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竜王町にマスクを
寄贈しました！

毎月第1・3火曜日 詳しくは

２０２０
（令和２）
年５月１１日
（月）竜王町へマスク5,０００枚を寄贈し

ました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、品薄が続いてい
ましたので、急遽調達出来たマスクを西田町長に手渡しました。

新型コロナウイルスは、竜王町ではまだ感染者がおられませんが、

引き続き予防のお役に立てば幸いです。
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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３３回を迎えます。テーマは
「Peace Through Service
（奉
仕で平和を実現しよう）
」
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。夏休み明けには、作品を提出できる

ようトライしてください。提出期限は８月２８日
（金）
です。

なお、優秀作品は竜王ライオンズクラブから５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 ●

間

7月21日

火

19:00

通常例会

8月4日

火

19:00

通常例会

8月25日

火

18:00

納涼例会

9月1日

火

7:45

9月24日

木

18:00

ガバナー公式訪問例会

10月6日

火

19:00

通常例会

10月20日

火

9:00

11月4日

水

18:30
9:00

正己

滋賀県蒲生郡竜王町山面982-2 〒520-2564
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労力奉仕（花桃の手入れ）例会
栗東・竜王合同例会
労力奉仕（イルミネーション設置）例会

火

19:00

通常例会

12月15日

火

18:00

クリスマス家族例会

1月5日

火

16:00

新年参拝例会

1月未定

9:00

2020.8.13発行 竜王ライオンズクラブ情報誌

We Serve!（われわれは奉仕する）
クラブスローガン 「地域の未来に ＷｅＳ
ｅｒｖｅ」
基本施策
絆と奉仕
モ ット ー

バックナンバーを
ご覧いただけます

労力奉仕（イルミネーション撤去）例会

2月2日

火

19:00

通常例会

2月16日

火

19:00

通常例会

3月2日

火

19:00

役員指名例会

3月16日

火

19:00

認証状伝達記念日例会
7Ｒ1Ｚ親善合同例会

4月未定

土

未定

5月11日

火

19:00

通常例会

5月25日

火

19:00

通常例会

6月未定

土

8:50

連日厳しい暑さが続いています。本来ですと東京オリンピック一色で大いに盛り上がり感動の余韻に浸っ
ているところですが、新型コロナウイルスの猛威が私たちの生活を脅かして、異例づくめの事態を招いてい
るところであります。
さて、この会報誌「和（やわらぎ）」も第７０号と記念の号を迎えております。過去の「和」を読み返さ
せてもらいますと、たくさんの先輩方が様々な活動をされていまして、長い竜王ライオンズクラブの歴史を感
じました。今年度は村田会長を筆頭に新たな歴史を刻みべく社会福祉、学校教育、公衆安全、環境保全
などへの奉仕を通じて未来のために地域貢献を果たして参ります。ライオンズクラブは、ＷｅＳｅ
ｒ
ｖｅ
（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。
（ＰＲ情報委員会 M.Y）

中島

交通安全啓発例会（平和ポスター審査会）

12月1日

自家製惣菜・各種手作り弁当・オードブル

なかまつ

（竜王町いきいき宅配便加盟店）

竜王町西川 T E L 58-0531
FAX 58-1731

花見例会／年次大会参加

労力奉仕（草刈り）例会
研修例会

発

ライフショップ

名

役員引継例会／事務所開き

編 集 後 記

有限会社 オフィスなかじま

会

18:30

6月未定

代理店

例

火

4月未定

代理店

検索

竜王ライオンズ

7月7日

11月未定

国際平和ポスター作品募集中！

代表取締役

や わ ら ぎ

例 会 予 定 表 【 2020〜2021年度】

行 ／ 竜王ライオンズクラブ

《事務局》
〒520-2552 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 https://www.ryuo-lions.org/

Facebookはじめました！
竜王 ライオンズ
で検索！
各種塗料・接着剤・各種テープ・
ワックス・塗装具の専門商社

西山産業株式会社
〒520-2572 滋賀県蒲生郡竜王町西川1459-2

TEL.0748-58-3040 FAX.0748-58-3045
http://www.nishiyama-s.jp

▲竜王ライオンズクラブは、2019年12月に、イルミネーション例会を開催し、妹背の里をイルミネーションで飾りました

地 域 の 未 来に Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ
残暑の候、町民の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会長という大役を拝命いたしました村田英朗です。
ライオンズクラブは世界に144万人、日本に12万人の会員が活動している世界最大の奉仕団
体です。ライオンズクラブでは「We Serve」をモットーに活動をしています、
「We Serve」とは、
「わ
れわれは奉仕する」という意味です。一人ひとりでの奉仕活動にはやはり限界があります。
しかし、会員みんなで力を合わせれば何倍もの奉仕活動が出来ます。今年度の会長スローガン
は「地域の未来に We Serve」といたしました、竜王町の未来に役立てる活動を町民の皆様と
一緒になって活動していきたいと思っております。経験も浅く、未熟な私ですが1年間一生懸命に
取り組んでまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

竜王ライオンズクラブ

会長

L 村田 英朗

新任理事からのごあいさつ
L谷

康夫

地区MC・IT副委員長
2007年にライオンズクラブに入会以来、竜王ライオ
ンズクラブの委員長、会計、幹事、会長を経験させて
いただきました。また、今年度は、335C地区（滋賀・
京都・奈良）
のMC・IT副委員長を拝命し、キャビネッ
トでの大役をいただいた次第です。
2020 〜 2021年度の地区ガバナーテーマは、「遊心 明るく 楽しく 元気
よく」、またアクティビティスローガンは、
「市民と共に輝く未来」
です。このガバナー
方針のもと、MC・IT委員の役割は、会員増強とライオンズクラブ活動のPRと
いう大きな使命を遂行することになります。
近年、会員減少やライオンズクラブって何？と地域の皆様に、私たちの奉仕
活動等の情報公開が出来ていなかったと反省しております。今後は、これらの
課題解決のために、ITツールや広報誌を活用して、ライオンズクラブ活動に共
感いただけるよう頑張ってまいります。是非、我々の活動にご理解ご協力を賜り、
出来れば一緒に活動いただければ幸いです。
今年一年が皆様にとって素晴らしい良き一年となりますことをご祈念申しあげます。

L 澤井 隆男
会計

今年度、会計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。
今年度の予算内で 、活動と共に地域の皆様から信頼頂けるクラブ
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

L 岡山 健喜

L 松瀬 武夫

幹事

計画大会委員会

今年度、幹事を務めさせていただくことになりました。
大役を仰せつかり、責任の重さを日増しに感じておりま
す。会長、村田英朗の下、基本施策
「絆と奉仕」
に基
づき、地域への奉仕活動そして会員相互の友情を深めるための円滑なクラ
ブ運営に努めて参ります。
竜王ライオンズクラブが、皆様にとって身近な存在になれば幸いです。特に、
本年度は感染症リスク回避のため活動自体が限定されたものになりつつある
中ですが、このようなときにこそ、新しい生活様式に順応した実りあるライオ
ンズクラブ活動とその足跡を残してまいります。
今後とも、当クラブへのご理解、ご協力、ご支援のほど、よろしくお願い
申し上げます。
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社福市民青少年育成委員会
委員長

委員長

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
ジにて順次各事業活動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、小学5
年生を対象にしました国際平和ポスターへの協
賛等にも取り組んでおります。
地域の未来のため精一杯活動して参りますので、
皆様のご指導ご支援のほど宜しくお願い致します。

L 安井 栄作

会員会則出席財務接待委員会
委員長

公衆・安全委員会
委員長

献血献眼委員会

今年度、会員会則出席財務接待委員長を務めさせ
て頂きます。
竜王ライオンズクラブは現在41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、親睦を通して支援を深めています。
ライオンズクラブは200以上の国、48,000のクラブ、150万人の世界最
大の奉仕団体で、全世界や地域社会に奉仕活動を続けております。
奉仕活動の精神と会員相互の友情を深めるために、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様、皆様の入会をお待ちしております。

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
も飛び出し坊や看板の作成の計画をしておりま
す。子供達やお年寄りが安心して過ごせるまち
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。

今年度、社福市民青少
年育成委員長を務めさせ
て頂くことになりました。
新型コロナウイルス禍の自粛傾向の中でも社
会福祉と青少年育成に全力で竜王ライオンズク
ラブ挙げて寄与していく所存でおります。
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。

新入会員紹介

委員長

今期、献血献眼委員長
をさせていただきます安井
です。
さて、医療技術が進歩した今日でも、血液は
人工的に造ることは出来ません。又長期保存も
出来ません。だからこそ継続的な献血が必要に
なります。近年は全体的に減少傾向のようです。
より多くの人達に献血をしていただけるよう今年
も我々は、献血推進事業を行っていきます。
また、アイバンク、骨髄バンクの推進にも努
めます。まずは知ってもらうことから始めます。
今期も皆さま献血献眼にご協力お願いいたし
ます。

①お名前

②勤務先

③スポンサー

④所属委員会

①村田 正至さん
②有限会社村田自動車
③Ｌ犬井 真弘
④公衆・安全委員会

【2019年7月〜2020年6月】

▲役員引継ぎ例会
（2019.07.02）

▲少年の主張大会に後援
（2019.07.06）

▲英語スピーチ大会を共催
（2019.08.25）

▲長浜の毛利志満様で納涼例会
（2019.08.25）

▲国際平和ポスターコンテスト受賞
（2019.12.09）

▲労力奉仕例会で交通安全啓発
（2019.09.03）

▲通常スピーチ例会
（2019.10.01）

▲ドラゴンハットにて献血例会
（2019.10.14）

▲イルミネーション設置の事前作
業（2019.11.09）

▲妹背の里にてイルミネーション
点灯例会（2019.11.30）

和

PR情報委員会

L 若井 康徳

▲新年度挨拶回り
（2019.07.01）
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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。
何分不慣れな私ですが、皆様のご協力のもと
頑張りたいと思います。
ただ昨年度より続いております新型コロナウイ
ルスの影響でどこまで事業が行えるか解かりませ
んが、地域の皆様また会員や御家族が楽しめる
計画を立て、ライオンズマンらしい1年にしたいと
思いますので、皆様のご理解とご協力宜しくお
願い致します。

L 奥野 泰弘

L 菱田 三男

い申し上げます。

活

委員長

L 森島 良典

▲竜王町商工会青年部との懇親
例会<妹背の里> （2019.07.16）

▲竜王町教育委員長と懇談例会
（2019.08.06）

▲近隣６クラブ合同でガバナー公
式訪問例会（2019.09.24）

▲税務のスピーチ例会
（2019.12.03）

▲国際平和ポスター表彰
（2019.12.23）

▲クリスマス家族例会
（2019.12.17）

▲役員指名例会にて次年度の三役
指名（2020.03.03）

▲節分例会にて
（2020.02.04）

▲労力奉仕例会にて善光寺川の
河川清掃（2020.05.31）

▲イルミネーション例会後、撤去
作業（2020.01.25）

▲新年参拝例会
（2020.01.07）

苗村神社にて

▲通常スピーチ例会
（2020.06.02）

▲福祉例会やまびこ作業所様にて
陶芸教室（2020.02.25）

▲最終研修例会（2020.06.20）
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