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「仲間と地域との共生」

“絆と奉仕”

▼第27回 少年の主張竜王町大会に後援〈2013.7.6〉

※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。

『仲間と地域との共生』
　日中の暑さがまだまだ厳しい昨今でありますが、皆様には益 ご々健勝のこととお喜び申し上げます。
　第３６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、
この重責を果たして参りたいと思います。
　ライオンズクラブは、２０７カ国に約１３５万人の会員でその中で、当クラブは、１９７８年に結成し、現在３６名
の会員が在籍しております。ライオンズクラブの活動目的には、「奉仕」、「地域社会の向上」、「友情、親善」
等があります。また、地域の向上なくして、ライオンズ（クラブ会員）の向上なしという観点から、今年のクラブ
のテーマは、「仲間と地域との共生」を掲げました。今年度の事業としては、「青少年の育成」、「環境保全」、

「交通安全啓発」を行ないます。さらに会員の友情、親善、相互理解を高める例会を行ないます。
　今年度３５周年として記念例会、周年事業を計画しております。周年事業は、地域に貢献出来る事業を行
ないます。
　地域とともに歩むライオンズクラブとして活動していきますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

竜王ライオンズクラブ
会  長

L尾川 幸左衞門

We Serve
（われわれは奉仕する）

!
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▲竜王町少年の主張大会に共催
　（2012.07.07）

▲労力奉仕例会
　善光寺川堤に花桃植樹
　（2012.07.17）

▲健康推進例会
　グランドゴルフ大会
　（2012.08.07）

▲第２回竜王町英語スピーチ
　大会に共催
　（2012.08.12）

▲新入会員のＬ西村善幹
　（2012.07.03）

活動報告 【2012年7月~2013年6月】

▲飯塚竜王ライオンズクラブ（福岡県）様
　表敬訪問
　（2012.11.08）

▲クリスマス家族例会　
　手品ショーに子ども達も大喜び
　（2012.12.18）

▲クリスマス家族例会　
　サンタクロースからのプレゼント
　（2012.12.18）

▲ 京都朱雀ライオンズクラブ
様の通常例会に表敬訪問

（2013.01.17）

▲通常（スピーチ）例会
　Ｌ山本喜彦によるスピーチ
　（2012.12.04）

▲新入会員のＬ山添喜久男
　（2012.09.04）

▲労力奉仕例会
　竜王小学校前で交通安全啓発
　（2012.09.25）

▲７Ｒ１Ｚ親善合同例会
　（ガバナー公式訪問例会）
　（2012.10.09）

▲栗東・竜王ＬＣ合同例会
　（2012.10.17）

▲納涼例会
　ビアンカ（浜大津）にて
　（2012.08.24）

新任のごあいさつ

　納涼の候、皆様におかれましてはご壮健にてお
過ごしの事とお喜び申し上げます。
　竜王町はアウトレットや作業服メーカーの開業など

インターチェンジ付近の景観、来町者数の増加等大きく変貌してきました。
そうした中、当クラブも今までの奉仕活動を踏襲しつつ新しい時代に即応
した活動を展開して行かねばならないと考えています。今年度当クラブは
設立３５周年を向かえる事となり、このような節目の年に幹事という重責を
お預かりすることは身の引き締まる思いでありますが、会員皆様のご指導
とご協力を頂きながら尾川会長の方針に従い、地域への奉仕活動及び
例会等を充実し、会員相互の友情の絆を深めたいと思います。

L安井　肇
幹事

　今年度　本部の役員としてライオンズクエスト副委
員長という大役を授かりました。「いじめ」にあって自
殺するという痛ましい事件が起こっている今日、思春

期の子ども達に携わる教職員の方 に々、本プログラムを理解し、教育現場
で活用してもらい、児童・生徒にライフスキルを身に付けていただく為、各
地域における教職員の方 に々受講してもらい、次代を担う青少年育成をお
手伝いさせていただきます。皆様のご協力をお願い申し上げます。

L井口　敏夫
地区役員ライオンズクエスト副委員長 　晩夏の候、皆様にはいっそうご活躍のこととお慶

び申し上げます。
　今年度の会計を務めさせていただくこととなりました。

　アベノミクス効果と言われる中まだまだ我 の々ところまでその効果が実感
出来ないのが現状ではないでしょうか。
　財源厳しい折ではありますが、各事業が意義ある奉仕活動となるよう
会計管理に努めさせていただきたいと思います。今年度は３５周年記念と
なります。地域の皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

L西澤　靖裕
会計

　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。
　今年度　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。今年度は、すでに三人の方が入会をして頂き
ました。仲間が増えて嬉しいことです。
　当委員会は支援活動、奉仕活動等を主な活動として行なっています。
ライオンズクラブ必携を基に会則を守り、実りある３５周年になるよう努めさ
せていただきます。一人でも多くの皆様のご入会をお待ちしております。

L寺田　金雄
会員会則出席財務接待委員会　委員長

　今年度、ＰＲ情報委員長を務めさせていただ
くことになりました。
　当委員会では竜王ライオンズクラブの活動内

容を広く皆様にご理解いただけるように情報発信して参ります。ホー
ムページでは詳しく各事業活動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。皆様のご
支援とご協力の程よろしくお願いいたします。

L山本　喜彦
ＰＲ情報委員会　委員長



①山添　喜久男さん
②１９５８．２．１８生まれ
③山添電気
④岩井
⑤安井　肇
⑥公衆・安全委員会

①犬井　真弘さん
②１９８２．１．２６生まれ
③㈱竜王自動車
④山之上
⑤寺田　金雄
⑥社福市民青少年育成委員会

①松瀬　武夫さん
②１９５７．４．１０生まれ
③松瀬工務店
④小口
⑤安井　肇
⑥献血献眼委員会

去る２０１３年３月２５日㈪に
Ｌ犬井 眞澄が病気のため
死去されました。謹んで
お悔やみ申し上げます。
Ｌ犬井眞澄は、竜王ラ
イオンズクラブのチャー
ターメンバーでもあり、
クラブ運営にご尽力賜り

ました。また、第２１代会長をはじめ当クラブの
リーダーとして牽引いただいた方でもあり、非常
に残念な知らせとなりました。心からご冥福をお
祈り申しあげます（享年６５歳）。

訃　報
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　今年度、公衆安全委員会の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。今年度は、アウトレットの増床オー
プンで来町者の増加が期待されますので、善光寺川周辺の美化・花桃
の植樹等、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。

L西村　善幹
公衆・安全委員会　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６日に行なわれました少年の

主張竜王町大会の後援をさせていただき、８月４日には竜王町英語スピー
チ大会を共催させていただくなど、社会福祉と青少年健全育成事業へ
の協力等、昨年度に引き続き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岡山　伸彦
社福市民青少年育成委員長

▲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
　（2013.01.22）

▲通常（スピーチ）例会
　Ｌ西村善幹によるスピーチ
　（2013.02.05）

▲健康推進例会　
　ラジオ体操と簡単なストレッチ体操
　（2013.02.19）

▲役員指名例会
　70歳のＬ若井冨嗣へ花束贈呈
　（2013.03.05）

▲新年参拝例会　
　結婚₄₀周年のＬ井口敏夫に花束贈呈
　（2013.01.08）

▲健康推進例会
　 トレーナーをお招きし、スト

レッチ体操（2013.06.14）

▲研修例会
　靖国神社参拝（2013.06.17）

▲研修例会
　国会議事堂見学
　（2013.06.17）

▲研修例会
　 東京方面へ今年度最後の研修
　（2013.06.16）

▲研修例会
　東京方面（スカイツリー搭乗）
　（2013.06.16）

▲花見例会
　 雄琴温泉『びわ湖花街道』に

て花見例会（2013.04.20）

▲年次大会
　 大津プリンスホテルにて
（2013.04.20）

▲労力奉仕例会
　竜王西小学校　通学路の清掃
　（2013.05.14）

▲近隣親善合同例会
　 ホテルニューオウミにて献血

献眼スピーチ（2013.05.21）

▲労力奉仕例会
　 善光寺川沿いに、『桃花』の

苗木を植樹（2013.04.05）

　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。

L松瀬　忠幸
献血献眼委員会　委員長

①お名前　②生年月日　③勤務先
④ご自宅　⑤スポンサー　⑥委員会新入会員紹介

　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
案していきたいと思います。
　納涼例会・クリスマス家族例会・他クラブ合同例会等の他に今年はＣＮ
３５周年に当たる年なので、より一層思い出に残る例会になるように活動し
ていきますので、皆様のご協力を宜しくよろしくお願い致します。

L岡山　治彦
計画大会委員会　委員長
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国際平和ポスター作品募集中！
　「国際平和ポスターコンテスト」は、今年で第26回を迎
えます。テーマは「Our World, Our Future（私達の世界、
私達の未来）」です。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、優秀作品は竜王ライオンズクラブとして４点を京
都滋賀奈良の３府県の地区審査に出品します。

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■

　小学校の給食エプロン袋、施設のベンチ、福祉車両などに「竜
王ライオンズクラブ」の名前を見かけます。私が竜王ライオンズクラ
ブにお誘いを受けるまで、名前は見ていても何をしている団体なのか
まったく知りませんでした。先輩から入会を勧められ、現在はメンバー
の方 と々一緒に青少年育成事業、街頭啓発、清掃活動などを行っ
ています。奉仕活動を通して地元である竜王町がよくなればと日々
思っています。
　今年のスローガンは「仲間と地域との共生」です。今年も地域
のみなさまにお役にたてるような奉仕活動をしてまいります。引き続き、
ご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。
 （ＰＲ情報委員会　Ｙ．Ｙ）

第２7回少年の主張竜王町大会に後援！
　2013年７月６日（土）竜王町公民館大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、その中から、
増穂 桜華（ますほ おうか）さん<竜王小６年>、久 永奈（ひ
さ はるな）さん<竜王中２年>のお二人に竜王ライオンズク
ラブ賞が贈られました。
今年のクラブスローガンである『仲間と地域との共生』の
内容に近いものや、家族を想う感謝の気持ちを発表する子
供達、明日の郷土に生きる若い世代の積極的な意見が聞け、
会場は拍手喝采に包まれました。
 感謝

LIONS　
CALENDAR 例会予定表【2013~2014年度】

月　日 時　間 例　会　名
 7月 2日（火） 19:00 役員引継例会
 7月16日（火）  8:30 労力奉仕例会
 8月 6日（火） 19:00 通常例会
 8月22日（木） 18:30 納涼例会
 9月 3日（火）  7:30 労力奉仕例会（交通安全）
 9月19日（木） 18:00 ガバナー公式訪問例会
10月 1日（火） 19:00 健康推進例会（グランドゴルフ）
10月15日（火）  8:30 労力奉仕例会（追肥、草刈）
11月 2日（土）  8:30 うどんバザー例会
11月19日（火） 18:00 ＣＮ35周年記念例会
12月 3日（火） 19:00 通常例会（スピーチ）
12月17日（火） 18:00 クリスマス家族例会
 1月 7日（火） 16:00 新年参拝例会
 1月21日（火） 19:00 通常例会（平和ポスター）
 2月 4日（火） 18:00 合同健康推進例会
 2月18日（火） 19:00 通常例会
 3月 4日（火） 19:00 役員指名例会
 3月18日（火）  8:30 労力奉仕例会（植樹）
 4月 1日（火） 19:00 通常例会
 4月19日（土） 19:00 花見例会
 5月 6日（火） 19:00 通常例会
 5月15日（木） 10:00 7Ｒ1Ｚ親善合同例会
 6月 3日（火）  8:30 労力奉仕（追肥、草刈）
6月未定 未定 研修例会

●昨年の優秀作品受章者●


