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国際平和ポスター
作品募集中！

竜王町に
『飛び出し坊や看板』を寄贈しました！

● 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34回を迎えます。テーマは
「We Are All Connected（私たちは
みんなつながっている）」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９月１３日（月）です。
 　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。

　２０２０（令和２）年１１月２０日（金）、
竜王町の西田町長を訪問。
　竜王ライオンズクラブ４０周年記念
事業として、【飛び出し坊や看板】を
作成し、町内の３２集落へ寄贈いたし
ました。当日は、会長Ｌ村田秀朗、幹事Ｌ岡山健喜、公衆安全委員長Ｌ
若井康徳が西田町長、杼木副町長と面談し、地元のマスコット『うし
丸君』をモチーフにした看板が完成したことを報告。町内にある３２集
落へ１本づつ寄贈させていただきました。

　連日厳しい暑さが続いています。今年は東京オリンピックが一年遅れで開催され、コロナ
禍でしたので無観客となりました。改めて、新型コロナウイルスの猛威が全世界を席巻して
おります。
　さて、この会報誌「和（やわらぎ）」も第71号を迎えました。多くの先人達が様々な奉仕の
足跡をつくりだし、地域のために、子どもたちのために社会福祉、学校教育などに活動して
参りました。引き続き、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
体として、町民皆様の温かいご支援に応えられるよう活動して参ります。
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▲竜王ライオンズクラブは、2020年8月25日に、第1000回目の例会を開催することが出来ました。当日は妹背の里にてサプライズ花火を上げました。

（ＰＲ情報委員会　Ｆ．Ｙ）
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毎月第1・3火曜日　詳しくは

月　日 時　間 例　会　名

7月6日

7月20日

8月3日

8月24日

9月7日

9月21日

10月5日

10月19日

11月2日

11月23日

12月7日

12月21日

1月11日

1月25日

2月1日

2月15日

3月1日

3月15日

4月5日

4月19日

5月10日

5月24日

6月7日

6月未定

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

火

役員引継例会／事務所開き

通常例会

通常例会

納涼例会

ガバナー公式訪問例会

労力奉仕（交通安全啓発）例会

栗東・竜王合同例会

労力奉仕（花桃手入れ）例会

通常例会

家族で散策例会

通常例会

クリスマス家族例会

新年参拝例会

通常例会

節分例会

通常例会

役員指名例会

認証状伝達記念日例会

7Ｒ1Ｚ親善合同例会

花見例会／年次大会参加

通常例会

スポーツ例会

労力奉仕（花桃手入れ）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 .松瀬 忠幸

竜王ライオンズ 検索

残暑の候、町民の皆様には益 ご々健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、会長という大役を拝命いたしました松瀬忠幸です。
ライオンズクラブは、世界で活躍する奉仕団体です。竜王町ライオンズクラブにも40名の会員
が活動しています。今年のスローガンは、「We  Serve たくましく そして やさしく」としました。
奉仕することを持続するには、良い組織が必要です。たくましくには力強さや自分を律するなどの
意味があり、やさしくには人を思いやる心などの意味があります。この２つの言葉を両立させるこ
とで良い組織が生まれると思います。コロナ禍の中、人の集まりが阻害され意思疎通が難しい中
ですが、少しずつ奉仕活動を通じて町民皆様のお力添えになります様に事業展開をしてまいります。
アフターコロナ時には皆様の笑顔があふれますことを期待し、労力奉仕・社会福祉・青少年育
成支援・献血検眼などに取り組んでまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

竜王 ライオンズ

代表取締役 西 村  善 幹

上下水道・土木工事一式

株式会社 西村設備工業
村地綜合木材株式会社

〒520-2514 滋賀県蒲生郡竜王町橋本456  
TEL.0748-58-0711　FAX.0748-58-1085  
http://nishimura-setsubi.com/

〒520-2524
滋賀県蒲生郡竜王町綾戸328-3
TEL.0748-57-0615　FAX.0748-57-1063
E-mail:murachi@murachi.com
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竜王町図書館の
時計を新調しました！

　２０２０（令和２）年８月２５日（火）、竜王町図書館
のモニュメントに設置してある時計を新調しまし
た。このモニュメントは、竜王ライオンズクラブＣＮ
２０周年の際に寄贈したもので、今回、第１０００回
例会の記念事業として新しい時計に交換させて
いただきました。竜王町長 西田秀治氏より、今回
の時計新調の感謝状を贈呈いただきました。
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代表取締役　前田 順治
〒520-2541　滋賀県蒲生郡竜王町岡屋 763-5
TEL：0748-29-3107　FAX：0748-29-3108

E-mail: info@torapro-japan.com

全国旅行業協会会員  滋賀県知事登録旅行業　第 3-258 号

国内、海外旅行はもちろん
個人旅行や団体グループ旅行も
トラプロジャパンにお任せください！
最適のプランをご提案します。

LINE

竜王ライオンズクラブ情報誌2021.8.13発行

や わ ら ぎ

クラブスローガン「Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ　たくましく　そして　やさしく」
モットー

基 本 施 策

We Serve!（われわれは奉仕する）

“絆と奉仕”

バックナンバーを
ご覧いただけます



今年度、計画大会委員長を務めさせて頂く事になり
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
ラブとの交流を計画し、一年間活動を展開して参ります。
今年度もコロナ禍において、どこまで活動できるのかわかりませんが、今
何ができるのかを考え、感染対策をとり、楽しみにしていただけるような計画
をします。そして何より、地域の皆様からも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 .森嶋 政文

新型コロナウイルス感染症拡大が続き、日本経済の
疲弊が深刻化しております。私たちライオンズクラブメ
ンバーは、地方創生の活性化活動や、地域での奉仕

活動を中心に、毎年ここ竜王町でライオンズクラブ活動を実施しております。
今年は２０２０東京オリンピックがようやく開催の運びとなり、コロナ禍での
大会ではありますが、疲弊した日本社会がスポーツから癒しをいただき、経
済活性化につながる大会となることを祈念申し上げます。引き続き、当クラ
ブへの町民の皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

会計

L .谷　康夫

　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。
昨年に引き続き新型コロナウイルス禍の中で

はありますが、社会福祉と青少年育成に、どの
様な形で何が出来るか考え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、ご支援のほど宜しく

お願い申し上げます。

社福市民青少年育成
委員長

L .河村 圭悟

　今年度、公衆・安全委
員会を務めさせていただく
ことになりました。

当委員会では、地域とのつながりを大切に奉
仕活動をさせていただいております。
通学路や公園の清掃活動、交通安全の街頭
啓発、また環境保全に対する事業等を行い、
安全・安心なまちとなるように活動していきたい
と思っております。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。

公衆・安全委員会　委員長

L .嶋田　治

　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、健康を掲げ活
動してまいります。特に献血事業では、今後少
子高齢化が進んでいく中で、輸血を必要とする
方々を少しでも支えていけるために、特に若年
層への献血への呼びかけ等、行っていきます。
今期も皆さま献血献眼に、ご協力お願い致し

ます。

献血献眼委員会　委員長

L .村田 正至

　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事業を広く発信し、地
域の皆様のさらなるご理解とご支持をいただけ
る様、活動に努めて参る所存です。ホームペー
ジや、会報「和（やわらぎ）」にて、順次事業活
動をお知らせさせて頂きます。皆様のご支援、
ご協力を賜り、地域に注目して頂けるようなＰＲ
情報を発信させて頂きますので、よろしくお願い
申し上げます。

ＰＲ情報委員会　委員長

L .藤井 行彦

今年度、幹事を務めさせていただく事になりました。
経験も浅くまだまだ未熟な私ですが、伝統あるクラブの
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。竜王ライオンズクラブ会長、松瀬忠幸を筆頭に各

委員長の協力を仰ぎながら、地域への奉仕活動と会員相互の親睦を深める
ためのクラブ運営に努めて参りたいと思います。
これからの一年間、コロナ禍で活動もいろいろ制限される中ですが、クラ
ブスローガン｢Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ　たくましく　そして　やさしく｣に基づき、できる
事を真摯に取り組んで参りたいと思いますので、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。

幹事

L .片岡　大

今年度、会員会則出席財務接待委員会委員長を
務めさせて頂く事となりました。

現在会員数は39名で会員それぞれの親睦を深め地域に根差した奉仕活
動や研修等を行なっています。
コロナ禍での制限もありますが、奉仕活動では社会福祉や青少年の育
成などの活動を行ってまいります。
今後も活気溢れる充実したクラブとするためにも会員数を増やしていきた

いと思います。男女を問わず入会をお待ちしております。宜しくお願い致し
ます。

会員会則出席財務接待委員会　
委員長

L .西澤 靖裕

▲新年度挨拶回り
（2020.07.01）

▲役員引継ぎ例会
（2020.07.07）

▲Ｌ.村田正至による通常スピーチ例会
（2020.07.21）

▲竜王町長との懇親例会
（2020.08.04）

▲Ｌ.前田順次による通常スピーチ例
会（2020.11.17）

▲労力奉仕例会にて花桃に追肥
（2021.06.05）

▲地区ＬＣＩＦ委員によるＬＣＩＦ例会
（2020.12.01）

▲Ｌ.岡山健喜による通常スピーチ例会
（2021.01.19）

▲飛び出し坊や看板を竜王町内
３２地区に寄贈（2020.11.17）

▲国際平和ポスター展で入賞
（2020.12.01）

▲近隣６クラブ合同でガバナー公式訪問例会
（2020.09.24）

▲愛と光の基金様によるアイバンク例会
（2020.10.06）

▲労力奉仕例会で善光寺川堤防の清掃　
（2020.10.20）

▲栗東ライオンズクラブとの合同例会
（2020.11.04）

▲最終研修例会にてびわ湖テラス
（2021.06.20）

▲2020-2021年度最終ゴルフコンペ▲近隣6クラブ合同スポーツ例会　ディスコン競技大会開催
（2021.04.08）

▲第1000回記念例会開催
（2020.08.25）

▲記念例会でサプライズ花火
を打ち上げ（2020.08.25）

▲労力奉仕例会で交通安全啓発
（2020.09.01）

▲竜王町図書館の時計を
新調（2020.08.25）

▲竜王町長より、時計新調の感謝状
を贈呈いただきました。

新任理事からのごあいさつ新任理事からのごあいさつ

①お名前
　　梅田 誠二さん

②勤務先
　　セイコウ

③スポンサー
　　Ｌ.中嶋 久司

④所属委員会
　　ＰＲ情報委員会
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新入会員紹介
よろしくお願いします
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