2016（平成28）年7月2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、神田 稜介（かんだ りょ
うすけ）
さん<竜王小6年>「命の大切さ」、松瀬みいな
（まつせ
みいな）
さん<竜王中1年>「私が今がんばっていること」
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
『「チーム竜王！」絆と奉仕』
を意識した内容のスピーチや、子ども達
の一生懸命な姿勢を感じる発表もあり、
わが竜王町の小中学生の
主張は、毎回、心に響くすばらしい内容の大会でした。 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29回を迎えます。
テーマは
「A Celebration Peace（平和、万歳！）」
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。提出期限は9月1日
（木）
です。
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●

月

日

時

間

例

会

役員引継例会

7 月 19 日（火） 19:00

通常（スピーチ）例会

8 月 2 日（火） 19:00

通常（町長と懇談）

8 月 23 日（火） 18:00

納涼例会

9 月 6 日（火）

労力奉仕（交通安全啓発）

8:00

9 月 15 日（木） 18:00

Liberty,

健康推進例会

8:00

労力奉仕（草刈）

11 月 3 日（祝）

未定

家族ウォーキング例会

11 月 16 日（水） 18:00

栗東 LC＆竜王 LC 合同例会

12 月 6 日（火） 19:00

通常（スピーチ）

12 月 20 日（火） 18:00

クリスマス家族例会

1 月 10 日（火） 16:00

新年参拝例会

1 月 24 日（火）

福祉例会
通常（外部講師）例会

2 月 21 日（火） 19:00

通常（スピーチ）例会

3 月 7 日（火） 19:00

役員指名例会

3 月 21 日（火） 19:00

CN38 周年記念例会

4 月 15 日（土） 19:00

花見例会（年次大会参加）

4 月 27 日（木） 18:00

7Ｒ1Ｚ親善合同例会

5 月 2 日（火）

労力奉仕（清掃）

5 月 16 日（火） 19:00

健康推進例会

6 月 4 日（土）

8:00

労力奉仕（草刈）

6 月 未定

未定

研修例会

和

Safety

クラブスローガン

「チーム竜王」絆と奉仕！
基本施策

竜王ライオンズクラブ情報誌
2016.8.14発行
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“絆と奉仕”

編 ■集 ■後 ■記 ■
今年の夏は、
なんと言ってもリオ五輪ですね。放映時間などの関係で毎日
寝不足の方も多いのではないでしょうか。
この会報をお届けする頃は、
ちょう
ど日程が半分程度消化され、折り返しの時期かもしれません。水泳や柔道
で日本がゴールドラッシュであることを期待しています。後半はレスリングや
陸上の男子１００ｍも見どころですね。
さて、当竜王ライオンズクラブですが、今年度は安井会長を筆頭に
『｢チーム竜王！｣絆と奉仕』をスローガンに、社会福祉、学校教育、公衆
安全、環境保全などへの奉仕を通じて地域貢献を果たして参ります。
ライオンズクラブは、Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ
（我々は奉仕する）を理念とする団体
です。そうした意味では「チーム竜王」は理に適った旗印です。町民皆
様の温かいご支援を切にお願い申し上げます。
残暑殊の外、厳しい時節です。
どうぞ皆様にはお身体ご自愛ください。
（ＰＲ情報委員会 Y．N）

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/
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Nation's

▼熊本地震にて被災した熊本城

2 月 7 日（火） 19:00

〒520-2552

4

Our

ガバナー公式訪問例会

10 月 29 日（土）

8:30

Intelligence,

自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる

10 月 4 日（火） 19:00

未定

（われわれは奉仕する）

名

《事務局》

〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上5145-1
TEL 0748-36-2455

We Serve!

例 会 予 定 表【 2016~2017年度】

7 月 5 日（火） 19:00

発

〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上5294
TEL 0748-57-0568

モットー

Work that
remains
in the mind...

水環境を創るコンサルタント

＊心に残る仕事…＊

Construction industry

滋賀県蒲生郡竜王町山之上

環境設計株式会社
代表取締役

本
社
竜王事務所

尾川

幸左衞門

大津市大萱 1-17-20
竜王町薬師 504

▼

第30回少年の主張竜王町大会に後援！
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第99回ライオンズクラブ国際大会（in福岡）にて

「チーム竜王」絆と奉仕！
新涼の候、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。
第39期竜王ライオンズクラブ会長を仰せつかりました安井です。
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（自由を守り知性を重んじ私達の国の
安全をはかる）
の頭文字を綴っています。世界に134万人、
日本に11万人のメンバーを有する大規模
な社会奉仕団体であり、
チームワークを発揮して社会福祉活動を効率よく有意義な効果を上げられる
ように組織された団体です。その中で当クラブのメンバーは34名と規模も小さく奉仕活動も微力では
ありますが、青少年育成支援・社会福祉事業・地域環境保全・献血献眼事業支援など多岐に渡り活

竜王ライオンズクラブ
らもより親しまれ愛されるクラブ運営を、チームワークよく推し進めてまいりたいと考えております。経験 会 長
動しています。
こうした奉仕活動の中からメンバー間のコミュニケーションを深めつつ、地域の皆様か
不足で未熟ですが一生懸命に取り組んでまいりますので宜しくお願い申し上げます。

L 安井 肇

L澤井

新任のごあいさつ
L寺田

金雄

L山添

滋賀・京都・奈良地区
ＰＲ情報副委員長

喜久男

今年度の幹事を務めさせて頂くことになりまし

き１６年が過ぎようとしています。

た。竜王ライオンズクラブにも新入会員さんが沢山
入って頂き新しい風を吹き込んで頂きました。
これ
たしていきたいと思います。
また、他の市町との交流や奉仕活動にも力

もう役職は無いと思っていましたが、
まさかの３３５Ｃ
（滋賀・

を入れ、会員相互の親睦を深め、誰もが意見を出し合える関係に近づく

京都・奈良）地区役員が回ってきました。
ＰＲ情報・副委員長
Ｌ
ｉ
ｏｎｓ Ｔｉｍｅｓ」があります。

様にクラブの発展と運営に努めさせて頂ます。
地域の皆様に信頼して頂きながら、
ご協力、
ご支援を宜しくお願い申
し上げます。

この地域版の「Ｔｈｅ Ｌｉ
ｏｎｓ Ｔｉｍｅｓ」の編集を５人で
任され、
３ヶ月に一度の地域情報誌を発行出来るよう、
また

L松瀬

充実した地域情報誌が出来上がり、会員全員が読んで頂

会計

けるように紙面を盛り上げます。
また、一般の方にも目に止ま

ライオンズクラブの皆様の協力のほど宜しくお願いいたし
ます。本年は６月に福岡で世界大会が行なわれ、世界のライ
オンズクラブメンバーでのパレードの模様を紙面担当してい
ます。
８月号を是非一読いただければ幸いです。

忠幸

今年度の会計を務めさせていただくことになりま

を進めます。
会員相互の友情を深め、地域の皆様から信頼いただけるライオンズ
クラブ運営を目指して参ります。

▲2015－2016新年度
事務所開き 町長表敬訪問
（2015.07.01）

▲竜王町少年の主張大会に後援 ▲スピーチ例会
（2015.07.04）
Ｌ片岡大によるスピーチ
（2015.07.21）

▲竹平楼さんにて納涼例会
（2015.08.18）

▲交通安全啓発例会
（2015.09.01）

▲労力奉仕
（花桃の植栽と草刈）例会
（2015.11.07）

▲栗東ライオンズクラブとの
合同例会（2015.11.17）

和
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委員長

L山添

善幹

社福市民青少年育成委員長
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2日に行なわれました第30
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21
日、第6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。
皆様に少しでもご理解いただけるよう、活動して参りますので、皆様
のご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。

L澤井

孝之

公衆・安全委員会

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、今年度スローガン
『「チーム竜
王！」絆と奉仕』
の文字通り、竜王ライオンズクラブ会員相互の親睦、
また
近隣ライオンズクラブとの交流を立案、実現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、担当例会としては、新町長
との懇談例会や家族例会、
クリスマス例会、
ウォーキング例会等、楽しく
かつ有意義なものになるよう努めてまいります。

信男

大

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
町内の皆様方に情報発信させて頂く事で、活動へのご理解やご賛同が得られ
るよう努めています。
４ページ目の末尾に当クラブのホームページアドレスを掲載し
ておりますので、一人でも多くのアクセスをお待ち申し上げます。
また、本誌会報「和（やわらぎ）」の発行や、町内の小学校に毎年ご協力を得て
おります国際平和ポスターコンテストにも協賛をさせて頂いています。
今後とも皆様のご支援とご協力をお願い申し上げますと共に、私達と一緒に活
動頂ける同志を募集中です。
２年目の若輩者ですが宜しくお願い申し上げます。

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
援のほど宜しくお願い申し上げます。

L片岡

PR情報委員会 委員長

基づいた予算執行が計れるよう努力させて頂きます。
地域への奉仕活動に欠かせない資金需要の確保と適正な会計処理

健喜

計画大会委員会

竜王ライオンズクラブ規定に則りまして、計画に

活動報告 【 2015年7月~2016年6月】
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L岡山

した。

るよう紙面作りを工夫しています。駅、図書館等にも置いて
頂けるよう心掛けていきます。

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。
竜王ライオンズクラブの会員は現在33名で、月2回の例会
を通じて、地域での奉仕活動や、会員の研修・親睦を通して友情を深めています。
委員会としては、安井会長が掲げる
『「チーム竜王！」絆と奉仕』のスローガンのも
と、一町一クラブがひとつとになって地域に根ざした奉仕団体でありたいと願ってお
ります。
今後とも当クラブへのご理解ご協力を宜しくお願い申し上げます。

からのライオンズに貢献して頂ける様に幹事として潤滑油の役割を果

諸々の委員長、
また会計、幹事、会長を歴任させて頂き、

という大役です。
ライオンズクラブには「ＬＩＯＮ誌」
と
「Ｔｈｅ

L西村

会員会則出席財務接待委員会 委員長

幹事

竜王ライオンズクラブに入会をさせて頂

隆男

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、竜王町保健センターと赤十
字血液センターと共に献血推進活動をさせて頂いています。町民の皆
様をはじめ町内にお勤めの皆様に、
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いたいと思っておりますので、皆様のご指導とご
協力を宜しくお願い申し上げます。

▲スピーチ例会
Ｌ山添信男によるスピーチ
（2015.07.21）

▲竜王町英語スピーチ大会に
共催（2015.08.23）

▲クリスマス家族例会
子供たちとサンタクロース
（2015.12.15）

▲国際平和ポスター表彰式
（2015.12.15）

▲新年参拝例会
（2016.01.07）

▲通常（スピーチ）例会
Ｌ森嶋政文によるスピーチ
（2016.01.19）

▲ドラゴンハットスポーツジム
にて健康推進例会
（2016.02.02）

▲健康推進例会
雪野山登山ウォーキング
（2015.09.19）

▲親善合同例会
（ガバナー公式訪問例会）
（2015.10.06）

やまびこ作業所
▲福祉例会にて、
寺田施設長スピーチ
（2015.10.20）

▲やまびこ作業所様との
福祉例会（2016.02.16）

▲親睦コンペ 宮古島エメラルド ▲役員指名例会
コーストゴルフリンクスにて （2016.03.01）
（2016.02.03）

▲認証３７周年記念例会
野村證券 平支店長による
講演（2016.03.18）

▲毛利志満さんでの花見例会
（2016.04.05）

▲通常（スピーチ）例会
Ｌ澤井孝之によるスピーチ
（2015.12.01）

▲通常（スピーチ）例会
Ｌ浅原淳によるスピーチ
（2015.12.01）

▲クリスマス家族例会
子供たちとサンタクロース
（2015.12.15）

▲近隣親善合同例会
ホテルニューオウミにて
（2016.04.19）

▲労力奉仕例会
善光寺川清掃
（2016.05.10）

▲労力奉仕例会
▲健康推進例会
スローイングビンゴに挑戦！
善光寺川清掃
（2016.05.24）
（2016.06.04）

▲研修例会 熊本＆博多方面
（2016.06.25）
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