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基本施策

「 地域で活かそう・
　友情の絆 」

“和をもって事を成す”

▼妹背の里清掃〈労力奉仕例会 2010.7.20〉

※‘あづまや’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。

『地域で活かそう・友情の絆』
　一段と暑さ厳しい折、皆様にはご壮健にてお過ごしのことと心からお慶び申し上げます。
　日頃皆様には、それぞれの分野で社会に奉仕する活動に、ご活躍とご尽力を賜わり厚くお礼を申し上げます。
　この度、７月より はからずも友情と奉仕の精神で先人が築いてこられた伝統を誇る、竜王ライオンズクラブ
の会長という大役を仰せつかり、その責任の重大さを痛感致しております、幸い私以上の三役さん、各委員
長さんと共にこの一年各事業の推進に努力をしてまいりたいと思います。
　社会情勢も依然厳しく、また青少年を取り巻く状況なり、社会も目にあまるものもあり、大変な時代の中で、ラ
イオンズが地域に果たす役割は、今日までの伝統ある活動を少しでも前進する運営に活かすべく「本年度
のスローガン。地域に活かそう・友情の絆」と和をもって事を成す、コミュニケーションを大切にライオンズクラ
ブの更なる発展を目指し頑張ってまいりたいと考えておりますので、皆様方の力強いご協力とご理解、ご鞭
撻を賜わりますようよろしくお願い申し上げ、ごあいさつと致します。

竜王ライオンズクラブ
会  長

L若井 冨嗣

We Serve
（われわれは奉仕する）

!



▲労力奉仕例会　少し休憩
　（2009.07.21）

▲スピーチ例会　緊張気味？の
　Ｌ岡山（2009.08.04）

▲スピーチ例会　会員による
　そうめん差入れ
　（2009.08.04）

▲納涼例会　出席率が高かった
　です（2009.08.18）

▲労力奉仕例会　全員集合
　（2009.07.21）
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活動報告 【2009年7月~2010年6月】

▲あざみの会様による通常例会
　（2009.11.05）

▲クリスマス家族例会　奥様も
　お気に入り（2009.12.15）

▲クリスマス家族例会　
　ファンタジーな世界
　（2009.12.15）

▲スピーチ例会　
　岡谷教育委員長によるスピーチ
　（2009.11.17）

▲クリスマス家族例会　
　なばなの里（2009.12.15）

▲交通安全　竜王小学校での
　立ち当番（2009.09.15）

▲健康例会　蒲生野の湯に
　入ったあとは和気藹々
　（2009.10.06）

▲健康例会　蒲生野の湯に
　入ったあとは和気藹々
　（2009.10.06）

▲ガバナー公式訪問例会　
　表彰を受けました
　（2009.10.15）

▲納涼例会　床で楽しく例会
　（2009.08.18）

　残暑の候　町民の皆様におかれましては益 ご々
健勝のこととお喜び申し上げます。
　今年度若井会長のもと、会員会則出席財務接待委

員長を務めさせていただくことになりました。昨今の経済情勢の中、メンバー
の増強等が難しくなってきておりますが、当委員会では会員増強を第一に
頑張りたいと思っておりますので、この会報をご覧になられた方でボランティ
アまたは奉仕活動等に気持ちのある方はご連絡いただければ幸いです。
入会して一緒に奉仕活動をしようではありませんか？お待ちしております。

L菱田  三男
会員会則出席財務接待委員会委員長

新任のごあいさつ

　残暑の候　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。
　今年度、竜王ライオンズクラブの会計を務めさせ

ていただくことになりました。会長、幹事の方針に従いメンバーみんなが仲
良く過ごしていけるように努力していきたいと思います。長引く景気低迷の
折、メンバーも減少しつつあるのですが新入会員の入会を促し、地域に密
着した奉仕活動が出来るように努めたいと思います。

L井口  敏夫
会　計

　今年は例年にない長雨で梅雨が明ければ、猛暑続
きの毎日ですが皆様方には変わらずご壮健でご活躍

の事と心よりお喜び申し上げます。
　さて、今回地区役員をお引受け、一昨日キャビネット会議に出席致しました。
ガバナーの話によりますと会員が減少し、活動が不充分な状態との事で会員
増強の話で有れば他の仕事を後回しにして各クラブに出向くとのことです。不
況続きの折だけに難しいと思いますが、奉仕にご賛同いただける方がおられ
ましたら入会のお誘いの方、宜しくお願い致します。未だ暑い日が続きますが
お体には充分気を付け奉仕活動にご尽力下さる様、宜しくお願い致します。

L和田  栄之助
長期計画・リサーチ副委員長

　残暑の候、皆様方には、ご壮健に
てお過ごしのこととお喜び申し上げ
ます。

　さて、この度幹事という大役を務めさせて頂くことになり、
本部での研修を受け、今年度の地区クラブの会合に参加
し、職務の重さを感じております。
　ライオンズクラブとは、世界205カ国に45，834のクラブがあ
り、我が国でも3，306のクラブがある世界最大の奉仕団体
であります。今年度の国際協会のテーマとしては、『希望の
光』で、当クラブのスローガンは『地域で活かそう・友情の
絆』であります。地域での奉仕活動や会員の研修・親睦を
通じて、友情を深めることだと思います。地域の奉仕活動と
しては、川守地区にある『あづまや』の清掃、道路の清掃、
交通安全の啓発、献血、学校・教育活動への支援等があ
ります。また、会員の研修・親睦としては、月２回の例会があ
ります。これらの地域への奉仕活動及び例会等を充実し、
会員と皆様方の友情の絆を高めたいと思います。
　幹事として、会長の方針に従い会員の協力を得てクラ
ブ運営が充実できるように努める所存ですので、皆様方の
ご協力ご指導をよろしくお願い致します。

L尾川  幸左衞門
幹　事



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藤田信吾さん
②昭和41年1月19日
③株式会社ＪＢ Ｎｅｔ
④竜王町西川
⑤Ｌ井口敏夫
⑥献血献眼委員会

①岡山健喜さん
②昭和42年12月12日
③株式会社岡喜商店
④竜王町山之上
⑤Ｌ寺田金雄
⑥献血献眼委員会

新入会員紹介
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L岡山  治彦
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。当委員会では、地域に密
着した奉仕活動として、通学路や公園、イ

ンターチェンジ周辺の清掃、交通安全のための街頭啓発等を行
なっております。今年は、アウトレットがオープンされ交通量やポイ捨
てゴミの増加が懸念されますので、より一層地域の皆様に喜んで
いただける活動を心がけて行きたいと思っております。まだまだ未
熟な私ですが、皆様のご指導とご協力をよろしくお願い致します。

　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。
　スピーチ例会・納涼例会・クリスマス家族例

会等の各例会の中でも印象に残る例会として計画しております。
　例年にも増して会員の親睦と信頼を深め、今後の社会奉仕活
動の源となる会員相互の結束を計る有意義な計画を立案して参
りますので皆様のご支援とご協力の程よろしくお願いします。

L澤井  隆男
計画大会委員会委員長

　残暑厳しい折、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。皆様には、献血に深いご理

解とご協力を賜わり、誠にありがとうございます。今年は、インター
周辺に大型の商業施設も開店し、多くのお客様が当町を訪れるよ
うになりました。竜王町との関わりの中で献血への関心を高めてい
く活動を創造していかなければならないと考えています。町民はじ
め当町にお勤めの皆様には今後とも献血事業の推進にご理解と
ご協力を頂けますよう衷心よりお願い申し上げます。

L松浦  博
献血献眼委員会委員長

▲クリスマス家族例会　家族含めて
　全員によるパーティー
　（2009.12.15）

▲新年参拝例会　宮司様も
　ライオンズメンバーのＬ犬井
　（2010.01.12）

▲ゲストスピーチ例会　
　竹山町長に来ていただきました
　（2010.01.26）

▲国際平和ポスターの表彰式
　５名の小学生に優秀賞を授与
　（2010.01.26）

▲クリスマス家族例会　お孫さんに
　いいクリスマスになったかな
　（2009.12.15）

▲通常例会　Ｌ藤田信吾入会式
　（2010.05.18）

▲健康推進例会　竜王町健康
　推進協議会　大橋会長による
　食セミナー（2010.06.01）

▲新年度スタート　新三役
　（左からＬ井口、Ｌ若井、Ｌ尾川）
　（2010.07.01）

▲７Ｒ１Ｚ親善合同例会　
　豪雨のためグランドゴルフは
　中止（2010.05.23）

▲７Ｒ１Ｚ親善合同例会　
　パターゲームでは見事準優勝
　（2010.05.23）

▲スピーチ例会　還暦スピーカー
　Ｌ佐橋（2010.02.16）

▲スピーチ例会　還暦スピーカー
　Ｌ澤井正男（2010.02.16）

▲労力奉仕例会　綾戸の
　信号から名神までを清掃
　（2010.03.16）

▲花見例会　奈良　吉野での
　花見例会（2010.04.06）

▲健康推進例会　ビーチバレー
　ボールを楽しみました
　（2010.02.02）

　ＰＲ情報委員会は竜王ライオンズクラブの
活動内容を広く皆様にご理解頂けるよう情
報発信して参ります。昨年よりホームページで

更に詳しく各事業活動の内容をお知らせしております。皆様のアク
セスをお待ちしております。当クラブをご理解いただくと共に我 と々
ともに活動を志される方を募れるような活動に努力して参ります。
　今年度の当委員会の活動内容は以下の通りです。
●会報「和」の発行（年1回）　●国際平和ポスターの協賛
●ホームページの更新（随時）

L西澤  靖裕
PR情報委員会委員長

　今年度、当委員会においては、少年の主
張竜王町大会への後援、うどんバザー例会
の開催、歳末助けあい運動の協力等を予定

しております。明日の竜王町を背負って立つ青少年のためにも、意
義ある活動にしていきたいと思いますので、町民の皆様にも良きア
ドバイスを宜しくお願いいたします。

L村田  英朗
社福市民青少年育成委員会委員長



国際平和ポスター作品募集中！
　今年第23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、『United In Peace（平和で結ばれる）』です。地
区審査、国際審査と進み、2011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。

※昨年は犬井琴音さんの
作品が優良作品として
ゾーンチェアパーソン賞
を受賞しました。

アインズは
チャレンジ25キャンペーンに
参加しています。

CO2排出権付
水なし印刷
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　今年の夏は、非情なくらいに暑く感じます。西日本を中心に猛威を振
るった豪雨のあとの過酷な天候。我が日本は、いつの間にか温帯気候
から亜熱帯気候になってしまったのでしょうか？ ひょっとしたら熱帯気候と
言っても過言ではない日があるように思われます。これらは、すべて環境
破壊、二酸化炭素排出が原因だとしたら、私たちの生活は少し見直す
必要があると思います。
　我が竜王ライオンズクラブは、地域への奉仕活動を通じて、竜王町の
自然、人のつながりを大切にしたいと願い、今年も７月から新体制のもと
皆様に愛される活動をしてまいります。引き続き、町民の皆様のご支援ご
指導を賜わりたくお願い申し上げます。
　暑さ厳しい折柄、どうぞご自愛くださいませ。   （ＰＲ情報委員会 Y.N）

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
HP http://www.ryuo-lions.org/

編■集■後■記■

第24回少年の主張 竜王町大会に後援！
　2010年7月3日（土）19：30～竜王町立武道交流館にて開催さ
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6名、中学生10名の発表があ
り、竜王ライオンズクラブ賞として、北川清華（きたがわさやか）
さん<竜王西小5年>、木下優里佳（きのしたゆりか）さん<竜王
中2年>のお二人に授与し、参加者全員に記念品を贈呈しまし
た。お二人の発表題目は、『思いやりの心』、『めざせ! 上級免
許』でした。明日を担う我が竜王町の小中学生が未来に向かっ
て力強く且つ夢のある言葉に参加者一同大感激しました。

▲北川清華さん ▲木下優里佳さん

株式会社 中嶋工業近江印刷機材社

〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山ノ上2466
TEL 0748-57-0571　FAX 0748-57-1571

印刷機器機材販売

寺 田 金 雄

ガス・上下水道/土木/とび/
産廃収集運搬/農業関連工事
骨材販売/重機回送

〒520-2511
滋賀県蒲生郡竜王町林365番地1
TEL：0748-57-8057　FAX：57-8058
E-mail:nakajima8057@yahoo.co.jp
滋賀県知事許可（般-21）第41898号

例会予定表LIONS
CALENDAR 【2010~2011年度】
月　日 時　間 例　会　名

  7月  6日（火） 19：00 役員引継ぎ例会
  7月20日（火）   8：30 労力奉仕例会
  8月  3日（火） 19：00 通常例会（スピーチ）
  8月17日（火） 未  定 納涼例会
  9月  7日（火） 未  定 ガバナー公式訪問例会
  9月21日（火）   7：30 労力奉仕例会（交通安全）
10月  5日（火） 19：00 通常例会（スピーチ）
10月19日（火） 未  定 健康推進例会
11月  2日（火）  19：00 通常例会（スピーチ）
11月17日（水） 未  定 栗東 LC 合同例会
12月  7日（火）   8：30 労力奉仕例会
12月21日（火） 未  定 クリスマス家族例会
  1月11日（火） 未  定 新年参拝例会
  1月25日（火） 19：00 通常例会（スピーチ）
  2月  1日（火）  19：00 健康例会（ボーリング大会）
  2月15日（火） 19：00 通常例会（スピーチ）
  3月  1日（火） 19：00 役員指名例会
  3月20日（日） 未  定 うどんバザー例会（労力奉仕）
  4月  9日（土） 未  定 花見例会
  4月19日（火）   7：30 労力奉仕例会（通学路の清掃）
  5月10日（火） 19：00 通常例会（スピーチ）・記念例会
  5月  未  定 未  定 7R1Z親善合同例会
  6月  7日（火） 未  定 健康推進例会
  6月  未  定 未  定 研修例会

野間左京くん（竜王西小）

西村ひな乃さん（竜王小）

杉本愛実さん（竜王小）

犬井琴音さん（竜王小）

古澤太晟くん（竜王西小）

●昨年の優秀作品●


