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▼第26回 少年の主張竜王町大会に後援〈2012.7.7〉

※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。

『人・地域・自然に感謝の奉仕』
残暑の候

皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

第３５代会長の大役に就かせて頂きました。会員各位のご支援、
ご協力と地域の皆様のご理解をお願
いし、
この重責を果たしたく存じますので宜しくお願い申し上げます。
昨年の東日本大震災は、
人と地域、
人と自然等々、
今日までの生活や価値観を一変させる出来事であっ
たと思います。
そのことを踏まえ、
今年度は「地域の環境保全」
と経済や社会・文化の国際化にチャレンジで
きる
「青少年の育成」に役立てる支援活動を進めます。
竜王ライオンズクラブは来年３５周年を迎えますが、
諸先輩の地域や世界への奉仕の精神をさらに発展
させて行きたいと思います。
その為には会員相互の友情と親善をさらに進める、
楽しい例会、
実のある例会
を開催したいと願っています。
地域に根ざしたライオンズクラブを目指し頑張って参りますので、地域の皆様のご理解とご協力を賜りま
すよう宜しくお願い申し上げ、
ご挨拶と致します。

竜王ライオンズクラブ
会 長

L中島 正己

新任のごあいさつ
L谷
幹

康夫

Ｌ若井

事

冨嗣

会員会則出席財務接待委員会委員長

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。
ロンドンオリンピックも開催され、
アスリー
ト達の活躍のように、
日本経済も活性化してほしいと願いなが
ら応援している毎日です。我が竜王ライオンズクラブも、友情と
奉仕の精神で、竜王町の人・地域・自然に感謝の奉仕を今年
も継続して参ります。
今年は「竜王町英語スピーチ大会」への共催に初めて取り組む
など、
将来の竜王町を担う子供たちへの応援も開始しました。
「竜
王町少年の主張大会」
と併せて、
子供たちの夢を実現させるような
アクティビティ
（奉仕活動）
を益々充実させたいと考えています。
幹事として中島会長の指示のもと緒先輩方の功績を汚さぬよう
精一杯職務を全うし、
クラブのお世話係として頑張って参ります。

猛暑の候 皆様には御壮健にてお過ごし
のこととお慶び申し上げます。
さて、本年度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。
東日本大震災発生以来、原発事故、台風による大雨、梅雨の
大雨等の災害が続き、経済の低迷と合わせ、国内は大変な状況
下であります。被災地の皆さんの一日も早い復旧、
復興を願ってい
ます。
私たち竜王ライオンズクラブは、ＷｅＳｅ
ｒｖｅ
（奉仕をモットーに）、
奉仕の心を待つ皆さんが友情、親善、相互理解の絆を大切に、
地域社会の中で積極的に活動を展開しております。趣旨に賛同
していただいて、一人でも多くの皆さんの入会をお待ちしており
ます。

L中松 吉廣

Ｌ村田

会

計画大会委員会委員長

計

残暑の候 皆様におかれましては、益々ご壮
健にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。
今年度、
当クラブの会計を務めさせて頂く

ことになりました。
厳しい財源の中ですが、
各委員会が地域に密着した奉仕活動
が推進できますよう財源の確保等にがんば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。

英朗

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。
当委員会では、竜王ライオンズクラブ会員
相互の親睦、他のライオンズクラブとの信頼を深められるような有
意義な計画を立案しております。
スピーチ例会・納涼例会・クリスマス家族例会・他クラブ合同例
会等、
思い出に残る例会になるよう活動していきますので、
ご協力
よろしくお願いいたします。

活動報告 【 2011年7月~2012年6月】

▲竜王町少年の主張大会に共催 ▲新入会員のＬ岡山伸彦
（2011.07.05）
（2011.07.02）

▲通常例会
前年度皆出席の会員を表彰
（2011.07.19）

▲健康推進例会
グランドゴルフ大会
（2011.08.02）

▲納涼例会
いわなや
（多賀町）
さんにて
（2011.08.19）

▲スピーチ例会 Ｌ寺田金雄
（2011.09.13）

▲通常例会
国際平和ポスターの審査
（2011.09.20）

▲７Ｒ１Ｚ親善合同例会
（ガバナー公式訪問例会）
（2011.10.04）

▲健康推進例会
講師のトレーナーによるストレッチ
体操（2011.10.18）

▲通常（スピーチ）
例会
Ｌ岡山伸彦によるスピーチ
（2011.12.06）

▲クリスマス家族例会
▲クリスマス家族例会
サンタクロースからのプレゼント
奥様もお孫さんもハイチーズ
（2011.12.20）
（2011.12.20）

▲スピーチ例会 Ｌ森嶋治雄
（2011.09.13）

▲労力奉仕（うどんバザー）例会 ▲栗東・竜王ＬＣ合同例会
（2011.11.05）
安楽寺住職 普照房慈弘師
の講演（2011.11.15）
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Ｌ岡山

治彦

Ｌ岡山

社福市民青少年育成委員会委員長
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。当委
員会では去る７月７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 後も竜 王 町 英 語スピーチ大 会の共 催や緊 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巻本

幸光

PR情報委員会委員長
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、我々とともに活動を
志される方を募る努力もして参りますので、皆様のご支援とご
協力の程よろしくお願い致します。

Ｌ藤田

献血献眼委員会委員長
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、献血活動にご理解とご協力を
賜り、
誠にありがとうございます。
当委員会では、人道的奉仕活動として、竜王町保険センターと
赤十字血液センターと共に献血推進活動をさせて頂きます。町民
の皆様はじめ当町にお勤めの皆様に、
より献血献眼の推進にご
理解とご協力を頂ける活動を行ないたいと思っておりますので、
皆
様のご指導とご協力をよろしくお願い致します。

新入会員紹介

①お名前
④ご自宅

健喜

信吾

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、交通安全のための街頭啓発や通学路のゴミ拾いや泥上
げ作業等を行なっております。昨年度に行なわれた記念植樹を、
今年度は緑と文化の町によりふさわしくなるよう充実させていく予
定をしております。
より一層皆様に喜んでいただける活動を心がけ
て行きますので、
皆様のご指導ご協力をよろしくお願い致します。

②生年月日 ③勤務先
⑤スポンサー ⑥委員会

①松瀬 忠幸さん
②Ｓ37.2.20生まれ
③松瀬酒造㈱
④弓削475番地
⑤寺田 金雄
⑥計画大会委員会

①山本 喜彦さん
②Ｓ41.11.18生まれ
③㈲竜王メディアセンター
④鏡1695
⑤澤井 隆男
⑥ＰＲ情報委員会

▲クリスマス家族例会
会員によるオークション
（2011.12.20）

▲クリスマス家族例会
子供たちも大喜び
（2011.12.20）

▲通常(スピーチ）例会
Ｌ松瀬忠幸によるスピーチ
（2012.02.21）

▲薬物乱用防止教育講師の授与 ▲労力奉仕例会
Ｌ西澤靖裕
善光寺川堤防沿いに花桃の植樹
（2012.03.21）
（2012.03.06）

▲労力奉仕例会
綾戸北信号から南側の通学路清掃
（2012.05.08）

▲７Ｒ１Ｚ親善合同例会
観音正寺 管長 岡村潤應氏
の法話（2012.05.15）

①西村 善幹さん
②Ｓ44.5.19生まれ
③㈱西村設備工業
④橋本456
⑤和田 四志夫
⑥献血献眼委員会

▲国際平和ポスターの表彰式
▲新年参拝例会
Ｌ松瀬忠幸とＬ山本喜彦の入会式
５名の小学生に優秀賞を授与
（2012.01.11）
（2012.01.24）

▲滋賀県健康づくり財団の
吉川所長によるアイバンクの講演
（2012.02.07）

▲労力奉仕例会
▲記念例会（年次大会）
妹背の里公園内にあるʻあづまやʼ
京都国際会館にてアワード
付近を清掃（2012.04.03）
優良賞を受章（2012.04.21）

▲研修例会
▲渕上道場 総師範
第９５回ライオンズクラブ国際
渕上博昭氏による簡単な体操
大会ＩＮ釜山（2012.06.23）
（2012.06.05）

▲役員引継例会
新入会員のＬ西村善幹
（2012.07.03）
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月

日

例 会予定表
時

【 2012~2013年度】

間

例

会

名

7月 3日（火） 19：00

役員引継例会

7月17日（火）

労力奉仕例会（追肥）

8：30

8月 7日（火） 19：00

健康推進例会

8月24日（金）

納涼例会

18：30

9月 4日（火） 19：00

通常例会 （スピーチ）

9月25日（火）

8：30

労力奉仕例会（交通啓発）

10月 9日（火）

18：00

ガバナー公式訪問例会

10月17日（水）

未 定

栗東 LC 合同例会

11月 6日（火）

8：30

11月20日（火）

19：00

健康推進例会

12月 4日（火）

19：00

通常例会 （スピーチ）

12月18日（火）

未 定

クリスマス家族例会

1月 8日（火）

未 定

新年参拝例会

1月22日（火）

19：00

通常例会 （平和ポスター表彰）
通常例会 （スピーチ）

2月19日（火）

労力奉仕例会 （植樹）

3月 5日（火） 19：00

役員指名例会

3月19日（火）

日野 LC 合同例会

19：00

4月 9日（火） 19：00

通常例会 （スピーチ）

4月20日（土）

特別例会 （年次大会）

5月 7日（火）
5月 未 定

未 定
8：30
未 定

●昨年の優秀作品受章者●

労力奉仕例会（通学路）
7 Ｒ 1 Ｚ親善合同例会

6月 4日（火） 19：00

健康推進例会

6月 未 定

研修例会

未 定

「国際平和ポスターコンテスト」は、
今年で第25回を迎えます。
「Imagine Peace（平和を想像しよう）」
をテーマに実施され
ます。今年も竜王小、竜王西小の各5年生を対象に作品募集し
ております。夏休みの課題のひとつとしてトライしてください。
なお、優秀作品4点については、京都奈良滋賀の3府県の地
区審査に出品します。

労力奉仕例会 （あづまや）

2月 5日（火） 19：00
8：30

国際平和ポスター作品募集中！

第２6回少年の主張竜王町大会に後援！
2012年7月7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6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、杼木 夏星（とちぎ かほ）
さん<竜王小5
年>、
川嶋 凛海（かわしま りんか）
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。
今年の会長スローガンである
「人・地域・自然に感謝の奉仕」
にふさわしいお二人の発表でありました。
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

編 ■集 ■後 ■記 ■
今年の夏は、
関西電力の節電ＰＲもあって、
商業施設や駅では、
エレ
ベーターが止まったり、一部照明が消されたり、様々な節電に対する取
り組みがされています。
『ＣＯＯＬ ＳＨＡＲＥ
（クールシェア）』や『エコアク
ション』
など国民の関心は、非常に高いものがあります。
そんな中、開催
されたロンドンオリンピックでも、
ロンドンのタワーブリッジがLEDへと模様
替えされたり、
エコへの取り組みがなされているとか！エコに対する取り
組みは、
まさに世界的な取り組みですね。
我が竜王ライオンズクラブは、
『 人・地域・自然に感謝の奉仕』
を今年
度のスローガンとして活動を開始しました。竜王町の自然、
人のつながり
に感謝し、
今年も地域への奉仕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 Ｔ．
O）

発

行／ 竜王ライオンズクラブ

《事務局》

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/

〒520-2552

▲杼木 夏星さん

▲川嶋 凛海さん

わかりませんは大歓迎！
「わからなくなったのは、いつから？どこから？
個別指導の名学館では、どんな学年の、どんな成績の生徒に
対しても、正面からとことん向き合い、その生徒にあった指導
方法で、「理解できる楽しさ」「目標達成できる喜び」を感じて
もらうために、丁寧な指導を大切にしています。

「無料説明会＆一日無料体験入学」実施中！
【対象学年：小学生〜高校生まで】

名学館 AQUA21 校
TEL:0748-37-4119
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社寺建築・一般建築施工

巻本工務店
〒520-2511
滋賀県蒲生郡竜王町林五七五
TEL.0748-57-0749 FAX.0748-57-1006
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