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今回は、大苦戦！！

は枯れて、３回目は仕方ないので私一人で雨の中苗をさして、４５日間風邪でダウン。それでもメンバーの

皆さんの応援が有って、サツマ芋の収穫を迎える事が出来ました。

当日又雨の心配！！花フル会の１０人余りの応援を得て、約５００人らの招待客が一斉に芋畑へ。子

供たちの歓声に大満足のメンバー。焼き芋を焼く顔も、皆さん生き生きしていて、幸い雨も止み、大会は

大成功。お土産に焼き芋とペットボトル１本ずつのお茶、そしてビニール袋いっぱいの掘ったサツマ芋、やっ

ぱり今年もやって良かったと会長の一言に、１年間の疲れも忘れ、又来年への意欲をかき出された１日で

した。（平成２９年１０月１４日（日）開催）
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平成１６年度より開始された「薬物乱用防

止教室」も本年で１４年目となります。

 本年は１０月４日形

に塩津中学校、１月１７日蒲郡中学校、

１５日竹島小学校と４校の教室を開催しまし

た。 

 形北小ではＬ加藤寿則、塩津中ではＬ鳥居憲臣、蒲郡中ではＬ夏目憲行、竹島小ではＬ伴捷文

が講師をされました。

 会長の活動方針に添ったもので、小中学校の子供達に深く浸透させる事が出来たと思います。クラブ

メンバーの皆様方のご協力に感謝申し上げます。
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植 樹

蒲郡マリンＬＣの環境保全事業として、平成２９年１１月５日（日）

に龍田浜に於いて植樹ときれい作戦を行いました。

 蒲郡の海岸は美しい山と海に囲まれて風光明媚な観光地です

が、たくさんのごみや流木が散乱しているところもあり、海岸の清掃や

景観の保全や、また災害防止のための風林の整備も必要とされ

ている所が多く有ります。

 自然環境の将来を思うとき、出来ることは今、進めていかなければなりません。県の植樹祭をきっかけに龍

田浜の黒松の植樹を進めてまいりました。今回は小、中学生も参

ました。白砂青松の龍田浜の

島さくら１０本が植樹されています。今回の大島桜はこの春には蕾が付き花が咲き、根付いたようです。

今後ともよろしくお願い致します。
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 今年で２８回を迎えた「地域交

流くすの木福祉まつり」が、平成２９

年１１月１１日

ました。蒲郡マリンＬＣも継続事業

として例会を兼ね参加しました。天

候にも恵まれ、参加者も多く、綿

菓子や飲み物の模擬店のお手

伝いや、障害者と方とのふれあいなど、積極的な福祉活動を行いました。

 お昼時の例会では、

幹夫施設長

現状を知ることができました。

 フィナーレは、蒲郡マリンＬＣによる恒例の餅

盛況のうちに終えることができました。クラブメンバーや関係者、参加者の皆様、本当にありがとうございまし

た。 
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 竹島水族館前の道路において

め、急遽中止となりました。

 ホテル竹島内にて、蒲郡市交通安全地区推進協議会へハンドプレート３０個を贈呈するセレモニーを

開催しました。例会では、蒲郡警察署交通課長による、「交通安全」のスピーチをいただきました。
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蒲郡マリンライオンズクラ

ブは、国際協会の主催す

る『ライオンズ国際平和ポス

ター・コンテスト』を支援して

おり、世界のクラブと共に、

テーマ「平和の未来」に対

する子供たちの思いを地域

に届け、実践する社会とな

ることが重要と考えています。

 その中で、７年間に渡り、蒲郡北部小学校６年生ほぼ全員が、出品に御協力をしていただいておりま

す。このことは、他の学校ではなかなか成し得られません。今年は

査において全作品数は２４７品のうち、北部小

は敬意を表するに値します。

そこで、当クラブでは、北部小の中で優秀作１０品を表彰、そして北部公民館に展示して、地域の

人々に「平和の大切さ」を再認識していただきたいとの思いで企画いたしました。

表彰式の際には蒲郡市長、そして、２Ｒ
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