は残念であります。当たり前の生活が出来ない中で三役の皆様もご
苦労されたことと思われますが、リモートによる理事会等の実施、緊
急事態宣言外での例会を開催され皆さまにお会いできたことはコ
ロナ禍での思い出となりました。
またＬ下堂薗の第二副地区ガバナーが承認される喜ばしい報告も
ありました。今後もクラブの一員として応援していこうと思います。
コロナ禍で影響を受けた会員さんも多数おられることと思います。
未だ先が見えない状況ですが一刻も早い収束を切に願います。
三役はじめ理事・会員の皆様一年間お疲れ様でした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We serve.

　今期も一年を終えようとしておりますが、未だに収束には至って
いない新型コロナウイルスの影響で本業やライオンズ活動が思う
ように出来ず、皆様も歯痒い日々を送られたと思います。
　しかし、今まで見えなかった事が見えてきたりして新たな発見も
あったと感じます。
　時代は常に変化するので、変化にどう対応していくのかが一番
大事だと思います。
　次期は幹事を仰せつかる事になっております。分からない事が
沢山あり、歴代の幹事みたいにスムーズな運営ができるのか非常
に不安でもあります。しかし、前向きに真摯に全力で取り組めば道
は開けてくることを信じて邁進致します。
　今期も一年間ありがとうございました。
　そして三役の皆様一年間大変お疲れ様でした。　We serve.　
　

一年間を振り返って

CN30周年記念式典実行委員長
L 柏木　孝保

　L白地会長のスローガン「慈愛奉仕　原点に帰り慈愛の心で奉
仕を」の元、この1年活動をして参りましたが、世界的な新型コロナ
ウィルス感染症（変異株）拡大のため、例会も5ヶ月間（8月、9月、
12月、1月、2月）も中止され、また奉仕活動もかなり制約され、思う
ように実行できなかった1年間でした。
　LC30周年記念式典について、2019年11月29日に第1回記念
式典準備委員会を開催し、今期に入り、実行委員会（12名）として、
盛大に行うため、何回も会合を重ね、準備を進めてまいりました。
コロナ禍のため、残念ながら中止となりました。
　しかし、そのほかの記念事業は、実施され、皆様に喜ばれました
ことをご報告いたします。これも、三役をはじめ、実行委員会、会員
の皆様方のご協力の賜物と深く感謝申し上げますとともに、ありが
とうございました。　　　　　　　　　　　　　　We serve.

一年間を振り返って

　
2年理事　L 松下　良

　今期も残りわずかとなり1年を振り返りますと、コロナで始まりコ

ロナで終わる大変な1年だったなと改めて感じた次第です。本年

度はオーシャンＬＣ結成30周年の記念すべき1年ではありました

が、多くの来賓をお呼びしての式典が出来ず残念な思いもありまし

た。しかしこのコロナ渦の中でも、L白地会長をはじめ宮永幹事、

興梠会計を中心にご苦労されたとは思いますが、Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅの

精神のもとクラブ会員を引っ張っていただいたこと改めて感謝申

し上げたいと思います。次年度は当クラブからＬ下堂園が第二副

地区ガバナーとして活躍します。他クラブの模範となるべくオー

シャンＬＣの一員としてしっかりと活動していきたいと思います。一

年間ありがとうございました。　　　　　　　　　We serve.

一年を振り返って

　
2年理事　L 山本　光仁

　今期は、第30期、L白地会長の元スタートいたしましたが、前期に

続き、新型コロナの影響で、思い切った奉仕ができず、L白地会長を

はじめメンバーの皆様も歯がゆい思いで活動したことと思います。

　特に、30周年記念式典の中止は、三役の皆さん、L柏木実行委員

長のことを考えると残念でなりません。

　そのような状況の中でも、こども療育センターでの奉仕活動・献血

活動・保育園への救命胴衣寄付など地域貢献できたことにLCメン

バーとして誇りに思います。

　最後になりますが、「原点に帰り　慈愛の心で奉仕を」のスロー

ガンを掲げ、第30期の主導者となり、メンバーを導いてくれたL白地

会長、L宮永幹事へ感謝を申し上げます。来期も、メンバー一丸とな

り、慈愛の心で奉仕活動ができるように微力ですが、オーシャンライ

オンズクラブを盛り上げていきたいと心から思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We serve.

一年を振り返って

30期を振り返って来期（２１～22）に向けて
テールツイスター
L 平野　龍三郎
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主な活動記録 （令和2年7月～令和3年6月間）宮崎オーシャン
ライオンズクラブ　

活 動 日年 活 動 内 容 場　所 担当委員会

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

7月14日

7月18日

7月31日

8月  2日

8月12日

8月20日

9月  8日

10月  6日

10月14日

10月19日

11月10日

11月12日

11月13日

11月14日

11月14日

11月16日

11月25日

11月28日

12月  8日

12月13日

12月14日

12月14日

12月21日

1月18日

2月24日

2月25日

2月26日

2月26日

3月  9日

3月13日

3月16日

4月17日

4月26日

4月28日

5月11日

三役他

全員

Ｌ山本

三役他

三役他

Ｌ石塚

三役他

L白地・L髙橋（利）

青少年育成

三役他

三役他

三役他

献血

三役他

三役他

三役他

三役他

Ｌ下堂薗

献血

全員

三役他

三役他

献血

三役他

三役他

三役他

全員

三役他

三役他

Ｌ下堂薗

三役他

Ｌ下堂薗

献血

献血

三役他

こども療育センター　お買い物訓練

大淀川クリーンアップ

合同事務局会計監査

２R・３Z　ガバナー諮問委員会

奉仕・GST委員会

合同事務局会計監査

こども療育センター　お買い物訓練

令和2年度　「献血運動推進協力団体等表彰式」

薬物乱用防止教育認定講師養成講座

結成30周年実行員会

宮崎ひむかＬＣ　ＣＮ34周年記念例会

宮崎県立こども療育センター　お買い物訓練

献血運動　

第15回「水と緑の森林づくり」県民ボランティアの集い

第7回次世代リーダー研修会

第2回結成30周年実行委員会

冒険あそび場ひみつ基地プレワーカー

レオクラブ顧問会議

献血運動

ライオンズ奉仕ディ

第３回結成３０周年実行委員会

災害用子供用ライフジャケット贈呈式

献血運動

第４回結成３０周年実行委員会

2021-2022年度役員指名委員会

結成30周年記念事業　ウェブカメラ他贈呈式

結成30周年記念植栽事業

結成30周年記念事業　電子ピアノ他贈呈式

こども療育センター　お買い物訓練

第1回レオクラブ顧問会議

337-B地区　ライフジャケット贈呈式

第67回地区年次大会

献血運動

献血運動

こども療育センター　お買い物訓練

宮崎県立こども療育センター

大淀川河川敷

合同事務局

（書面による諮問・決議）

ニューウェルシティ宮崎

合同事務局

宮崎県立こども療育センター

宮崎県庁

宮日会館

レディバード

エアラインホテル

宮崎県立こども療育センター

宮崎大学医学部

サンマリーナ宮崎多目的広場

ホテルスカイタワー

レディバード

小松台第3公園

佐伯東地区公民館

宮崎大学

みやざき臨海公園

レディバード

住吉東保育園

宮崎市役所

レディバード

ニューウェルシティ宮崎

宮崎県立中央支援学校

宮崎臨海公園

児童養護施設さくら学園

宮崎県立こども療育センター

佐伯東地区公民館

きらきらアート保育園

中津文化会館

宮崎大学

宮崎大学

宮崎県立こども療育センター
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　今期は、昨年初頭から続くコロナ禍の中、たくさんの計画が延期

もしくは中止となりました。違う意味で記憶に残る1年間となりまし

た。特に残念でしたのは、3月3日に開催予定でした30周年記念式

典が開催できなかったことです。1年近く前から三役はじめ役員が

中心となり会議を進めてきましたが、当クラブのこの5年間の活動

をブラザークラブの皆様に報告ができなかったことが残念で仕方

ありません。

　ただ、その中でも、30周年記念誌の発行ができたことは、嬉しく

思います。

献血活動をはじめ、高齢者福祉アクティビティなど制限がかかり、

中止にせざるを得なかったことも残念でしょうがありません。

　今期は、例会も開催することができず、新しいライオンの会員増

強も思うように進められませんでした。

　ただ、いつまでも後ろを振り返っていても仕方がありません。我々

オーシャンライオンズのメンバーは常に前を見続け、来期に設定

した目標をクリアしていかなければなりません。

　7月から第2副地区ガバナーも誕生します。一致団結して共に立

ち上がっていきましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We serve.

　1年理事　L 穂坂　慎一郎 1年理事　L 高山　良彦

1年を振り返って

　2020年はコロナ禍でのシーズンスタートとなり、多くの人が外

出自粛を強いられる中、ライオンズクラブにとっても、例会やイベン

トを制限せざるを得ないため、従来の奉仕活動が行われにくい一

年間でした。その中でも三役の皆様の試行錯誤の結果、いくつか

の社会奉仕活動は実施することができました。

　2021年5月3日には宮崎県の警報レベルがレベル３（完成拡

大緊急警報）へと引き上げられ、今後もさらなる活動の工夫が必要

になり、同時に、コロナによって困る人が増加し、新たなニーズも生

まれていると思います。次年度に向けては引き続き感染拡大防止対

策をしっかりと行いながら、奉仕活動に尽力していきたいと思いま

す。一年間お世話になりました。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We serve.

L 伊藤　慎一朗
1年を振り返って

　今季は新型コロナの影響で、マーケティングコミュニケーション

委員会としての活動が全て中止せざるを得なくなりました。

私自身、あまりライオンズに貢献出来ず、誠に残念であり、申し訳な

く感じる一年でございました。

　理事会もzoom会議など、新たな試みもなされました。後半では

例会も開催され、お久しぶりに直接会ってお話したり、食事をするこ

とができました。とても大切な事だなと感じました。やはりダイレクト

コミュニケーションこそが人間らしい事だと痛感しました。

　来季は早く、このコロナが終息して、通常の活動ができる事を切

に願う次第であります。

　1年間ありがとうございました。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We serve.　

　「今季を振り返って」

■令和3年3月17日付 宮崎日日新聞13面
　地域統合面に掲載

■令和3年3月19日付
　宮崎日日新聞16面
　地域統合面に掲載





7月18日。大淀川クリーンアップ事業に参加。

大淀川クリーンアップ事業。作業中のメンバーたち。

災害用子供用ライフジャケットを住吉東保育園に50着贈呈しました。

住吉東保育園の先生、児童の皆様と記念撮影。
感謝の言葉をいただきました。

3月16日。宮崎市内のきらきらアート保育園に
災害用子供用ライフジャケット30着を贈呈。

贈呈式に参加したL白地会長

宮崎市内のライオンズクラブの皆様と実施。一ッ葉海岸線を早朝より清掃しました。ライオンズ奉仕ディ。

12月13日。ライオンズ奉仕ディに参加。 11月25日。冒険あそび場ひみつ基地プレワーカーに参加したメンバー。

毎回恒例のバーベキューも行いました。この事業も定着してきました。

9月8日。お買い物訓練の記念撮影 11月12日。お買い物訓練のもよう。

7月14日。こども療育センターでお買い物訓練を実施。

ひみつ基地のもよう。子供たちが楽しく遊んでいます。

3月9日と5月11日にお買い物訓練を実施。第一LCから引き継いだこの事業も定着してきました。来期も
定期的に数回実施をいたします。子供達も大変喜んでくれています。

11月14日。第15回「水と緑の森林づくり」県民ボラン
ティアの集いに参加。宮崎オーシャンは設立当初から環
境を守るボランティアに力を入れています。
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