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「 絆でつなぐ奉仕の輪 」

“異体同心”

▼第25回 少年の主張竜王町大会に後援〈2011.7.2〉

※竜王ライオンズクラブは、毎年 少年の主張竜王町大会を応援しています。

『絆でつなぐ奉仕の輪』
　残暑の候 皆様には益 ご々健勝のこととお喜び申し上げます。
　この度図らずも第３４代会長という大役を頂いて身の引き締まる思いで一杯であります。会員各位のご
指導を頂き、又ご支援をお願いし、この重責を果たして参りたいと思っております。
　今年のクラブのテーマは「絆でつなぐ奉仕の輪」と致しました。常に地域社会で皆様のお陰で今日あると
いうことを謙虚に受け止め、それに感謝の気持ちで社会に奉仕する事を心がけて行きたいと思っておりま
す。又、運営方針としまして会員が一つにし各々会員が責任を果たして頂く事、それは例会には必ず出席
する事。クラブ活動には積極的に参加する事。委員会運営についても、各委員会の横の連絡を密にして、
会員全体で委員会活動を支援する体制が必要であると考えますので、クラブ運営につきましては、会員各
位のご協力をよろしくお願いします。
　今後一層、友情・親睦・相互理解の絆によって会員の融和を図って参りたいと思っていますので、よろしく
お願い申し上げます。
　地域の皆様には今後ともライオンズクラブをご理解いただき、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げ
ます。

竜王ライオンズクラブ
会  長

L寺田 金雄

We Serve
（われわれは奉仕する）

!



▲労力奉仕例会　全員集合
　（2010.07.20）

▲スピーチ例会　経験豊富な
　Ｌ藤田（2010.08.03）

▲納涼例会　涼しい信楽で会食
　（2010.08.17）

▲ガバナー公式訪問例会　
　表彰を受けました
　（2010.09.07）

▲新入会員（岡山健喜Ｌ）入会
　（2010.07.06）
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活動報告 【2010年7月~2011年6月】

▲通常例会　公民館館長
　楠本恭久氏によるゲストスピーチ
　（2010.11.02）

▲栗東ライオンズクラブとの
　合同例会（2010.11.18）

▲労力奉仕例会　竜王西小学校
　前の通学路の泥上げ
　（2010.12.07）

▲栗東ライオンズクラブとの
　合同例会（2010.11.18）

▲栗東ライオンズクラブとの
　合同例会（2010.11.18）

▲交通安全　子供たちは
　元気です（2010.09.21）

▲スピーチ例会　苦笑いの
　Ｌ岡山（2010.10.05）

▲健康推進例会　すこやかライフの
　すすめ（禁煙のきっかけに？）
　（2010.10.19）

▲健康推進例会　竜王町保健士
　早藤さん野々村さんの
　レクチャー（2010.10.19）

▲交通安全　竜王小学校での
　立ち当番（2010.09.21）

　残暑の候 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、寺田会長のもと、会員会則出席

財務接待委員長を務めさせて頂くことになりました。3月11日発生し
ました東日本大震災と、それに伴い発生しました原発事故等により
まして「住の問題」「食の問題」など日本に大変な混乱がおこって
います。そんな中でも、被災地では義援金やボランティア等による
復興支援活動が少しずつ進んでいます。ライオンズクラブでは、町
内をはじめとして色 な々形での支援活動、奉仕活動等を一年を通
して行なっています。当委員会では、このような奉仕活動をするメ
ンバーを募集中です。一緒に活動をしようではありませんか。お待
ちしております。

L中松  吉廣
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 町民の皆様には、ご壮健にてお
過ごしのこと、心からお喜び申し上げます。
　当クラブの会計を務めさせていただくこと

になりました。
　会計は、会長、理事会の監督を受け、クラブ会計事務を処理す
る職務であります。
　厳しい財源の中、地域に密着したアクト（奉仕）が出来るよう頑
張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

L犬井  眞純
会　計

　この度、竜王ライオンズクラブの推薦を受け、
近隣6クラブの調整役ともいうべき重責をお受

けする事となり、責任の重大さを痛感致しております。幸い6クラブ
の会長様、幹事様とも今まで顔なじみの方も多く、ある意味で胸を
なでおろしています。
　社会情勢も、国内外を問わず大変厳しい状況ではございます
が、安心、安全な社会を築くためには先ず、自分のことは自分で守
り、地域のことは地域で守る「自助、共助」が一番のキーワードで
はないかと考えております。今年度の寺田会長のスローガン「絆で
つなぐ奉仕の輪」を掲げ、地域のコミュニケーションを大事にしな
がら、友情の輪を大きく育てて参りたいと考えておりますので、皆様
方の温かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

L森嶋  治雄
7R1Zゾーン・チェアパーソン

　残暑の候 皆様にはご壮健にてお過ごし
のこととお慶び申し上げます。
　さて、この度 幹事という大役を務めさせて頂

くことになり先般、幹事研修会を受け職務の重さを感じております。
　社会情勢も依然厳しい中、東日本大震災の影響又、原発による
放射能セシウム汚染等さまざまな角度から景気回復が遅れる中、
竜王ライオンズクラブは、図らずも友情と奉仕の精神で先人が築
いてこられた地域に果たす奉仕団体であります。
　今年のクラブスローガンは「絆でつなぐ奉仕の輪」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、会員の要としてクラブの運営が
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澤井  隆男
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岡山伸彦さん
②昭和37年1月21日
③特定非営利活動法人いっぷく
④近江八幡市安土町常楽寺
⑤Ｌ菱田三男
⑥献血献眼委員会

新入会員紹介
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L村田  英朗
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、通学路のゴミ拾いや泥上

げ作業、交通安全のための街頭啓発を行なっております。今年度
は緑と文化の町にふさわしくなるよう記念植樹を予定しております。
　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いきた
いと思っておりますので、皆様のご指導とご協力よろしくお願いい
たします。

　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安井  肇
計画大会委員会委員長

　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、献血活動に深
いご理解とご協力を賜わり、誠にありがとうご

ざいます。特に今年3月の東北地方太平洋沖地震の発生により、
さらに多くの方々が献血への関心を高めて頂き、ご協力を頂いて
おります。町民はじめ当町にお勤めの皆様に、よりこの献血献眼
の推進にご理解ご協力を頂ける活動を行ないたいと考えておりま
す。皆様のご指導ご協力をよろしくお願い致します。

L藤田  信吾
献血献眼委員会委員長

▲クリスマス家族例会　
　会員によるオークション
　（2010.12.21）

▲クリスマス家族例会　
　会員懇親会（2010.12.21）

▲クリスマス家族例会
　お孫さんとツーショット
　（2010.12.21）

▲新年参拝例会　
　苗村神社参拝後、例会
　（2011.01.11）

▲クリスマス家族例会　
　サンタクロースからの贈り物
　（2010.12.21）

▲7R1Z親善合同例会　
　東日本大震災の被災状況を
　伝えるパネル（2011.05.17）

▲研修例会　長良川温泉方面
　鵜飼い見学（2011.06.26）

▲新年度スタート　新三役
　（左からＬ犬井、Ｌ寺田、Ｌ澤井）
　（2011.07.01）

▲健康推進例会　高血圧と
　脳卒中についてレクチャー
　（2011.06.07）

▲研修例会　長良川温泉方面
　2日目には熱田神宮を参拝
　（2011.06.26）

▲役員指名例会　
　誕生日の記念品を受け取る
　Ｌ菱田（2011.03.01）

▲花見例会　会場では
　義捐金を集めました
　（2011.04.05）

▲労力奉仕例会　竜王小学校前
　から南へ５００ｍを清掃
　（2011.04.19）

▲7R1Z親善合同例会　滋賀県防災
　危機管理監　小椋正清氏による講演
　（2011.05.17）

▲国際平和ポスターの表彰式
　４名の小学生に優秀賞を授与
　（2011.01.25）

　今年度、ＰＲ情報委員長を務めさせて頂く
ことになりました。当委員会では竜王ライオン
ズクラブの活動内容を広く皆様にご理解頂

けるように情報発信して参ります。ホームページで詳しく各事業活
動の内容をお知らせしておりますので皆様のアクセスをお待ちして
おります。また、会報「和」の発行や国際平和ポスターへの協賛な
どにも取り組んでおります。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の
で、皆様のご支援とご協力の程よろしくお願い致します。

L岡山  治彦
PR情報委員会委員長

　昨年度のＰＲ情報委員会に引き続き、本
年度の社福市民青少年育成委員会を預か
らせていただくことになりました。今年度、当

委員会では去る7月2日に行われました少年の主張竜王町大会の
後援をさせていただきました。今後もチャリティーうどんバザーの開
催、緊急災害発生時の援助協力、青少年健全育成事業への協
力等の活動を行なっていきます。
　本年度もご協力の程よろしくお願い申し上げます。

L西澤  靖裕
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24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、『Children Know Peace（子供たちは平和を知っ
ている）』です。地区審査、国際審査と進み、2012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、竜王小
と竜王西小の2校の5年生全員に作品を募集しております。
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　今夏の話題は、なんと言っても『なでしこジャパン』の優勝ではないで
しょうか？
　世界の多くのメディアも相次いで、日本の粘り強さを賞賛の声で伝え
た。敗れた米国でも「この勝利は、地震と津波の被害から復興する国に
プライドを与えた」とトップニュースで紹介し、あのオバマ大統領もツイッ
ターで「日本、おめでとう」とつぶやいた。
　日本チームの技術、精神面をほめざるを得ない見事な優勝ではある
が、東日本大震災後ということを考えると、これ以上の励ましと希望は他
には見当たらない。
　『なでしこジャパン』とまでは言わないが、我が竜王ライオンズクラブ
も、地元竜王町での奉仕活動を通じて、将来に夢と希望のある町づくり
に少しでも協力したいと思います。 （ＰＲ情報委員会 Ｈ.Ｏ）

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２５回少年の主張竜王町大会に後援！
　2011年7月2日（土）竜王町公民館ホール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、野々垣弥玖（ののがき みく）さん<竜王西
小6年>、谷村陽菜（たにむら ひな）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。
　今年は、将来の夢や、絆・命の大切さなどを主張する発表が
多かったように感じました。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。　感謝

▲野々垣 弥玖さん ▲谷村 陽菜さん

ライフショップ なかまつ

竜王町西川　TEL 58-0531
FAX 58-1731

土・日曜特価と自家製総菜の店

（竜王町いきいき宅配便加盟店）

各種塗料・接着剤・各種テープ・
ワックス・塗装具の専門商社

西山産業株式会社有限会社　オフィスなかじま
代表取締役

中島   正 己
〒520-2572 滋賀県蒲生郡竜王町西川1459-2
TEL.0748-58-3040　FAX.0748-58-3045

http://www.nishiyama-s.jp
滋賀県蒲生郡竜王町山面982-2  〒520-2564
TEL.0748-58-8252　FAX.0748-58-8253

例会予定表LIONS
CALENDAR 【2011~2012年度】
月　日 時　間 例　会　名

  7月  5日（火） 19：00 役員引継ぎ例会
  7月19日（火）   8：30 労力奉仕例会
  8月  2日（火） 19：00 健康推進例会
  8月19日（金） 18：00 納涼例会
  9月  6日（火） 19：00 通常例会
  9月20日（火）   8：30 労力奉仕例会（交通安全）
10月  4日（火） 19：00 ガバナー公式訪問例会
10月18日（火） 19：00 健康推進例会
11月  5日（土）  未  定 うどんバザー例会（労力奉仕）
11月15日（火） 未  定 栗東 LC 合同例会
12月  6日（火） 未  定 労力奉仕例会（植樹）
12月20日（火） 未  定 クリスマス家族例会
  1月10日（火） 未  定 新年参拝例会
  1月24日（火） 19：00 通常例会
  2月  7日（火）  19：00 健康推進例会
  2月21日（火） 19：00 通常例会
  3月  6日（火） 19：00 役員指名例会
  3月21日（水） 19：00 通常例会
  4月  3日（火） 19：00 通常例会
  4月17日（火） 未  定 特別例会
  5月  8日（火）   8：30 労力奉仕例会（通学路の清掃）
  5月15日（火） 未  定 7R1Z親善合同例会
  6月  5日（火） 19：00 健康推進例会
  6月  未  定 未  定 研修例会

市田　匠くん（竜王西小６年）

松村 萌絵さん（竜王小５年）大橋 諒也くん（竜王西小６年）

井口 貴博くん（竜王西小６年）

●昨年の優秀作品●

代理店
代理店


