第２9回少年の主張竜王町大会に後援！
2015 年（平成 27 年）7 月 4 日（土）15：00 ～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、犬井 澄（いぬい
すみ）さん < 竜王小 6 年 >
「スポーツ少年団から学んだこ
と」
、
川嶋 英仁
（かわしま ひでひと）さん < 竜王中１年 >
「交通事故がなくなるために」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、クラブの基本施策であ
る
『絆と奉仕』を意識した内容のスピーチや、家族や友人を
テーマにした心あたたまる発表もあり、わが竜王町の小中
学生の主張は、
心に響くすばらしい内容のスピーチ大会で
した。 大感謝

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 28 回を迎えま
す。
テーマは「Share Peace（平和を分かち合おう）」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。
●昨年の優秀作品受賞者●
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We Serve!

例 会 予 定 表【 2015~2016年度】
時

間

例

7 月 7 日（火） 19:00

役員引継例会

会

（われわれは奉仕する）

名

7 月 21日（火） 19:00

通常（スピーチ）
例会

8 月 4 日（火） 19:00

通常（外部講師と懇談）例会

8 月18 日（火）

未定

納涼例会

9 月 1 日（火）

8:00

労力奉仕（交通啓発）例会

9 月 19日（土）

未定

ウォーキング例会

10月 6日（火） 18:00

ガバナー公式訪問例会

10月 24日（土）

7:50

労力奉仕（草刈）
例会

11月 1日（日）

終日

うどんバザー

11月 17日（火） 19:00

栗東 LC＆竜王 LC 合同例会

12月 1日（火） 19:00

通常（スピーチ）
例会

12月 15日（火）

未定

クリスマス家族例会

1月 5日（火）

未定

新年参拝例会

1月 19日（火） 19:00

通常（スピーチ）
例会

2 月 2 日（火） 19:00

健康推進例会

2 月 16日（火） 19:00

福祉例会

3 月 1日（火） 19:00

役員指名例会

3 月 18日（金） 19:00

CN37周年記念例会

4 月 5日（火）

未定

花見例会

4 月 19日（火）

未定

7Ｒ1Ｚ親善合同例会

5 月 10日（火）

8:30

労力奉仕（追肥、
消毒）
例会

5 月 24日（火） 19:00

健康推進例会

6 月 未定（土）

7:50

労力奉仕（草刈）
例会

6 月 未定

未定

研修例会

Liberty,

Intelligence,

竜王ライオンズクラブ情報誌
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「初心にかえって『We Serve』」
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“絆と奉仕”

※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。

行／ 竜王ライオンズクラブ

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/
新車・中古車・全車種販売・車検整備・
鈑金・塗装・あいおい損保保険代理店・
レンタカー

英 伸

『初心にかえって奉仕』

〒520-2551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1170-7
TEL:0748-58-0031
（代） FAX:0748-58-1905
iguchi@komarigoto.net

季夏の候、
皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、竜王ライオンズクラブの第 38 代会長という大役をはからずもお受けする事となりま
した。会員各位、地域の皆様方のご指導とご協力をいただき、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、知性を高め友愛と相互理解の精神で平和と自由を守り社会奉仕に精進す
ることをモットーに、
世界 208 ヶ国に 136 万人、日本に 113,000 人、当クラブには、
現在 35 名の会
員が在籍しております。
当クラブでも社会福祉、
青少年育成、交通安全、
労力奉仕、
献血、
献眼などの事業に取り組んで

株式会社

和

クラブスローガン

▼第29回 少年の主張竜王町大会に後援〈2015.7.4〉

今年の夏は、女子サッカーワールドカップで日本が準優勝し日本国
民に大きな夢と活力を与えてくれました。特にパワーのアメリカに対
して、チームワークの日本は今持っているすべての力を出し切ってく
れたように感じました。早くも次のワールドカップ、いや、5 年後の東
京オリンピックでの日本選手の活躍を大いに期待せざるを得ません。
当竜王ライオンズクラブは、地元への貢献として、社会福祉、学校教
育、公衆安全などに奉仕するという活動を続けております。35名の会
員のチームワークで地元皆様との交流を継続してまいります。今年度
『初心にかえって奉仕』をスローガンとして活動を開始しました。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 I. M）

〒520-2552
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珠開発株式会社

Our

自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる

おります。
■本社・整備工場

R Jレンタカー

滋賀県蒲生郡竜王町山之上5253
TEL 0748-57-0121 ／ FAX 0748-57-0215

今年度もより一層地域に根ざしたライオンズクラブを目指して活動していきたいと思います
ので、皆様方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ます。

竜王ライオンズクラブ
会 長

L 和田 四志夫

L犬井

新任のごあいさつ
L西澤

靖裕

L尾川

幹事

L谷

PR情報委員会

幸左衞門

会員会則出席財務接待委員会 委員長

本年度の幹事を務めさせて頂くこととなり
ました。
伝統ある竜王ライオンズクラブも 36 年が過
ぎ、今年度は会長にクラブ立上げ当初からのメンバーである和田会
長が就任されるということで、あらためて「初心にかえって、奉仕
をしよう」と言う内容のスローガンで当クラブの運営を行ってまい
ります。
わたくし自身はまだ経験不足な部分もありこれから活動させ
て頂く中で勉強をさせて頂く事もあるかと思いますが、地域への
奉仕活動そして会員相互の友情を深めるために円滑なクラブ運営
に努めていきたいと思っております。
皆様のご理解、ご協力を賜ります様お願い申し上げます。

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。ライオンズクラ
ブは世界最大の奉仕団体であり、竜王ライオン
ズクラブは、1987 年に県下で 20 番目に結成し会員は現在 35 名で、
例会を毎月第 1、3 火曜日に商工会館で行っています。地域での奉
仕活動や会員の研修・親睦を通じて、友情を深めています。
このような活動をご理解いただき多くの皆様方の入会を心か
らお待ちしております。今後とも当クラブへのご理解ご協力をお
願い申し上げます。

L松瀬

忠幸

計画大会委員会 委員長

康夫

会計
今年度、会計を務めさせて頂くことになりま
した。
竜王ライオンズクラブ規程に則り、計画に基
づいた予算執行が計れるよう努力させていただきます。
会員のボランティア活動に欠かせない資金需要の確保と適正な
会計処理を進めてまいります。地元の皆様から信頼されるライオ
ンズクラブを目指して参ります。

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。
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を立案し、今年度の方針
「初心に帰って（Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ）
」にありますように、奉仕する事
に努めてまいります。
1 年間の例会及び理事会計画を作成し、初心に帰る例会に努め
ます。また、家族例会としてクリスマスやウォーキング例会そして、
竜王町地域おこし協力隊のみなさんを招いた懇談会を計画して
います。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
まいります。

活動報告 【 2014年7月~2015年6月】
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真弘

L岡山

委員長

献血献眼委員会

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岡山

健喜

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 4 日に行なわれました
第 29 回少年の主張竜王町大会の後援をさせていただきました。
来
たる 8 月 23 日、第 5 回竜王町子ども英語スピーチ大会にも共催さ
せていただきます。
また、昨年度も成果を上げた国際交流事業、本年は留学生の海外
派遣を成功へと導けるよう準備して参りますので、
皆様のご支援
とご協力をお願い申し上げます。

新入会員紹介
①お名前
④ご自宅

猛雄

公衆・安全委員会

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。
当委員会では、
献血・献眼事業の推進、
アイバ
ンク・骨髄バンク事業の推進、
健康例会を掲げ活動してまいります。
特に献血事業では、町民の皆様をはじめ町内各事業所様にご理
解のもとに成り立つ事業であります。
皆様に少しでもご理解いた
だける様、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。

社福市民青少年育成委員会 委員長

L松瀬

治彦

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、本年度も
昨年に引き続き、
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”を目指して参ります。
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。

②生年月日 ③勤務先
⑤スポンサー ⑥委員会

①山添 信男さん
②1959.1.28
生まれ

③JAグリーン近江
④川守
⑤澤井 隆男
⑥PR情報委員会

①片岡 大さん
②1969.7.9
生まれ

①澤井 孝之さん
②1974.7.30
生まれ

①浅原 淳さん
②1977.8.17
生まれ

①森嶋 政文さん
②1980.8.1
生まれ

③日昇紙管工業 ㈱
④山中
⑤寺田 金雄
⑥社福市民青少年
育成委員会

③珠開発 ㈱
④橋本
⑤菱田 三男
⑥献血献眼委員会

③ ㈱ 沢井建設
④綾戸
⑤村田 英朗
⑥公衆・安全委員会

③森島商事㈱
④山之上
⑤菱田 三男
⑥PR情報委員会

▲2014－2015新年度
事務所開き
（2014.07.01）

▲2014－2015事務所開き
記念ゴルフコンペ
（2014.07.01）

▲竜王町少年の主張大会に後援 ▲役員引継例会
（2014.07.05）
（2014.07.08）

▲来日学生歓迎例会
（2014.07.22）

▲クリスマス家族例会
（2014.12.16）

▲クリスマス家族例会
▲新年参拝例会
サンタクロースからの
（2015.01.06）
プレゼント（2014.12.16）

▲通常例会にて
国際平和ポスター表彰式
（2015.01.20）

▲ドラゴンハットスポーツジム
にて健康推進例会
（2015.02.03）

▲町長懇談例会
（2014.08.05）

▲納涼例会（長浜港遊覧）
（2014.08.19）

▲竜王町英語スピーチ大会に
共催（2014.08.24）

▲交通安全啓発例会
（2014.09.16）

▲やまびこ作業所様との
福祉例会（2015.02.17）

▲ゴルフ部主催親睦コンペ
名門ABCゴルフ倶楽部にて
（2015.02.27）

▲認証36周年記念例会
（2015.03.18）

▲労力奉仕（花桃の植樹）例会
善光寺川堤防にて
（2015.04.07）

▲京料理ぎをん石坂様での
花見例会（2015.04.25）

▲近隣ライオンズクラブ
合同例会（2014.10.09）

▲労力奉仕（花桃の植栽と草刈） ▲健康推進（家族ウォーキング） ▲通常（スピーチ）例会
Ｌ松瀬猛雄によるスピーチ
例会（2014.10.21）
例会（2014.11.02）
（2014.11.18）

▲スピーチ例会
Ｌ竹井信好によるスピーチ
（2014.12.02）

▲京都奈良滋賀地区の年次大会が ▲近隣親善合同例会
京都国際会館で開催
ホテルニューオウミにて
（2015.04.25）
（2015.05.14）

▲健康推進例会
カローリングに挑戦！
（2015.05.26）

▲労力奉仕例会
▲研修例会 萩＆博多方面
善光寺川清掃で三日月知事出席 （2015.06.17）
（2015.06.06）
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▲親善合同例会
（ガバナー公式訪問例会）
（2014.09.04）
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