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基本施策

「CN（チャーターナイト）30周年ー感謝の奉仕」

“ 和 気 藹 藹 ”

残暑お見舞い申し上げます

▲妹背の里（あづまや）清掃〈労力奉仕例会2008.7.15〉
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　残暑なお厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。
　去る7月1日から竜王ライオンズクラブの会長をさせ
ていただくことになりました。表紙にもありますように竜
王ライオンズクラブが生まれてから30年経ちました。こ
の間、メンバーの皆様や支えていただいているご家族の
方々、又、ご協力していただいている町民の皆様に感謝
をしつつ、この一年、奉仕活動をメンバーの皆様と共に
すすめていきたいと思っております。
　また、私自身がこのライオンズクラブに入会させてい
ただいてから大変和

なご

やかな気分で活動に参加させてい
ただいております。この長所をさらに強調したいと思い
「和

わ

気
き

藹
あい

藹
あい

」をモットーにメンバーの皆様、地域の方々
と共に歩んでいきたいと思っております。
　この一年、重責を担う身ですが、皆様方のご指導、ご
鞭撻の程よろしくお願いいたします。

竜王ライオンズクラブ

会　長　清水  正 太 郎

　盛夏の候、皆様にはご壮健にてお過ごしのこと、心よ
りお喜び申し上げます。この度、幹事という大役の推薦
を受け、当初は「何とかなるか？」という単純な思いでお
引き受けしたものの、心構えもできぬ内にひと月の歳月
が経ちました。
　その間「役員必携」での職務を学んだり、当面の行事
又、滋賀・奈良・京都府地区の本部活動に参加したりする
うちに、職責の重さと責任を感じ、今更ながら困惑してお
ります。しかし、お引き受けした以上は逃避することも
できず、この上は一生懸命努力する所存です。
　また、本年は設立30周年にあたる大切な年です。11月
22日の記念式典に向け、記念事業の成功に尽力してい
きたいと思います。
　今後は、会長のテーマである「CN30周年ー感謝の奉
仕」をモットーにして、基本施策の「和気藹藹」を大切に
精進したいと思っております。不行き届きの面も多々あ
ると思いますが、寛容の精神でご容赦願い、どうかご支
援ご協力の程よろしくお願いいたします。

幹　事　寺田  金 雄

　盛夏の候、皆様益々ご健勝の事とお喜び申し上げます。
　今年度、ライオンズクラブの会計を務めさせていただ
く事になりました。
　会長、幹事の方針に添い、クラブ一丸となり和気藹藹
の場として、がんばっていきたいと思います。
　景気はガソリンその他の値上がりにより、非常に厳し
い情勢に来ています。ライオンズクラブと致しまして
は、地域に密着した奉仕に努めたいと思います。
　今期は、30周年行事を控えております。
　皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

会　計　佐橋  武 夫

▲新三役（寺田、清水、佐橋）
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　盛夏の候、皆様にはご隆盛の段、心よりお喜び申し上
げます。当委員会は会員の増強を諮ったり、例会時の出
席状況の調査等が主な任務です。景気の回復が遅れて
いる事もあり、新しい会員の入会が期待できない状況で
す。この会報をご覧になられた方でボランティア、また、
奉仕活動等に気持ちのある方はご連絡をください。入
会して一緒に奉仕活動をしようではありませんか。お待
ちしています。

会員会則出席財務接待委員会
委員長　井口  敏 夫

　竜王ライオンズクラブ設立30周年と云う節目の年に
委員長をお預かりすることとなり、身の引締まる思いで
す。当委員会では、竜王町の顔とも言えるインターチェ
ンジ周辺の清掃活動や通学路の清掃等の環境保全・交
通安全のための啓発活動等、より良い竜王町へ少しでも
地域の皆様に役立てる、喜んでいただける活動を心がけ
ていきたいと思っています。皆様のご指導とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

公衆安全委員会
委員長　安井　肇

　今年度、献血献眼委員長を務めさせていただく事にな
りました。町民の皆様には、献血に深いご理解とご協力
をいただき、誠にありがとうございます。
　今年度は8月22日に30周年記念事業として20人の
成分献血を予定しております。今後とも献血事業に町
民の皆様のご理解をいただき、さらなるご協力をお願い
いたします。

献血献眼委員会
委員長　近藤  浩 一

　2008年7月1日より計画大会委員長を務めさせてい
ただくことになりました。早々にスピーチ例会、納涼例
会等々の例会行事を作らせていただき、例年にも増して
会員の親睦と信頼を深め今後の奉仕とクラブの発展を
目指して有意義な計画を立てたいと思っていますので、
皆様のご支援とご協力の程、よろしくお願いいたします。

計画大会委員会
委員長　山中  武 雄

　今年度、社福市民青少年育成委員長を務めさせてい
ただくことになりました。地域に奉仕活動を続けて30
年が経ちますが、当委員会は、福祉協議会への車椅子の
寄贈やチャリティうどんバザーの実施、小学校への備品
補助等の福祉事業、少年の主張竜王町大会の後援等、
青少年育成事業への協力、災害時の援助協力等多岐に
渡り活動しております。
　皆様のご支援、ご協力よろしくお願いいたします。

社福市民青少年育成委員会
委員長　澤井  隆 男▼通学路の清掃〈奉仕例会2008.5.20〉
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月　日 時　間 例　会　名
08月05日（火） 19：00 通常例会（スピーチ）
08月12日（火） 19：00 定例理事会
08月19日（火） 19：00 納涼例会
09月02日（火） 19：00 通常例会（スピーチ）
09月09日（火） 19：00 定例理事会
09月16日（火） 未  定 健康推進例会
10月02日（木） 18：30 ガバナー公式訪問例会
10月14日（火） 19：00 定例理事会
10月21日（火） 07：30 労力奉仕例会（交通安全）
11月02日（日） 08：30 うどんバザー例会（労力奉仕）
11月11日（火） 19：00 定例理事会
11月22日（土） 11：00 30 周年式典
12月02日（火） 08：30 労力奉仕例会（通学路）
12月09日（火） 19：00 定例理事会
12月16日（火） 未  定 クリスマス家族例会

近  藤活魚割烹
～四季折々の山海の幸を
　　　　　　　ご賞味下さい～

◆寿司・懐石・オードブル◆
◆仕出し・祝事・仏事・会合等◆
 ご予算等お気軽に相談下さい

※40名までのお座敷宴会ご予約承ります〈送迎あり〉
少量からお気軽にお問い合わせ下さい
蒲生郡竜王町大字川守2254-2

会席料理
慶弔料理

0748-57-0882☎ 
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　今年の夏は、非常に過酷な天候が続いていて、今年も
「暑い」という表現ではとても言い尽くせない『熱い』夏
が続きました。ただ、この暑さでも、お盆に近くなると少
し朝晩涼しくなって、エアコンの生活から、少し自然の風
に当たってみたい季節になってきました。
　さて、竜王ライオンズクラブは、今年で設立30周年を
迎えます。地域に貢献したい奉仕の精神で活動してきま
したが、まだまだ充分に地域の皆様にお答えできていな
い30年かなと思い、反省しております。先人達の努力
を無駄にすることがないよう、これからまた一年ずつ、地
域奉仕を続けていけるようクラブ全員が努力していきま
すのでご支援ご指導を賜わりたくお願いいたします。
　暑さ厳しい折柄、皆様におかれましては、どうぞご自愛
いただきますよう宜しくお願いいたします。

（PR情報委員会　編集委員一同）

第22回　「少年の主張大会」 　　　 2008年7月5日

ライオンズクラブ賞  竜王中学校 2年  木村  萌さん
『 将 来 の 夢 』

例会予定表LIONS
CALENDAR 【前 期／2008.7.1 ～ 2009】

昨年度 国際平和ポスターコンテスト最優秀賞
Grand Prize Winner   Ming Yang Soong
13 years old
Sponsored by Bidor Lions Club   Malaysia

発　行／竜王ライオンズクラブ
《事務局》
〒520-2552　滋賀県蒲生郡竜王町大字小口20-2
　　　　　　　　　　　　  （竜王町商工会館内）
TEL.0748-58-1120　FAX.0748-58-2246
E-mail ryuo.lc@lily.ocn.ne.jp

編■集■後■記■

新入会員紹介

①岡山治彦さん
②昭和45年2月15日
③株式会社 岡山建設
④竜王町山之上
⑤L犬井真純
⑥献血献眼委員会

株式会社 岡山建設
〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上3313番地
TEL 0748-57-0461　FAX 0748-57-0463
E-mail : okayama-kensetsu@rmc.ne.jp

総合建設業 土木・建築・舗装・解体
エクステリア外構・造園
宅内下水道・公園 etc…

本　社　〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅2550-1
　  　　TEL 077-587-3520　FAX 077-587-3620
事務所　竜王・湖南・甲賀・東近江・彦根・高島
　　　　大阪・京都・三重・和歌山

ー水環境を創るコンサルタントー

環境設計株式会社
代表取締役　尾川 幸左衞門

①お名前　②生年月日　③勤務先
④ご自宅　⑤スポンサー　⑥委員会

①村田茂治さん
②昭和38年9月18日
③有限会社 大成電気
④竜王町川守
⑤L村地良一
⑥公衆・安全委員会

竜王町下水道指定工事店
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