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国際平和ポスター作品募集中！

第３３回
少年の主張竜王町大会に後援！

● 昨年の優秀作品 ●

ライオンズクラブ国際協会主催の「国際平和ポスターコンテスト」は、
今年で第３２回を迎えます。テーマは「Journey of Peace（平和の道
のり）」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２日（月）です。

２０１９（令和元）年７月６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、若井 銀（わかい ぎん）さん
<竜王西小６年>「人との関わり方」、紀伊 柚希（きい ゆずき）さん
<竜王中2年>「私たちの使命」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』にもある次世代に子供たちが一生懸命社会を良くしようといっ
た内容であり、心優しい竜王の子ども達の気持ちを表現したスピー
チ内容でした。わが竜王町の小中学生の主張は、本当に、心に響
くすばらしい内容で次世代にこれからも奉仕していく決意を改めてし
た次第です。ブラボー！

今年は梅雨入りが遅かったせいもあり、梅雨前線も活発に活動しました。その後
梅雨明け後は、猛暑が続き厳しい夏となっています。しかし、竜王町では夏祭りが
今年開催されますので、地域が盛り上がってくれるイベントになることを祈念申し上
げます。また残暑も厳しそうですので皆様ご自愛くださいませ。
ライオンズクラブの理念『Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ!（われわれは奉仕する）』今年も精一杯頑
張ります。
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▼

竜王ライオンズクラブは、2018年3月に40周年を迎え、11月に記念式典を挙行しました

（ＰＲ情報委員会　Ｏ．Ｍ）
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LIONS CALENDAR
　例 会 予 定 表 【2019～2020年度】

毎月第1・3火曜日　詳しくは

月　日 時　間 例　会　名

7月2日（火）

7月16日（火）

8月6日（火）

8月25日（日）

9月3日（火）

9月26日（木）

10月1日（火）

10月14日（月）

11月9日（土）

11月30日（土）

12月3日（火）

12月17日（火）

1月7日（火）

1月25日（土）

2月4日（火）

2月18日（火）

3月3日（火）

3月17日（火）

4月7日（火）

4月16日（木）

5月12日（火）

5月26日（火）

6月6日（土）

6月未定

18:30

19:00

19:00

18:00

7:45

18:00

19:00

10:00

9:00

17:00

19:00

18:00

16:00

9:00

19:00

19:00

19:00

19:00

18:00

18:00

19:00

19:00

8:00

未定

役員引継例会 / 事務所開き

商工会青年部との交流例会

教育長と懇談例会

納涼例会 / 英語スピーチ

労力奉仕（交通安全啓発）例会

ガバナー公式訪問例会

通常例会

献血例会

労力奉仕（イルミネーション設置）例会

イルミネーション点灯例会

通常例会

クリスマス家族例会

新年参拝例会

労力奉仕（イルミネーション撤去）例会

節分例会

チャリティ例会

役員指名例会

認証状伝達記念例会

花見例会

7R1Z親善合同例会

健康例会

通常例会

労力奉仕例会

研修例会

Facebookはじめました！
で検索！

竜王ライオンズクラブ

会 長 L西澤 靖裕

竜王ライオンズ 検索

新涼の候、町民の皆様におかれましては益 ご々健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、会長を務めさせていただくことになりました西澤靖裕です。ライオンズクラブは世界に
約１４３万人、日本では約１２万人が活動をする奉仕団体です。当クラブも会員数４1人となります。
昨年はクラブが４０周年を迎えることが出来、記念事業として妹背の里イルミネーションライトアッ

プ（イモセリュージョンの開催）、清流会様へ乗用草刈機一台とテント二張を寄贈、飛び出し坊や
看板を各自治会様へ寄贈、竜王の歴史絵本５シリーズ各２０冊作成、竜王小学校・西小学校様
へ横断旗２２０本を寄贈（3年間の継続事業）、社会福祉事業として車椅子６台を寄贈させて頂き
ました。イルミネーション事業は３年間の記念事業として商工会青年部様のご協力を頂きながら本
年も開催を予定しております。社会福祉・青少年育成支援・献血献眼などの事業も活動してま
いります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

竜王 ライオンズ

なお、優秀作品は竜王ラ
イオンズクラブとして５点を京
都、滋賀、奈良の３府県の
地区審査に出品します。

ドローン空撮サービス
様々な分野で活躍！

空撮実績
ドローン映像
公開中！

お問い
合わせは

本社・工場／滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291-3（〒520-2573）

0748-58-8115TEL.

総合建設業

竜王町小口246-3

TEL 0748-58-1055

竜王ライオンズクラブ情報誌2019.8.11発行
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We Serve!（われわれは奉仕する）

“絆と奉仕”
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新任理事からのごあいさつ新任理事からのごあいさつ

今年度、幹事を務めさせて頂く事になりました。伝統
のある竜王ライオンズクラブの大役を仰せつかり、責任
の重さを実感しております。まだまだ未熟な私ですが、竜
王ライオンズクラブ会長　西澤靖裕を盛り立て各委員長
の協力を仰ぎながら一生懸命務めさせて頂きます。
これからの一年間、基本施策『絆と奉仕』に基づき、
地域への奉仕活動と会員相互の絆を深めながらクラブ運
営に努めて参りたいと思っております。地域の皆様から信
頼いただけるよう活動してまいりますので、今後とも当ラ
イオンズクラブへのご理解、ご協力をどうぞ宜しくお願い
申し上げます。

地区青少年育成副委員長

L尾川 幸左衞門
幹事

L巻本 幸光

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「報恩感謝に Ｗｅ Ｓ
ｅｒｖｅ」と決めて、一年間活動を展開して参ります。
会員やその家族が楽しめる企画も当然ですが、
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。

計画大会委員会　委員長

L澤井 孝之

昨年度、竜王ライオンズクラブは創立４０周年を
迎えました。今年度は女性の会員も入会し、現在
４1名のメンバーで、社会福祉や青少年の健全育
成など地域に根差した奉仕活動を行っております。
今以上に多彩で活気の溢れる団体にすべく、
特に若い世代の方や女性の入会をお待ちしており
ます。次の５０周年に向けてメンバー数５０名を目
指し、邁進してまいりたいと思います。

会員会則出席財務接待委員会
委員長

L中嶋 久司

今年度、献血献眼委員長を務めさせていただ
きます。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、町内事業所
様のご協力で成り立つ事業です。さらに今年は産
業フェアにて献血のご協力を呼びかけます。ご協
力をお願いいたします。

献血献眼委員会　委員長

L浅原　淳

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日に行われました少年の主張竜王町大会の後
援、８月２５日の竜王町英語スピーチ大会の共催
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ってまいります。
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よろしくお願
いします。

社福市民青少年育成委員会
委員長

L若井 康徳

今年度、公衆・安全委員長をさせていただくことにな
りました。当委員会では、地域とのつながりを大切に奉仕
活動させていただいております。
また通学路や公園の清掃の実施や、高齢者の運転が
ニュースでとりざたされていますように住民の安全を守る
ため、街頭啓発等を実施させていただきます。
今回、最後になります妹背の里のイルミネーションです

が、子供から高齢者の方まで楽しんでいただけるよう夢と
希望をのせた光の祭典にしたいと考えております。
これからも皆様のご協力とご支援をよろしくお願い申し
上げます。

公衆・安全委員会　委員長

L山添 喜久男

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
のさまざまな事業や活動を広く発信し、地域の皆
様のご理解とご支持をいただけるよう努めて参る
所存でおります。
また当委員会を通じて地域、世界に竜王ライオン
ズクラブを注目していただけるような情報発信基地
にしてまいりたいと思っていますので皆様の絶大なる
ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

PR情報委員会　委員長

L奥野 泰弘

令和元年度、竜王ライオンズクラブの会計とい
う大役を仰せつかり、責任の重さを痛感しておりま
す。結成４０周年を昨年度に迎え、新たな気持ち
で一年間奉仕と、メンバーの研修、親睦を図り、
友情と信頼を深めて参りたいと思います。
今年度の予算の中で活動と共に、地元の皆様

から信頼していただけるライオンズクラブになれる
よう努力して参りたいと思います。

青少年の健全育成はライオンズクラブにとって
大きな使命であります。近年、青少年の「麻薬・
覚せい剤等」や「違法ドラッグ」など違法薬物の
乱用による事件、事故が大きな社会問題となって
おり放置できない現状になっています。
青少年を薬物の魔の手から守り、正しく導くた

めに、高校生、大学生に薬物乱用防止の講習会
等を行うものであります。

2000年にライオンズクラブに入会させて頂き、
竜王ライオンズクラブの委員長、会計、幹事、会
長を歴任いたしました。今年度は、キャビネットに
行くこととなりました。
2019～2020年度の地区ガバナーテーマは、

「笑顔と仲間の輪」 アクティビティスローガンは、
「心ひとつ ひろがる奉仕」です。ガバナーのもと
335C（滋賀、京都、奈良）地区役員の青少年
育成副委員長を拝命いたしました。

会計

L井口 敏夫

【2018年7月～ 2019年6月】【2018年7月～ 2019年6月】活 動 報 告

①嶋田 治さん
②株式会社シマダ
③L 岡山 治彦
④PR情報委員会

①藤井 行彦さん
②村地綜合木材
　株式会社
③L 谷 康夫
④公衆・安全委員会

①杼木 栄司さん
②竜王町地域
　振興事業団
③L 谷 康夫
④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
（2018.07.07）

７Ｒ１Ｚ親善合同例会 ドラゴンハットにて
グラウンドゴルフ大会（2019.04.09）

役員引継例会 新三役
（2018.07.04）

姉妹クラブ「山梨竜王ライオンズクラブ
ＣＮ３５周年記念式典」出席（2019.05.24）

親善合同例会（ガバナー公式訪問例会）
（2018.09.13）

通常スピーチ会 講談師 玉田玉秀斎氏に
近江牛講談（2019.06.04）

労力奉仕例会 善光寺川堤防にて花桃の世話（2019.05.21）

40周年記念事業＜記念ゴルフコンペ＞
（2018.10.17）

新年参拝例会（2019.01.08）

研修例会 皇居参拝（2019.06.25） 

クリスマス家族例会 家族と一緒に集合写真（2018.12.18）

故L森嶋 治雄 故L和田 四志夫
没2018年11月10日
（享年72歳）  
ライオン歴
1992年
1998年
2011年　

クラブ幹事
クラブ会長
7R1Zゾーン・
チェアパーソン

没2018年9月23日
（享年80歳）  
ライオン歴
1978年
1984年
1989年
1999年
2002年
2015年　

クラブチャーターメンバー
クラブ幹事
クラブ会長
 7R1Zゾーン・チェアパーソン
地区YE委員
クラブ会長

物故ライオン ～ご冥福をお祈り申し上げます～

①お名前 ②勤務先 ③スポンサー ④所属委員会新入会員紹介

おかげさまで竜王ライオンズクラブは、結成40周年を迎えました。

周年
記念事業

妹背の里イルミネーションライトアップ（イモセリュージョンの開催）
<2017－2019年度（3年間の継続事業）>

竜王清流会様へ乗用草刈機１台と
テント2張を寄贈

竜王の歴史絵本５シリーズ各20冊作成
<竜王西小学校絵本を読む会ぽえむ様とのコラボ事業>

竜王および竜王西小学校様へ横断旗の寄贈220本
<2018-2020年度（3年間の継続事業）>

アイバンク愛の光基金様へ
アイバンク全員登録

飛び出し坊や看板
（竜王ライオンズクラブオリジナル）を
竜王町全自治会（32自治会）へ寄贈

善光寺川河川愛護活動
<2011年度からの継続事業>

▲竜王西小学校
　絵本を読む会
　「ぽえむ」

植栽後7年経過

2016年度当時

車椅子の寄贈

【社会福祉法人やまびこ福祉会】へ2台
【社会福祉法人雪野会万葉の里】へ1台
【医療法人敬絆会 木のおうちいっぷく家】へ1台
【地域密着型通所介護 樹（いつき）】へ1台
【NPO法人 りゅうおう】へ1台

青少年育成事業 社会福祉事業 献血献眼事業

記念事業 地域環境整備事業

植栽当時（2011年）
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