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第３１回少年の主張竜王町大会に後援！

月

「国際平和ポスターコンテスト」
は、今年で第３０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
（金）
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●

We Serve!

例 会 予 定 表【 2017~2018年度】
時

間

7 月 4 日（火） 19:00

２０１７
（平成２９）年７月１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、並川 叶愛（なみかわ と
あ）
さん<竜王小６年>「運動会のトイレで」、
川嶋 理慎（かわしま
まさのり）
さん<竜王中３年>「職場体験で学んだこと」
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
『繋
がり
！
３９
（ありがとう～）』
を意識した内容のスピーチや、子ども達の
目線で感じたことなど素晴らしい発表で、
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す。 大感謝

国際平和ポスター作品募集中！

日

モットー

例

会

役員引継例会

7 月 18 日（火） 19:00

通常例会

8 月 1 日（火） 19:00

商工会青年部、青年団との交流例会

8 月 27 日（日） 14:00

英語スピーチ聴衆 / 納涼例会

9 月 5 日（火）

労力奉仕（交通安全啓発）例会

7:45

9 月 26 日（火） 18:00

健康推進例会

10 月

未定

労力奉仕（草刈り）例会

9:00

労力奉仕（イルミネーション設置）例会

11 月 12 日（日）

11 月 21 日（火） 19:00

通常例会

12 月 5 日（火） 18:00

栗東＆竜王合同例会

12 月 19 日（火） 18:00

家族 Xmas イルミネーション例会

1 月 9 日（火） 16:00

新年参拝例会

1 月 21 日（日）

労力奉仕（イルミネーション撤去）例会

9:00

2 月 6 日（火） 19:00

節分例会

2 月 20 日（火） 19:00

通常例会

3 月 6 日（火） 19:00

役員指名例会

3 月 20 日（火）

CN39 周年記念例会

未定

4 月 3 日（火） 18:00

花見例会

4 月 17 日（火） 18:00

7R1Z 親善合同例会

5 月 6 日（日） 10:00

家族ウォーキング例会

5 月 15 日（火） 19:00

通常例会

6 月 5 日（火）

未定

労力奉仕（花桃手入れ）例会

6月

未定

研修例会

未定日
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自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる

クラブスローガン

「繋がり！39（ありがとう～）
」

ガバナー公式訪問例会

10 月 3 日（火） 19:00
未定日

（われわれは奉仕する）

名

基本施策
やわらぎ
号

67

竜王ライオンズクラブ情報誌
2017.8.13発行

“絆と奉仕”

編 ■集 ■後 ■記 ■
今年の夏は、酷暑、九州北部を中心とした豪雨など熱帯気候の
ような自然現象が発生しています。
残暑厳しい８月ですが、
皆様ご自愛くださいね。
さて、
当竜王ライオンズクラブですが、今年度は中嶋会長を筆頭
に
『繋がり
！
３９
（ありがとう～）』
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。町民皆様の温かいご支援を切にお願い申し
上げます。

発

竜王ライオンズクラブは、今年も少年の主張竜王町大会に後援しました

▼

（ＰＲ情報委員会 Ｓ．
Ｋ）

行／ 竜王ライオンズクラブ

繋 が り！３９（ あり が とう～ ）

《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

納涼の候、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。
この度、第４０期竜王ライオンズクラブ会長という大役をはからずもお受けすることとなりました中嶋
久司です。
ライオンズクラブとは、世界で１４２万人、
日本に１２万人、当クラブにおいて３６人の会員を有
する社会奉仕団体です。

確かな技術で
社会に貢献

各種

紙管

製造

加工

日昇紙管工業株式会社
滋賀県湖南市岩根678-30
TEL. 0748-75-0544
FAX.0748-75-2390
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今年度は、妹背の里にイルミネーションを灯そうと計画しております。町内外の方々に竜王町の魅力
を竜王町商工会青年部の皆様とともに発信してまいりたいと考えております。
立木・伐採・処分

河平木材（株）
滋 賀 県 蒲滋賀県蒲生郡竜王町西川
生 郡 竜 王 町 西 川 1 3 1333
33
〒520-2572
TEL.
0748-58-1082
FAX.
0748-58-1083
（代）
FAX
. 0748-58-1083
TEL
. 0748-58-1082
E-mail:kawaheisawmiller@maroon.plala.or.jp

また、社会福祉・青少年育成支援・献血献眼などの事業に今年度も活動してまいります。

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、地域の皆様からもより親しま 竜王ライオンズクラブ

れるクラブ運営を進めてまいりたいと考えております。経験も浅く、未熟ですが一生懸命に取り組んで

会 長

まいりますので宜しくお願い申し上げます。

L 中嶋 久司

L山添

新任のごあいさつ
L中島

L澤井

正己

地区役員７R１Zゾーン・チェアパーソン
今年度、
ライオンズクラブ湖東地区６クラブの地区
役員を拝命致しました。
国際協会や地区ガバナーの方針を伝えたり、要
望や意見を地区ガバナーに伝える役職をお受け致しました。今年度の国
際会長は、
ライオンズクラブの原点であるスローガン
「Ｗｅ Ｓｅ
ｒｖｅ
（我々

L和田

四志夫

ライオンズクラブは、世界に２１４ヶ国、
１４０万人
以上の会員、
日本では１２万人以上の会員がいる
世界最大の奉仕団体です。
皆様にも入会していただき、共に奉仕をしましょう。
ライオンズクラブへのご理解ご協力をお願いします。

武夫

幹事
今年度の幹事を務めさせて頂く事になりました。
大役を仰せつかり、責任の重さを痛感しておりま
す。会長、中嶋久司の下、基本施策『絆と奉仕』
に
基づき、地域への奉仕活動に取り組んでいきたいと思っております。
「竜王ライオンズクラブって、
こんな事もしてはるんや！」
と、
身近な存在
になれれば、有難いです。
今後とも、当クラブへのご理解、
ご協力、
そして、
ご支援のほど宜しく
お願い申し上げます。

活動報告 【 2016年7月～2017年6月】

L澤井

好三

PR情報委員会

L澤井

委員長

孝之

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１日に行なわれました第３１
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２７
日、第７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します。

L浅原

新入会員紹介
①お名前
④ご自宅

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。
また本年度は、妹背の里で
イルミネーションを計画しております。
イルミネーションで光輝き、子供達
が希望を持てる夢のある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森島 良典さん
②1979.12.30
③有限会社 森島電気
④川守
⑤安井 肇
⑥公衆・安全委員会

①奥野 泰弘さん
②1973.10.16
③テクノラボ
④東近江市鈴町
⑤中嶋 久司
⑥公衆・安全委員会

①前田 順治さん
②1977.12.28
③株式会社
トラプロジャパン
④岡屋
⑤安井 肇
⑥社福市民青少年
育成委員会

▲竜王町少年の主張大会に
後援（2016.07.02）

▲役員引継例会 新三役
（2016.07.05）

▲スピーチ例会
Ｌ谷康夫によるスピーチ
（2016.07.19）

▲竜王町英語スピーチ大会に
共催
（2016.08.21）

▲クリスマス家族例会
子供たちにプレゼント
（2016.12.20）

▲国際平和ポスターゾーン
チェアパーソン賞受賞
（2016.12.15）

▲西田町長と懇談例会
（2016.08.02）

▲納涼例会
in ダイヤモンド滋賀
（2016.08.23）

▲交通安全啓発例会
（2016.09.06）

▲親善合同例会
（ガバナー公式訪問例会）
（2016.09.15）

▲竜王町産業フェアにて、献血
推進例会
（2016.10.02）

▲通常スピーチ例会
甲津教育長の思い
（2017.02.21）

▲友好クラブ 飯塚竜王ライオ ▲石垣島リゾナーレ小浜島カン ▲認証38周年記念例会
ンズクラブCN15周年記念式
トリーにて懇親ゴルフコンペ
チャーターメンバーによる
典（2017.02.18）
（2017.02.22）
回顧（2017.03.21）

▲栗東ライオンズクラブとの
合同例会
（2016.11.16）

▲通常（スピーチ）例会
Ｌ西田秀治によるスピーチ
（2016.12.06）

▲クリスマス家族例会
ゲストによるクリスマス
メドレー（2016.12.20）

▲近隣親善合同例会
ホテルニューオウミにて
（2017.04.27）

▲労力奉仕例会
竜王インター付近の清掃
（2017.05.02）
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▲新年参拝例会
（2017.01.10）

▲ずいかくの湯にて健康推進
例会
（2017.05.16）

①河村 圭悟さん
②1974.12.31
③河平木材 株式会社
④西川
⑤澤井 孝之
⑥社福市民青少年
育成委員会

①西田 秀治さん
②1952.1.20
③竜王町長
④西川
⑤井口 敏夫
⑥献血献眼委員会

▲2016－2017
新年度スタート西田町長
表敬訪問（2016.07.01）

▲労力奉仕
（善光寺川堤防清掃） ▲家族ウォーキング例会にて
例会
沖島散策
（2016.10.29）
（2016.11.03）

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申し上げます。

淳

公衆・安全委員会

真弘

献血献眼委員会

社福市民青少年育成委員長

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いただけるように情報を発信して参ります。
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（やわらぎ）」
の発行や、国際平和ポスターへの協賛等に
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、皆様のご支援とご協力の程よろしく
お願い致します。

L犬井

今年度、図らずも計画大会委員長を務めさせて頂くこと
になりました。
本年は、来年度に迎える記念すべき竜王ライオンズクラ
ブ発足４０周年の前年度であり、今年度の方針を
「つなぐ！
３９
（サンキュー・ありがと
う）」
と決めて、一年間活動を展開して参ります。
特に今回初めての取り組みとして、
ＬＥＤ電球をつないだイルミネーション装飾を
妹背の里に設置し、春から秋の賑わいを冬季にも続けられるようにしたいと考えて
います。是非ともXmasイルミネーションを恋人同士や家族で楽しんでいただけたら
幸甚です。
他にも沢山の活動計画があり、会員やその家族が楽しめる企画も当然ですが、
町内外の住民皆さんに楽しんで頂ける企画にも取り組みますのでご期待ください。

会員会則出席財務接待委員会 委員長

え、
４０周年に向けて奉仕活動を推進します。
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隆男

今年度の会計を務めさせていただ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
ライオンズクラブも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。
今年度の予算の中で、活動と共に地元の皆様から信頼頂けるライオンズク
ラブを目指して参りますので、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。

我々はこの原点をふまえ、地域社会に奉仕する、
あらゆる可能性を考

L松瀬

計画大会委員会

会計

は奉仕する）」、
ロゴ「ライオン」
を今後３年間使用するとのことです。

信男

▲福祉例会
絵本の読み聞かせ会開催
（2017.01.24）

▲カローリングにて健康推進
例会
（2017.02.07）

▲年次大会＆花見例会
（2017.04.08）

▲労力奉仕例会 善光寺川清掃 ▲研修例会
（2017.06.03）
（2017.06.18）
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