モットー

We Serve!

（われわれは奉仕する）
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

クラブスローガン

「（30周年を終えて）ー地域に
根ざして また一歩」
基本施策
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▼妹背の里清掃〈労力奉仕例会 2009.7.21〉

※ʻあづまやʼは、
竜王ライオンズクラブ結成5周年の時に寄贈しました。それ以来、
毎年夏に全員で清掃しています。

『（30周年を終えて）温故知新―地域に根ざして また一歩』
残暑厳しい日が続く今日この頃、
皆様にはご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。
去る7月1日より竜王ライオンズクラブ会長という大役をお引き受けすることになりました。何
分そのような器ではございませんが会員皆様のご協力のもと各事業に邁進する所存でございます。
昨年竜王ライオンズクラブも30周年を無事終えることが出来ました。今年度は、この間に諸先
輩方が築いて来られた伝統を大切に今の時代に合ったクラブ作り、そして一人でも多くの仲間を
集い、一層地域に根ざした奉仕活動を目指して努力して参ります。長引く不況の中で、青少年を取
り巻く環境改善や地域の抱える諸問題が多い中、
『 ʻこんな時代にライオンズ ʼ ではなく、ʻこんな 竜王ライオンズクラブ
時代だからこそライオンズ ʼ 』
としての活動が必要であると確信します。
今後ともライオンズクラブ活動へのご理解を賜わり、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。
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新任のごあいさつ
L中嶋 久司

L和田 四志夫

幹

京都・滋賀・奈良地区YCE副委員長

事

残暑の候、皆様にはますますご健勝
のこととお喜び申し上げます。
さて、この度竜王ライオンズクラブ
の幹事という大役を務めさせて頂く
ことになり、今更ながら責務の重さを
痛感しております。
今年度は、スローガンにありますように
『
（ 3 0 周年を終え
て）温故知新 地域に根ざして また一歩』の通り、今まで蒔か
れた色々な種が芽を出し、実り、そして又一段と大きく成長
出来るよう、根をしっかり張る一年だと思います。そんな
中、私は、世界最大の奉仕団体でもあるライオンズクラブの
一員として活動できることを喜び、地域に貢献できるよう
一生懸命努力したいと思っております。
最後になりましたが、会長とメンバーのパイプ役として
クラブ運営が潤滑に出来るよう頑張る所存ですので、皆様
方のご指導のほど、
よろしくお願い申し上げます。

ライオンズクラブには、青少年交換
留学という制度があります。これは
16歳から21歳までの青少年が国際交
流することを推進する事業です。ラ
イ オ ン ズ 国 際 青 少 年 交 換（YCE）へ
参加し、他国への旅、ホストとなる家庭での滞在、異文化を
体験する事は人生を変えるほどの大きな経験になります。
1961年以来毎年、多くの青少年がYEプログラムに参加して
きました。このプログラムは
「世界の人々の間に相互理解
の精神をつちかい発展させる」ことを目指しています。他
の交換プログラムと違い、ライオンズ国際青少年交換プロ
グラムは観光や学術調査などを目的としていません。それ
以上に、文化を学ぶ機会を提供する独自性のあるプログラ
ムなのです。ライオンズクラブがある180カ国以上で行わ
れており、期間は 4 〜 6週間がほとんどです。異国の家庭に
ホームステイすることにより、家族との交流、その国の習慣
や文化に触れたり、各国の青少年と共にキャンプ生活をす
る夏期と冬期に交換生を派遣、受入れをしております。青
少年の皆さん一度チャレンジしてください。

L澤井 正男
会

L近藤 浩一

計

今年度、会計を務めさせていただく
ことになりました。昨年末からの不景
気の荒波は、まだまだ回復の兆しが見
えてきません。いつの時代も、好景気
―不況の波は巡ってきます。健全なる
クラブ運営を目標にして、共に奉仕活動に貢献出来るように
努力して参りたいと思います。
30周年を終えて、また新しい一歩を踏み出そうとしておりま
す。新入会員の入会を切に期待しております！

計画大会委員会委員長
今年度、計画大会委員長を務めさせ
て頂くことになりました。納涼例会、
クリスマス家族例会等々の例会行事
を計画しており、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ていきたいと
思っておりますので、皆様のご支援とご協力のほどよろし
くお願いいたします。

■ 活 動 報 告 【 2008年11月~2009年7月】
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▲青少年育成事業（広澤講師による
講演）2008.11.2

▲楽しかったクリスマス例会2
2008.12.16

▲青少年主張大会竜王ライオンズ
クラブ賞の発表 2009.1.20

▲国際平和ポスター授与式2
2009.1.20

▲楽しかったクリスマス例会1
2008.12.16

▲新年例会 2009.1.6

▲国際平和ポスター授与式1
2009.1.20

▲社会福祉協議会様へ車椅子を寄贈
2009.2.10
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L西村 勝

L安井 肇

会員会則出席財務接待委員会委員長

社福市民青少年育成委員会委員長

残暑の候 町民の皆様におかれま
しては益々ご健勝のこととお喜び申
し上げます。
私たちクラブ会員は、知性を高め、
友愛と相互理解の精神を持ち、社会奉
仕に精進することをモットーに活動し、代償を求めずを原
則にしています。クラブ会員が力を合わせて団結して、奉
仕を成し遂げた時は何事にも代えがたい成果となり、大き
な財産であると確信しています。
この私が担当する委員会は、一人でも多くの仲間を増や
そうと努力しており、今後も多くの仲間と共に奉仕活動を
続けていきたいと思っています。皆様のご理解を頂き、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

「この世で生き残れるのは、強いも
のでもなく、賢いものでもない、変化
できるもののみが生き残れる」とダー
ウィンが進化論のなかで唱えました。
新しい発想と時代に適応した社会
福祉・青少年育成活動を展開していけるように、当クラブ
も、より良く『TRANSFORMER（変身）』して行かなければ
なりません。厳しい経済不況の中ではありますが努力して
参ります。
また、近く開設予定の当クラブのホームページに皆様の
ご意見もお寄せいただきたく思います。

L岡山 俊明
L巻本 幸光
公衆・安全委員会委員長
今年度、公衆安全委員長をお預かり
することになりました。私が担当す
る委員会は、地域に密着した奉仕作
業と、交通安全に関する事業、または
環境保全を目的とする年 3 回の清掃
活動を行なっております。竜王町のよりよい環境と安全を
守り、地域の皆様に喜んでいただける活動を心がけたいと
思っております。まだまだ未熟な私ですが、皆様のご指導
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

献血献眼委員会委員長
残暑なお厳しい折、いかがお過ごし
でしょうか。今年度、献血献眼委員長
を務めさせて頂くことになりました。
町民の皆様には、昨年度も献血に深
いご理解、ご協力を賜わり、誠にあり
がとうございます。お蔭様で滋賀県が設定する竜王町の全
血献血・成分献血ともに目標をクリアする事が出来ました。
多くの皆様の献血へのご協力に感謝し、また今年度も変わ
らぬ、少しでも多くの皆様に献血事業の推進とご協力を頂
きますようよろしくお願い申し上げます。

▲L村田茂治によるスピーチ例会
2009.2.24

▲健康推進例会（エアロビクス運動）
2009.6.2

▲新年度スタート 竹山町長 表敬訪問
2009.7.1

▲新年度役員（中松会長、中嶋幹事）
2009.7.1

▲交通安全啓発活動（竜王西小にて）
2009.5.15

▲メンバー同士で仲よく体操

▲新年度スタート 商工会 表敬訪問
2009.7.1

▲新年度理事のメンバー
2009.7.1
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第23回少年の主張竜王町大会に後援！

L谷 康夫
PR情報委員会委員長
PR情報委員会では、クラブ活動の紹
介や、会員募集のお手伝いとしてのPR
ツールの発行などを計画しておりま
す。地域の皆様とのコミュニケーショ
ンや、奉仕活動を通じてこの竜王町発
展の一助になればと考えます。主な事業は下記の通りです。
1.クラブ情報紙『和（やわらぎ）』の発行
2.国際平和ポスターの出展
3.ホームぺージの創刊
当クラブの活動が地域の皆様にご理解いただくために、情
報発信はPR情報委員会から活発に行ないます。
LIONS
CALENDAR

例会予定表

月 日
7月 7日（火）
7月21日（火）
8月 4日（火）
8月18日（火）
9月 1日（火）
9月15日（火）
10月15日（木）
10月20日（火）
11月 未 定
11月17日（火）
12月 1日（火）
12月15日（火）
1月12日（火）
1月26日（火）
2月 2日（火）
2月16日（火）
3月 2日（火）
3月16日（火）
4月 6日（火）
4月15日（木）
5月18日（火）
5月22日（土）
6月 1日（火）
6月 未 定

時 間
19：00
8：30
19：00
17：00
19：00
7：30
未 定
未 定
8：30
19：00
8：30
未 定
未 定
19：00
未 定
19：00
19：00
8：30
未 定
7：30
19：00
未 定
未 定
未 定

【 2009~2010年度】

例 会 名
役員引継ぎ例会
労力奉仕例会
通常例会（スピーチ）
納涼例会
通常例会（スピーチ）
労力奉仕例会（交通安全）
ガバナー公式訪問例会
健康推進例会
うどんバザー例会（労力奉仕）
通常例会（スピーチ）
労力奉仕例会
クリスマス家族例会
新年参拝例会
通常例会（スピーチ）
健康例会
通常例会（スピーチ）
役員指名例会
労力奉仕例会（通学路の清掃）
花見例会
労力奉仕例会（交通安全）
通常例会（スピーチ）
7R1Z親善合同例会
健康推進例会
研修例会

当クラブに多大な尽力をいただきました村地 良一氏
（竜王町綾戸）が、7 月 1 日、お亡くなりになりました。
ここに謹んでお悔やみ申し上げるとともに故人のご冥福をお祈り申し上げます。

去る7月11日（土）竜王町公民館にて開催されました少年の
主張竜王町大会に、今年も竜王ライオンズクラブは後援しま
した。当日は小学生5名、中学生9名の発表があり、竜王ライ
オンズクラブ賞として、曹佳湖（ちょう かほ）さん〈竜王西小
6年〉、木下優里佳（きのした ゆりか）さん〈竜王中1年〉のお二
人に授与しました。
また、参加者全員に記念品を贈呈し、明日を担う小中学生の
爽やかで、且つ力強い主張に参加者一同感動を憶えました。

▲木下優里佳さん

▲曹佳湖さん

国際平和ポスター作品募集中！
今年第22回を迎えます『国際平和ポスターコンテスト』。今回の
テーマは、
『The Power of Peace（平和が生み出す力）』です。地
区審査、国際審査と進み、2010年2月頃に最優秀作審査が行なわれ
ます。竜王ライオン
ズクラブでは、竜王、
竜王西両小学校様に
100点の作品を募集
しております。

▲昨年の優秀作品

編 ■集 ■後 ■記 ■
今年の梅雨は西日本を中心に長く猛威を振るったため、梅雨明
けの夏は、非常に過酷な天候に感じられるこのごろです。しかし、
子供たちの夏休みは、今も昔も変わらず水遊びやキャンプなど、私
たちの子供時代と同じ光景がこの竜王町では見受けられます。私
たちが今出来ることはこの素晴らしい町を、親しみをもって接し、
町民の皆様と共存していくことではないかと考えております。
引き続き、竜王ライオンズクラブの活動に、より一層のご支援
とご協力をお願い申し上げます。
最後になりましたが、暑さ厳しい折柄、ご自愛くださいませ。
（ＰＲ情報委員会 Y.T）

物故ライオン

故

発

L村地 良一

《事務局》

没 平成21年7月1日
享年59才
ライオン歴
2002年9月3日
2007年度
2008年度
2009年度

行／ 竜王ライオンズクラブ

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

〒520-2552

入会
幹事
テール・ツイスター
会計

寺院荘厳、各種仏壇230本展示

注文住宅の家

明治6年（1873年）に創業し、百三十余年

株式
会社

清水仏壇店

竜王町山之上4573-1
（近江八幡〜ダイハツ間 東出バス停下車）

57-0576

TEL（ 0748）

4

一級建築士事務所

関

光弘

総合建設業 〔建築部〕〔土木部〕〔不動産部〕
株式会社
Yama

お洗濯・ご修復・別注も承ります
見積無料

〒520-2541

お気軽にご相談下さい

竜王町岡屋1535番地1

〈営業時間〉
AM8:30 〜 PM6:30

ヤマタケホーム〔住宅部〕

ISO9001 取得

TEL 57-1100

ヤマタケ創建
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