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“絆と奉仕”

▼第854回 YCE来日学生歓迎例会〈2014.7.22〉

※竜王ライオンズクラブは、平成２６年７月15日〜 26日まで海外の留学生 鄭佑延（Kuang,You-Ting）君を受入れしました。

『友情と団結そして躍進』
日中の暑さがまだまだ厳しい昨今でありますが、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
第37代会長の大役に就かせて頂き、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。
208ヵ国に約135万人の会員がライオンズクラブに登録されていて、人道的奉仕の理念に専念するライ
オンズという共同体で組織されています。
我々は、地域社会が必要とされるクラブ活動を目的に「奉仕」「青少年の育成」 「環境保全」等の
運営をしながら会員の友情、親善、総合理解を高めるきらりと光る例会を行います。
又、アクティビティを通じて人との交わり・地域との連携を強調していきます。

竜王ライオンズクラブ
地域と共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 会 長

す。

L 澤井 隆男

新任のごあいさつ
L村田

英朗

L藤田

幹事

ＰＲ情報委員会

この度、皆様のご推挙により伝統ある竜王ライオン
ズクラブの幹事を仰せつかりました。すべてにおいて
経験不足で未熟な私ですが、経験豊富で行動力
のある澤井会長と、温厚で責任感のある菱田会計のご指導をいただき一
生懸命務めさせていただく所存でございます。
竜王ライオンズクラブは誕生して35年が過ぎ、明日に向かって変革に
挑戦する新たな年だと思います。新しいライオンズクラブの第一歩として、
また今後クラブが更なる発展をしていくように職務に励みたいと思います。

L菱田

L松瀬

三男

残暑の候、皆様におかれましては益々のご健勝
にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
今年度の会計をお仰せつかりました。ライオンズ
の規定に則り、正しく各事業および奉仕活動がスムーズに実行されるよう、
会計管理に精一杯努力させて頂きます。皆様のご理解ご協力の程、宜
しくお願い致します。

L中島

正己

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５日に行なわれました第２８
回少年の主張竜王町大会の後援をさせて頂き、７月１５日からは１２日間
に渡りYCE事業留学生のホームスティ受入を行います。そして、８月２４
日には第４回竜王町子ども英語スピーチ大会を共催させて頂くなど、社
会福祉と青少年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します。

L岡山

健喜

公衆・安全委員会

委員長

今年度、公衆安全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、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。また、今年度も昨
年度に引き続き、善光寺川周辺の美化、花桃の植樹等、“緑と文化
があふれる、美しいまちづくり”を目指してまいります。皆様のご理解、
ご協力、そして、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

L山添

康夫

計画大会委員会

忠幸

社福市民青少年育成委員会長 委員長

会員会則出席財務接待委員会 委員長
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。宜しくお願い申し上
げます。
ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体であり、全世界や地域社
会に対し奉仕活動を続けてまいりました。奉仕の精神と会員相互の
友 情を深める為、多くの皆 様に会員になって頂き、一 緒に奉 仕 活
動ができますよう、皆様方の入会を心からお待ちしております。今後
とも竜王ライオンズクラブへのご理解とご協力をよろしくお願い申し上
げます。

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。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。また、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。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。

会計

L谷

信吾

喜久男

献血献眼委員会

委員長

委員長

今年度、献血献眼委員長を務めさせて頂くこと

今年度、計画大会委員長を務めさせて頂くことに

になりました。

なりました。

当委員会では、献血・献眼事業の推進、アイバ

当委員会では、竜王ライオンズクラブ会員相互の
親睦、近隣ライオンズクラブとの交流が出来る例会を立案し、澤井会長
の方針にあります『きらりと光る例会の開催』に務めて参ります。
納涼例会・クリスマス家族例会・近隣クラブ合同例会のほかに、今年
は町長懇談例会、教育長懇談例会など新しい例会も計画しております。

ンク
・骨髄バンク事業の推進、健康例会の実施を掲げ活動してまいります。
特に献血事業では、町民の皆様はじめ町内各事業所様にご理解頂
ける様、活動してまいりますので、皆様のご指導ご協力を宜しくお願い致
します。

地域の皆様に信頼いただけるライオンズクラブを目指して参ります。

訃

報

去る２０１4年（平成２６年）３月２７日（木）にＬ福島 茂が
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福島 茂は、竜王ライオンズクラブのチャーターメンバー
でもあり、クラブ運営に大変ご尽力賜りました。また、第
５代会長を務めていただくなど当クラブの先駆者としてご
活躍いただきました。 心からご冥福をお祈り申しあげます
（享年８６歳）
。
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３５th

おかげさま
た！
で３５周年を迎えまし

活動報告 【 2013年7月~2014年6月】

▲新年度事務所開き（新三役） ▲竜王町少年の主張大会に共催 ▲労力奉仕例会 妹背の里公園 ▲英語スピーチ例会
▲第３回竜王町英語スピーチ
（2013.07.01）
（2013.07.06）
内にある‘あづまや’清掃
中嶋講師による英語レッスン
大会に共催
（2013.07.16）
（2013.08.06）
（2013.08.04）

▲納涼例会 鮎料理で夕涼み
（2013.08.22）

▲竜王西小学校前の通学路で
交通安全を呼びかけ
（2013.09.03）

▲親善合同例会
（ガバナー公式訪問例会）
（2013.09.19）

▲健康推進例会（グランド
ゴルフＩＮドラゴンハット）
（2013.10.01）

▲文化祭にて、労力奉仕
（うどんバザー）例会
（2013.11.02）

▲３５周年記念例会で
記念コンサート
（2013.11.19）

▲３５周年記念例会で
記念コンサート
（2013.11.19）

▲通常（スピーチ）例会
▲海外留学生歓迎例会
Ｌ山添喜久男によるスピーチ （2013.12.03）
（2013.12.03）

▲クリスマス家族例会
（2013.12.17）

▲クリスマス家族例会 サンタ ▲新年参拝例会
クロースからのプレゼント
（2014.01.07）
（2013.12.17）

▲通常例会にて
国際平和ポスター表彰式
（2014.01.21）

▲労力奉仕（花桃の植樹）例会
善光寺川堤防
（2013.10.15）

▲ドラゴンハットスポーツジム
にて健康推進例会
（2014.02.05）

▲今年度入会のＬ犬井真弘によ ▲ゴルフ同好会主催親睦コンペ ▲今年度入会のＬ澤井好三によ ▲労力奉仕（花桃の植樹）例会 ▲妹背の里で花見例会
るスピーチ例会
（2014.02.26）
るスピーチ例会
善光寺川堤防にて
（2014.04.15）
（2014.02.18）
（2014.03.18）
（2014.04.08）

▲ヨガとダンスエクササイズに ▲近隣親善合同例会
よる健康推進例会
ホテルニューオウミにて
（2014.05.07）
（2014.05.15）

▲竜王清流会様と一緒に
善光寺川堤防の清掃
（2014.06.07）

▲研修例会
▲研修例会
大阪あべのハルカス見学研修
大阪道頓堀川クルーズ研修
（2014.06.17）
（2014.06.18）

▲３５周年記念事業 あいさつ ▲３５周年記念事業 やまびこ ▲３５周年記念事業 『未来の
▲３５周年記念事業 竜王清流 ▲３５周年記念事業 竜王町社
運動推進講演会に共催
作業所様へスポットクーラー
竜王町』の絵を図書館壁画に
会へ環境保全活動支援金を寄
会福祉協議会へ福祉車両を寄
（2013.07.27）
を３台寄贈（2013.07.27） リニューアル（2013.08.22） 贈（2013.10.26）
贈（2013.11.11）
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第２８回少年の主張竜王町大会に後援！
2014年（平成26年）７月５日（土）14：30 ～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。
当日は竜王ライオンズクラブ賞として、重田 さくら（し
げた さくら）さん<竜王西小６年>「大切な言葉」
、嶋田
彩花（しまだ あやか）さん<竜王中３年>「自分と環境」
のお二人に贈呈しました。
受賞された皆さんの発表内容は、今年のクラブスローガン
である『友情と団結そして躍進』の内容に近いものや、家
族や友人をテーマにした感動する発表もあり、明日を担う
小中学生の主張は、心に響く感動の連続でした。
感謝

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２７回を迎えます。
テーマは「Peace, Love and Understanding（平和・愛・
理解）」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。
●昨年の優秀作品受章者●
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月

日

例 会 予 定 表【 2014~2015年度】
時

間

例

会

名

7月 8日（火）

19:00

役員引継例会

7月22日（火）

17:00

通常（YCE歓迎）例会

8月 5日（火）

19:00

通常（町長懇談）例会

8月19日（火）

15:00

納涼例会

9月 4日（木）

18:00

ガバナー公式訪問例会

9月16日（火）

  8:00

労力奉仕（交通安全）例会

10月 ７日（火）

18:00

合同例会（元ガバナーを囲んで）

10月25日（土）

8:30

11月 ３日（月）

９:00

11月18日（火）

19:00

12月 2日（火）

19:00

12月16日（火）

未定

クリスマス家族例会

1月 6日（火）

未定

新年参拝例会

1月20日（火）

19:00

通常（教育長懇談・平和ポスター表彰）

2月 3日（火）

19:00

健康推進例会

2月17日（火）

未定

3月 3日（火）

19:00

3月18日（水）

19:00

4月 ７日（火）

未定

花見例会

4月２１日（火）

8:30

労力奉仕例会

5月１２日（火）

19:00

健康推進例会

5月１４日（木）

未定

6月 ２日（火）
6月未定

労力奉仕例会
健康推進（家族ウォーキング）例会
通常例会
通常例会

福祉例会
役員指名例会
CN36周年記念例会

7Ｒ1Ｚ親善合同例会

8:30

労力奉仕例会

未定

研修例会

編 ■集 ■後 ■記 ■
私が竜王ライオンズクラブに入会して早や4年が過ぎました。
まだまだわからないことだらけですが、今思うことは入会して良
かったということです。地元のことを何も気にせず生活してきま
したが、今はメンバーの方々と一緒に青少年育成事業、街頭
啓発、清掃活動などを通して地元である竜王町が少しでもよく
なればと思えるようになりました。今年のスローガンは『 友情と
団結そして躍進』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 Ｓ．
Ｆ）

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
ホームページ http://www.ryuo-lions.org/

〒520-2552

オール電化・太陽光発電・エアコン工事

電気工事のことなら・・・

ステンレス加工製品・ガラス
エクステリア・サッシ

自動車のことなら

山添電気 昭栄産業（株） 和田産業株式会社

〒 520-2522 滋賀県蒲生郡竜王町岩井 511
TEL 0748-57-0942 FAX 0748-57-1072
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蒲生郡竜王町岩井 257-1
TEL& 有線 57-0504 FAX57-0458

本社（近江八幡）33-1144
中古車（ ″ ）37-5558

