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私は今、第4の青春時代を過ごしています。
第1の青春時代のように恋をして、失恋に泣く事はありませんが、
人の役に立てるようになれた自分自身に少しばかり幸せを感じて
います。第2の青春時代は青年会議所時代、まだまだ未熟な青年で
も、夢、希望があって地域社会に貢献したはず？のつもり。43歳から
始まった第3の青春時代、それはマラソン。ホノルルマラソンに7回
通いました。12月の忙しい時に皆からの大ひんしゅくを追い風に？
その後も旅を兼ねて、各地の大会に参加しました。
さて、第4の青春時代、これがライオンズクラブです。もし、入会して
いなければ「してもらう幸せ」を求めるだけのごく普通の老人の
1人になっていたかもしれません。
今は素晴らしい先輩方

と多種多様、個性豊かな
メンバーに出会えて、毎例会
ではハラハラドキドキ、
心の青春時代を過ごして
おります。

今までは、パラパラと流し読みをしていた「ゆうあい」ですが、編集に参加する
ことで「ライオンズクラブの奉仕活動」を再認識させて頂きました。最初は緊張
感だけで臨んだ委員会ですが、半年も過ぎると和気あいあいと楽しい編集会議
となりました。
今期「ゆうあい」に掲載される記事は基本的に地区ホームページ（Face-

book）の中より選ばれます。Facebookの活用により、各クラブの工夫された
活動をリアルタイムに知ることができ、自クラブのアクティビティ・例会への新企画
への一助になることと思います。
『Facebookデビュー』のメンバーが増え、地域・年齢を越えた親近感・連帯感
によりライオンズ100周年の大きな奉仕の輪が広がることを期待致します。

編集後記 地区PR・IT委員　西　太吉

5R  古澤  壮太

私がボランティアと出会ったのは、36歳の時に友人の勧めで守口
青年会議所に入会したのがきっかけでした。40歳の時に青年会議所で
18年程前に終了していた「ストップマークの設置」を、狭い道から広い
道路に出る所に幼い子ども達が飛び出し事故に遭わない事を願い、
会議所を卒業してからもライフワークとして「塗り替え」を行なっています。
ライオンズクラブに入会してからは献血奉仕に力を入れ、入会して
3年目の2002年に献血委員長の任命をきっかけに、白血病の患者さん
を救うために骨髄ドナー登録が進んでいなかったので（当時は簡単
に登録が出来るシステムで無かったので）、何処でも簡単に登録が
出来るように、考えた事を血液センターの所長と話し合い、大阪府下で
は初めての献血併行型骨髄バンクドナー登録会が実施出来るよう
になりました。その後全国の血液センターで実施して頂けるように
働き掛け、現在では全国で実施して頂いています。
これもライオンズクラブのメンバーであったから実現出来た事だと
思います。また、クラブの先輩達が協力・フォローして下さり、時には
盾となって頂いた事に感謝致します。ドナー登録もライフワークとし
て15年経ちますが推進活動に今後も頑張っていきたいと思います。
多くのクラブでドナー登録会に協力して頂ければ幸いです。

6 R  福永  敏隆

和歌山市から国道42号線を海沿いに１時間
南下すると、海南市下津町に着きます。人口1万
5千人ほどですが、山も海もある美しい町です。

山にはみかん畑が広がり、海には天然の良港があります。下津港
には石油会社があり、タンカー船が出入りして活気ある町でしたが、
中核をなす石油会社の県外移転などにより町の様子も変わり、
静かな田舎町となっています。
私たち下津LCはこの町だけで成り立っているクラブです。
町の景気と共に会員が減少し、20名を割るところまできて
いましたが、１人の若獅子が立ち上がり、友を呼び、また友が
友を呼び…若獅子たちの活躍で、現在41名の会員を有するクラブ
にまで回復しました。 
若獅子たちが次々とアクティビティやおもしろい例会・勉強会を
立案し、中堅が助言し、長老が見守る、実に良い流れのクラブに
成長したと思います。
ひとりひとりの持つ「奉仕の心」が同士を呼び、老いも若きも一つ
になって楽しく活動し、結果として地域の皆さんに喜んでもらえ、
自分自身も成長させて頂く。私たちの下津LCはそんなクラブです。

9 R  山﨑  雅弘

まず、PR・ITの意味から紹介しますとPRとは宣伝・広報で、ITとは
情報技術ということです。ライオンズクラブにおけるPR・IT委員の
役割は、先端の情報技術を利用しながら、ライオンズクラブの広報
宣伝業務です。
今回、11Rの地区PR･IT委員になって広報・情報技術が当地区でも、

日々進歩していることに驚かされました。スマートフォンやパソコン
を利用したインターネットのホームページやSNS等を使った情報
伝達の広域化や双方向通信が瞬時に可能となる環境も最近整って
きました。
但し、地区PR･IT委員のそれらの役割を全うするには、それなりの
研修と覚悟が必要となっているのも事実です。この委員会の担当に
なった以上、短い時間ですが、あらゆることに挑戦して成就出来る
よう精一杯努力したいと思います。

11R 茨木  延夫
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川野地区ガバナーを囲んでの
和やかな晩餐会。
川野地区ガバナーを囲んでの
和やかな晩餐会。

地区GLT委員地区GLT委員

11月28日、神戸ポートピアホテルにおいて、
335複合地区LCIFセミナー「山田實紘LCIF理事
長セミナー」が開催されました。
前半は、山田實紘LCIF理事長の講演「LCIFの
意義と現状」で、LCIFの交付金の種類やその内
容を詳細に説明され、LCIFに献金する意義、特
に「ワン・ショット、ワン・ライフ」（はしか予防プ
ログラム）についてお話しがありました。
会員一人が100ドル献金をすることにより出
来る事として
・100人の子どもに、はしかの予防接種
・被災家庭に一週間分の食料
・ライオンズクエストのクラスで30人にライフ
スキル教育
などが紹介されました。

後半は、榎本LCIF国際委員・エリアコーディ
ネーター（西日本）による講演「こうして、334-A
地区はLCIF日本一になった」では、チームを
組んで計画的に献金して頂く取り組み方法が
具体的に話されました。

2016年11月10日～13日にかけて、香港のアジア・ワー
ルド・エキスポで第55回東洋東南アジア・フォーラムが
開催されました。過去最多の8,617名の登録があり、その
中でも日本は1,745名、335-B地区からは105名の登録が
ありました。
今年のフォーラム・テーマは「変化を祝う『CELEBRATE 
THE CHANGE』」。このテーマは、「開会式では最初の入場
が終わると席を立つメンバーが多い」「セミナー会場は
ガラガラ」など、これまでのフォーラムの状況に危機感を
抱いた運営関係者の意気込みを示したものでした。
10日の開会式では香港各地をリレーされてきたトーチ
が到着し、点灯のデモンストレーションが行なわれました。
インターナショナル・ショーでは、オーケストラに合わせて
墨絵と漢詩を描くなど、香港らしいパフォーマンスでした。
11日、ザ・ロイヤルパシフィックホテル＆タワーズで
335-B地区の晩餐会があり、94名が参加しました。くじ引
きをするゲームもあり、和気あいあいの雰囲気でした。
今年は同じ会場で連続してセミナーや会議を開催でき

るようになりました。

地区LCIF委員長　白井 忠雄

キャビネット幹事　佐野 圭一

2月27日、ホテル日航大阪において第3回キャビネット
会議が開催されました。
議事では第63回地区年次大会についての議事規則や
代議員会組織・提出議案の説明があり、次期地区ガバ
ナー・次期第1・第2副地区ガバナー候補者の紹介があり
ました。
その後、リジョン・チェアパーソン報告では、各リジョン

が100周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクトを計画し実施されていること、また「ラ
イオンよ、街に出よう！」アクティビティもたくさん実行されていることが報告され、どのクラブ
もアクティビティに力を入れて頂いていることがよく分かりました。
各種委員長の報告では、田中年次大会委員長が「年次大会の大会登録者をもっと増やして
ほしい」とリジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソンに訴えかけました。

1月16日、ホテルグランヴィア和歌山にて、
2月2日、ホテル日航大阪にて新会員スクール
が開催されました。
和歌山では8・9・10Ｒの新会員37名が、大阪

では1～7・11・12Rの新会員151名が参加しま
した。
地区GLT委員が講師となり「ライオンズ国際
協会について」「複合地区及び地区について」
「ライオンズの会則と用語について」のカテゴ
リーについて説明がありました。

今まで何となくしか理解出来ていなかった
ライオンズクラブ独自の用語や世界のライオン
ズクラブについて勉強することにより、より一層
ライオンズが楽しく感じられるようになったと
思います。熱心にメモを取る新会員の姿も見ら
れました。
将来、この出席者の中から地区委員として、
新会員スクールで講師をする人材が現れる
ことを期待しています。

香港各地をリレーされてきたトーチが到着、
点灯のデモンストレーションが行われました。
香港各地をリレーされてきたトーチが到着、
点灯のデモンストレーションが行われました。

開 会 式開 会 式

晩 餐 会晩 餐 会

オーケストラに合わせて
墨絵を描くパフォーマンス
オーケストラに合わせて
墨絵を描くパフォーマンス

ボブ・コーリュー国際会長
のごあいさつ
ボブ・コーリュー国際会長
のごあいさつ

地区PR・IT委員長　久米 功一

地区PR・IT委員　中原 愛子1月16日
和歌山会場 2月2日

大阪会場

21



次世代リーダー
育成セミナー

クラブ支部交歓会

メンバーズ
フォーラム

『夢と情熱2017』

近畿ブロック
血液センター見学会

『Save The Life…
命を繋ぐ』セミナー

薬物乱用防止
認定講師養成講座

地区PR・IT委員　久留島 正平

地区シニアアクション委員長　田中 義秋

地区アクティビティ委員長　洞渕 佳英

12月９日、クラブ支部交歓会が開催されま
した。クラブ支部交歓会は昨年度に発足された
クラブ支部連絡会の継承です。クラブ支部は
現在、去年までに結成された８支部に今年度
大阪梅田中央LC菜の花支部、大阪高津LC
かがやき支部が結成され10支部です。
交歓会では、支部会長と支部連絡員に出席
頂き、様々な意見交換が行なわれました。それ
ぞれの支部がアクティビティをするために資金

獲得事業をされるなど工夫をしているとの報告
がありました。問題点は出席率が悪い点で、
現役で仕事をされている方が多いので時間の
都合を合わせていくことが課題であると感じ
ました。
最後に支部連絡員より「次回は支部会員だけ

で会議や懇親会を行なってみては」との提案が
あり、閉会しました。

地区クラブ活性化委員長
　西島 善治

1月21日、TKP心斎橋駅前
カンファレンスセンターにて
メンバーズフォーラム『夢と
情熱2017』を開催しました。
第1部は他地区より330-C地
区（埼玉県）の濱野雅司地区
ガバナー、333-C地区（千葉

県）の吉原稔貴前地区ガバナー・名誉顧問会議長をはじめ4名、
第2部は5名の方に出席頂き、合計136名が参加されました。
第1部は川野地区ガバナーの基調講演「夢と情熱について」に
続き、テーブルごとに分かれて「もし、あなたが地区ガバナー
だったら何に情熱を注ぎますか？」をテーマにメンバー討論会を
行ないました。

どのテーブルも熱心な討論と発表が行われました。残念ながら
全てのグループに発表を頂くことができませんでしたが、討論
頂いた結果を自クラブの運営に役立ててもらえればと願って
おります。
テーマ：「もし、あなたが地区ガバナーだったら？」での
面白い発表を一部ご紹介します。
◆年次大会の改革（大阪ドームで年次大会…等）
◆ゾーン単位でのアクティビティ
　　（防災訓練・炊き出し・子育て支援）の実施
◆地区会則作成

第2部の懇親会はとても盛り上がり、最後は地区FWT委員の
L中村聖保の素敵なアカペラ「また会う日まで」にあわせて全員
で輪になり、合唱して閉会しました。

2月10日、今回は第5期生・第6期生合同の次世代
リーダー育成セミナーがホテル日航大阪にて受講
生44名で開催されました。
講師 L安見一美（千葉花見川LC）の指導のもと、

5期生・6期生混成の6～7人グループに分かれてグループディスカッション形式で
行なわれました。
まず、最初の課題の「ライオンズクラブの良いところ・悪いところ、それぞれをたくさん
書き出してみよう！」では皆が必死で考え、10分ほどで模造紙がカードでいっぱいになり、
それを話し合って整理しているうちに銘々がライオンズクラブを再認識できました。
2番目の課題は「ライオンズクラブをPRするツールやコントなど、この場で作って

グループで発表してみよう！」でした。これは大うけで、漫才コンビが生まれたりTVCMを
もじってコント風に学芸会風で行なってみたり、終始笑いとどよめきの5期生・6期生の
交流会のようなセミナーでした。
閉会後もしばらく興奮が醒めない素晴らしいセミナーでした。

11月30日、アクティビティ委員会
が主催した茨木市彩都の「日本赤十
字社・近畿ブロック血液センター見
学会」が開催され、キャビネット三役
にも参加頂きました。
センター長である藤村様の興味深い
講習の後、実際に血液が精製されて

いく現場を見学しました。皆様から献血して頂いた血液は収集、精製され、
配送し、患者さんへ輸血されます。
多くの方々の弛みなき努力によって、命は繋がれていくのだなと実感

しました。
献血アクティビティを実施する際に大変参考になる見学会でした。

地区PR・IT委員　福永 敏隆

1月31日、中之島にある大阪
中央公会堂にて「Save　The　
L i fe…命を繋ぐ」セミナーが
開催されました。
第1部の献血セミナーでは、
光武綾様をお迎えし講演「愛
しているよ、カズ」で衝撃的な

お話しを聞き、各クラブで取り組んでいる献血奉仕活動が多くの
患者さんの「生きる命の糧」となっているのだなと思いました。そ
の後、3クラブから献血でのワンポイントアドバイスとして、守口
LCからはユニークな景品についてのポイントが紹介され、松原
LCは動員数No.1の秘訣を、大阪狭山LCは公立高校での献血実

施方法についての話がありました。各クラブ益々頑張って頂きた
いと思います。
第２部の糖尿病セミナーでは中新井 美波さんの講演「不治の病、

Ⅰ型糖尿病と向き合う子ども達」で、Ⅰ型糖尿病について明るく
分かりやすく説明して頂きました。10万人に1.5人の確立で発症
する病気だそうです。
「Ⅰ型糖尿病は不運ではあるが、不幸ではない」という言葉が
とても印象的でした。その後、所属バンド「Ⅰ-GATA」の“キミ”を
披露されました。
いずれも涙腺崩壊するほど感動的な講演で大変有意義な

セミナーだったと思います。

受講者：大阪港LC　喜多 喜美

2月15日、ホテル日航大阪にて、薬物
乱用防止教育認定講師養成講座が開催
されました。
大阪府警、大阪府薬務課、麻薬・覚せ
い剤乱用防止センターから3名の講師
をお迎えして貴重なお話を頂きました。
「薬物乱用は1回で乱用です。意味のない

ものは使わせないように子ども達に伝え、絶対に水際で防がないと！」
と思いました。
実践講座として、守口LCは映像で子ども達との会話形式で○×クイズを
する様子を紹介し、大阪はなみずきLCは寸劇で楽しく、「薬物はダメ。ゼッ
タイ。」と訴えていました。
受講メンバー133名が4時間の講習を最後まで熱心に受講され、認定証

を取得しました。

第6期生  第3回第6期生  第3回第5期生  第7回第5期生  第7回 合同・

濱野雅司地区ガバナー濱野雅司地区ガバナー 吉原稔貴地区ガバナー吉原稔貴地区ガバナー

光武　 綾様光武　 綾様 中新井 美波様中新井 美波様
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箕面LC箕面LC

豊中LC・
北摂ローズLC
豊中LC・
北摂ローズLC

大阪東住吉平野LC大阪東住吉平野LC

大阪さくらLC大阪さくらLC

1Z合同1Z合同

豊中北LC豊中北LC

大阪帝陵LC・
大阪阿倍野LC・
大阪コスモスLC

大阪帝陵LC・
大阪阿倍野LC・
大阪コスモスLC

大阪城東LC大阪城東LC

能勢LC能勢LC

2Z合同2Z合同

大阪鶴見LC・
大阪マーガレットLC
大阪鶴見LC・
大阪マーガレットLC

箕面市役所～阪急箕面駅前箕面市役所～阪急箕面駅前

ホテル大阪ベイタワー周辺ホテル大阪ベイタワー周辺

黒門市場界隈黒門市場界隈

豊中駅前東広場豊中駅前東広場

国道173号沿線国道173号沿線国道1号線京阪関目前
周辺の歩道
国道1号線京阪関目前
周辺の歩道

阪神高速駒川中野出入口周辺阪神高速駒川中野出入口周辺

岡町駅前にて岡町駅前にて

毛馬桜之宮公園毛馬桜之宮公園

江坂駅周辺江坂駅周辺

地下鉄鶴見緑地駅周辺
及び鶴見緑地
地下鉄鶴見緑地駅周辺
及び鶴見緑地

文の里公園文の里公園

ライオンよ、   もっと街へ出よう 12/4〜12/26

ポイ捨てたばこの
吸い殻の多さは驚きです。
大阪市民のマナー向上が

望まれます。

この時期は、落ち葉が多く大変です！
寒い中、清掃サンタとなり落ち葉等を拾ったことにより、
遊歩道等は大変綺麗になりました。清掃中、
ウォーキング中の人達から「ご苦労さん、きれいに
なりましたね。」とのお声掛けを頂きました。

1Z合同1Z合同

大阪夕陽丘LC大阪夕陽丘LC

大阪城公園周辺大阪城公園周辺

大阪なみはやLC大阪なみはやLC

昭和町駅付近昭和町駅付近

四天王寺夕陽丘駅周辺四天王寺夕陽丘駅周辺

大阪カトレアLC大阪カトレアLC

上汐公園周辺上汐公園周辺

大阪梅田中央LC大阪梅田中央LC

梅田駅周辺梅田駅周辺

大阪生野LC大阪生野LC

勝山通り勝山通り

4R

2R
5R

1R 3R
335-B地区全体で

「ライオンサンタの街角
クリーンアップ」を実施しました。
「寒い時に何ということを…」
というお言葉を頂きながらも、

フタをあけてみると
たくさんのクラブにご協力頂き、
感謝感謝の気持ちでいっぱいです。
道行く子ども達も大喜びでした。

参加して頂きありがとうございました。

地区ガバナー　川野 浩史

(P.8)

(P.7)

(P.7)
(P.8)

(P.8)

(P.6)

(P.7)(P.5)

(P.6)

(P.6)

(P.5)

(P.7)
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大阪狭山LC大阪狭山LC

和歌山南LC和歌山南LC

大新公園大新公園

羽曳野LC羽曳野LC

藤井寺LC
南大阪みささぎLC合同
藤井寺LC
南大阪みささぎLC合同

羽曳野市役所周辺羽曳野市役所周辺

1Z合同・
堺登美丘LC
堺フェニックスLC

1Z合同・
堺登美丘LC
堺フェニックスLC

南海本線堺駅及び
ホテル・アゴーラ
リージェンシー堺周辺

南海本線堺駅及び
ホテル・アゴーラ
リージェンシー堺周辺

狭山池周辺狭山池周辺

守口LC守口LC

大枝公園大枝公園

和泉大阪LC和泉大阪LC

和泉府中駅周辺和泉府中駅周辺

柏原LC柏原LC

近鉄河内国分駅前ロータリー近鉄河内国分駅前ロータリー

堺浜寺LC堺浜寺LC

堺駅前周辺堺駅前周辺

和泉中央LC和泉中央LC

和泉府中駅周辺和泉府中駅周辺

東大阪河内LC東大阪河内LC

東大阪市菱屋東中地区公園及び周辺東大阪市菱屋東中地区公園及び周辺

藤井寺駅前藤井寺駅前

ライオンよ、   もっと街へ出よう
御坊中央LC御坊中央LC

八尾菊花LC八尾菊花LC

亀山城跡公園亀山城跡公園

近鉄八尾駅前周辺近鉄八尾駅前周辺

1Z合同1Z合同

下津LC下津LC

白浜南LC白浜南LC

岬LC岬LC

和歌山葵LC和歌山葵LC

那賀LC那賀LC

オークワ岬店周辺道路オークワ岬店周辺道路

直川用地周辺直川用地周辺

「ようこそ 南紀白浜へ」の
モニュメント設置場所周辺
「ようこそ 南紀白浜へ」の
モニュメント設置場所周辺

紀州徳川家の菩提寺
〈国宝 長保寺〉の参道
紀州徳川家の菩提寺
〈国宝 長保寺〉の参道

ライオンズの森ライオンズの森
和歌山城
一の橋〜砂の丸広場
和歌山城
一の橋〜砂の丸広場

サンタクロースが
お寺にきたー(̂ _̂ )/

この場所ご存知ですか？
紀の川市民なら、一度は通ったこと
があるでしょう‼大阪方面に出かけ
る時に使う県道62号泉佐野打田
線の和歌山側、犬鳴峠のトンネル
手前にある公園です。
若かりし頃はこの公園から夜景を
見た方もいらっしゃるでしょうね。
春には桜が、秋から冬にかけては
紅葉が綺麗に見える場所でもあり
ます。忙しい毎日ではありますが、
一度立ち寄って、紀の川市を見渡し
てはどうでしょう？

6R

10R

8R

11R
7R

12R

皆様、お疲れ様でした。

9R
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11R合同11R合同

10R1Z
南部LC
10R1Z
南部LC

9R1Z
和歌山中央LC
9R1Z

和歌山中央LC
9R1Z合同9R1Z合同9･10Ｒ合同9･10Ｒ合同

10R1Z
御坊中央LC
10R1Z
御坊中央LC

1R1Z
大阪LC
1R1Z
大阪LC

1R1Z
大阪中之島LC
1R1Z

大阪中之島LC

1R1Z
大阪ゆとりLC
1R1Z

大阪ゆとりLC
1R2Z

大阪曽根崎LC
1R2Z

大阪曽根崎LC

4R1Z合同4R1Z合同 5R2Z
箕面船場LC
5R2Z

箕面船場LC

7R3Z
和泉大阪LC
7R3Z

和泉大阪LC
6R1Z

茨木ハーモニーLC
6R1Z

茨木ハーモニーLC

6R1Z
茨木LC
6R1Z
茨木LC

クリスマス慰問クリスマス慰問

環境浄化パレードに参加環境浄化パレードに参加 献血活動PR献血活動PR

献血アクティビティ献血アクティビティ

献血アクティビティ献血アクティビティ植樹アクティビティ植樹アクティビティ

2月4日、京都大学iPS細胞研究所所長であるノーベル賞を授賞さ
れた山中教授のチャリティー講演会がリーガロイヤルホテル大阪にて
開催されました。貴重なお話という事もあり、嬉しいことに会場は満席
でした。
『今、治すすべのない患者さんを何とかして治したい』山中教授の
思いは強く、参加された方の中にはメモをとる方も多く、丁寧にわかり
やすい説明で医療の未来が少し見えたような気がしました。
iPS細胞は、拒絶反応の無い移植用組織や臓器の作製が可能に

なると期待されています。高度な研究分野となりますので、人を雇うにも
開発環境を維持するにも多額の資金が必要となります。私達ライオン
ズクラブが少しでもお役に立つことができたらと願うばかりです。
寄付に関するお問い合わせは
「iPS細胞研究基金 ハシレヤマナカシンヤ 0120-80-8748」
までお願い致します。

　11月13日、第47回花の会バザー
に参加してきました♪
　毎年、来場者数は700～800人と、

人気のあるバザーです。バザー出店は2回目で、今回は100
周年記念事業として、メンバーに寄付金を募り、物品販売に
加えてフード販売もさせて頂く事になりました(^｡^)
天気にも恵まれて、メンバーの品物も良い品物が多く、

ほぼ完売する事が出来ました♪
フード販売は全てメンバーの手作りで、炭火焼きフランク
フルト&生ビール&ハイボールを販売し、売上全額、物品・
フード合計で12万円ほど、寄付する事が出来ました♪
今後も、少しでも地域の密着と障がい者福祉を支援し、

ライオンズクラブの活動を皆様に知って頂けるよう、　　
メンバーで努力していきたいと思っています( ^‿^ )

12月11日、児童発達支援・放課後等デイサービス
の「ゆめみたす」にて餅つき大会を行ないました。
障がいをお持ちのお子様方とその保護者様にとって、

「安全」「安心」とされる場所とはどんな場所なのか？その答えは「ただ見て
くれるだけではなく社会とのつながりや児童同士のつながりが生み出される
場所」だと私たちは考えました。
放課後等デイサービスは障がいのある（療育が必要と認められる）子ども達

の学齢期における支援の充実のため創設
されました。発達の気になる子どもに対し、教育の場、放課後等の居場所
として支援を行なうとともに、そのご家族に対しても、一時的に子どもの
ケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援
サービスとしての役割を担っています。
そんな支援をしているのが「ゆめみたす」です。多くの方に「ゆめみたす」
を知ってもらい、支援していきたいです。

2月10日、100周年記念事
業として、東大阪市本庁舎の

市長室で市長に「ラグビーのまち花園基金600万
円」を寄付致しました。この費用は、「ワールドカッ
プ2019」の開催地である東大阪市花園ラグビー
場の正面入り口に飾る大型展示ケースに充てる
ためのものです。
展示ケースは、「ワールドカップ2019」開催までに

完成します。これはワールドカップ開催中ももちろん
のこと、それ以降も、東大阪市花園ラグビー場に
来訪される様々な方々へ広報のため、「ライオンズ
クラブ11R合同」の銘板を掲げ、末永くアピール
できるものです。同日、市長よりRCをはじめ13クラブ
の各代表に感謝状を頂きました。

12月15日、以前に当クラブが寄贈
させて頂いた日高川町に設置されていた
看板修復の除幕式と砂利敷きをしました。

看板の用語は、中津中学校
の生徒に募り、その中の1点
を登用しました。除幕式には、
用語に選ばれた生徒さん、
校長先生、親御さんにも出席
頂きました。
式終了後、移動して丸山
区(亀山公園)で、亀山城跡
復元想定図の看板の取り付
けをしました。

1R合同1R合同

4R1Zは2月8日、「長居公園
案内板」寄贈式を行ないました。

当日は、川野地区ガバナー、洞渕アクティビィ委員長
にもご出席頂き、目録を公園所長にお渡しし、無事に
終える事が出来ました。いつまでも長居公園散策
される方々のお役に立てますように！

12月26日、クリーンアップ大作戦にあわせてアメフトのチェス
ナットリーグ表彰式・チェスナット献血のPRのためバルーンアート
を行ないました。多くの子ども達が参加してくれました。試合は大接

戦で優勝チームは、OSAKAマーヴィーズでした。
多数の奉仕を1日で行ない汗を流しました。

2月11日、東北支援として
蔵王LC主催「蔵王ふるさと
探険隊」に参加し、100周年

記念事業としての薬物乱用防止教室を行なってきました。
山本会長を始め5名の大阪のおばちゃん達は東北では結構
人気者♪大人も混じった参加者の皆さんが「薬物乱用はダメ。
ゼッタイ。」と大きな声で言って下さり、寒さも吹き飛びました。
その後、子ども達は、ライオンズクラブが寄贈したスキーやスノー

シューズをつけて、元気よくトレッキングに出掛けて行きました。

10月9日、里山整備事業として竹伐採を行ないました。
慣れているメンバーの指導によりスムーズに伐採が進みました。
10月16日、先日伐採した竹を使って公募により参加頂いた

子ども達や家族の方、メンバーにより竹灯籠作りを行ないました。竹を切り、
絵を描き、上手に仕上げていきました。当クラブは100周年奉仕チャレンジに
ちなみ100本を製作しました。完成ののち、交流BBQ大会からの芋掘り。
話もはずみました。
12月3日、茨木市福祉文化会館1Fギャラリーに

て開催された『いばらき竹灯籠』に完成した竹灯籠
を展示しました。竹灯籠作りに参加した一般市民の
ブログには、その際のことが詳細に投稿され、楽しかっ
た思い出が綴られておりました。冬の夜空をロウソク
の柔らかな光が風に揺らめき、幻想的で壮大な「和の
イルミネーション」として茨木の夜を彩りました。

12月24日、100周年記念クリスマス
アクティビティとして和泉市内にある社会
福祉法人 女子慈教寮へ訪問し、子ども達に
お菓子のつかみ取り、クイズ大会を行なっ
てきました‼
大阪すみのえLCよりライオンズクラブの

ゆるキャラ「ウィーちゃん」も特別参加し、
子ども達に大変喜んで頂きました(^◇^)。
また、洞渕アクティビティ委員長には
サンタになってもらい、一緒に活躍して頂き
ました。
皆さんご参加頂き、ありがとうございました‼

ライオンズクラブ　 国際協会100周年記念事業みんなで祝おう！！
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6R1Z
茨木LC・茨木オークLC
茨木ローズLC

茨木ハーモニーLC合同

6R1Z
茨木LC・茨木オークLC
茨木ローズLC

茨木ハーモニーLC合同

11月19日・
20日、4クラブ
合同で展示会を
行ないました。

前日の18日は設営、展示を行ない、19日は
表彰式を行ないました。当日、天気が悪いの
に、たくさんの方が来られました♪子ども達の
絵が素晴らしく、賞を選ぶのが毎回大変です。

9R2Z 橋本LC9R2Z 橋本LC

12R2Z 大阪狭山LC12R2Z 大阪狭山LC

335-B地区
2R・3R 合同
335-B地区
2R・3R 合同

11R2Z 合同11R2Z 合同

12月5日、創立143周年
を迎える大阪市立玉造小

学校の朝礼で大阪東LCの表彰式を行ない
ました。
表彰式の前に校長室に出向き、現在の

中央区の小学校事情をお伺い致しました。
川北浩之会長はしっかりとライオンズクラ

ブの事もPRさ
れ、5名の表彰
式を行ないまし
た。

10R1Z
白浜南LC
10R1Z
白浜南LC

白浜町内の小学校11校より
310点の応募がありました。
10月3日、白浜会館に於いて

の展示会準備では名札貼り、作品展示作業を
行ない、終了後には応募作品の審査があり、
最優秀賞1名・優秀賞2名・佳作7名の各賞が
選ばれました。

作品展示会
には多くの皆様
にご来場頂きま
して盛大に終え
ることができま
した。

10R1Z
南部LC
10R1Z
南部LC

11月10日、表彰例会を行な
いました。選考会に於いて、応
募総数350点の中から、最優

秀賞1点、優秀
賞7点、入賞
16点が選ばれ
ました。

各クラブ ポスター展・表彰式開催！

勝
浦
L
C

那
智
勝
浦
町
立
勝
浦
小
学
校

 

　
　
　
岩
本 

咲
文
さ
ん

堺
南
L
C

堺
市
立
泉
北
高
倉
小
学
校

 

　
　
　
岩
藤 

小
町
さ
ん

大阪中部LC
大阪市立西船場小学校
中井 　遥さん

大阪コスモスLC
大阪市立阪南小学校
内海 桃琶さん

高槻中央LC
高槻市立大冠小学校
小倉 麻央さん

箕面LC
箕面市立中小学校
中野 天渚さん

枚方LC
枚方市立春日小学校
木村 夏生さん

岸和田LC
岸和田市立大芝小学校
池田 慎之介くん

橋本LC
橋本市立城山小学校
村上 結都くん

御坊中央LC
美浜町立松原小学校
田渕 蒼大くん

大阪生野LC
大阪市立勝山小学校
松原 花奈さん

大阪ドリームLC
聖母被昇天学院小学校
福山 桃果さん

大阪コスモスLC
大阪市立阪南小学校
村上 莉菜さん

池田LC
池田市立池田小学校
川澤 日菜多さん

松原LC
松原市立天美南小学校
長谷川 加奈さん

柏原LC
柏原市立柏原小学校
藤本 華澄さん

八尾LC
八尾市立永畑小学校
松本 波瑠さん

大東ロータスLC
大東市立住道南小学校
白井 千愛さん

東大阪Ｄ・Ｓ LC
東大阪市立弥刀東小学校
山口 　学くん

東大阪布施LC
東大阪市立意岐部小学校
牧野 帆華さん

東大阪河内LC
東大阪市立英田北小学校
木村 玲南さん

和歌山中央LC
和歌山市立和佐小学校
山西 美憂さん

泉南中央LC
泉南市立樽井小学校
新田 こころさん

いずみそれいゆLC
高石市立羽衣小学校
三宅 陽菜子さん

和泉中央LC
和泉市立青葉はつが野小学校

岡田 笑佳さん

堺登美丘LC
堺市立福田小学校
遠山 一樺さん

堺陵東LC
堺市立大仙小学校
原田 志音さん

堺LC
堺市立錦小学校
渡邊 朝日さん

枚方ローズLC
枚方市立蹉跎東小学校
岩田 大聖くん

寝屋川中央LC
寝屋川市立宇谷小学校
八木田 春花さん

茨木ローズLC
茨木市立山手台小学校
増田 妃花さん

島本LC
島本町立第三小学校
菅原 　愛さん

豊中千里LC
豊中市立新田小学校
久田 奈々花さん

大阪高津LC
大阪市立味原小学校
富田 友里愛さん

大阪西淀LC
大阪市立姫島小学校
宮﨑 ほのかさん

大阪北LC
大阪市立田川小学校
文野 早希之さん

大阪梅田LC
大阪市立豊崎小学校
中村 夏音さん

大阪天満LC
大阪市立滝川小学校
大竹 想太くん

大阪大手前LC
大阪市立南大江小学校
廣瀬 友哉くん

３３５-Ｂ地区
優秀賞

３３５-Ｂ地区特別賞

３３５-Ｂ地区
佳　作

３
３
５
複
合
地
区
優
秀
賞

３
３
５‐Ｂ
地
区
最
優
秀
賞

３
３
５
複
合
地
区
優
秀
賞

３
３
５
‐
Ｂ
地
区
特
別
賞

「大阪市立玉造小学校」

なんばウォーク「くじらパーク」

「茨木市生涯学習センター きらめき」

「和歌山県立橋本体育館」

「白浜会館」

「クレアホール・ふせ」

「狭山池博物館」

2R1Z
大阪東LC
2R1Z
大阪東LC
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地区ライオンズクエスト委員長  河井 幸彦

2月15日の薬物乱用防止認定講師養成講座は、川野地区
ガバナー、吉村第２副地区ガバナーご臨席のもと133名が
熱心に受講しました。外部講師の方々の講話で、薬物の恐ろ
しさと一度でも使うと乱用になることを学びました。恒例の
寸劇は、大阪はなみずきLCにお願いし、守口LCより「子ども
達への◯×クイズ実施」の紹介など今後の薬物乱用防止
教室開催に向けたノウハウを教わり大変参考になりました。

LCIFの4大事業の1つ「青少年育成」は、リック・リトル青年が
「ライフ・スキル」（生きる力）を提唱し、のちにライオンズクエスト
として定着しました。
2016～17年度は、ライオンズクエストセミナーを2回、ライオンズ

クエストワークショップを8回、うち1回は「2日間の参加は困難」を
解消した関西初のワンデイワークショップとフォローアップ研修を
実施しました。

ライフ・スキルは、家庭や地域で学ぶものですが、今それが
できない状況になっております。本気で青少年を守るため「学校、
家庭、地域が一体となって青少年を守らないと日本の将来は無い」
と言っても過言ではありません。
そのためには、ライオンズクエストを学び、実行し、青少年を守る
地域としての役割を果たすことが大切だと痛感しております。

【茨木市立中津小学校にて】
12月16日、6年生90名を対象に行ないました。部屋が暖かく、DVDを見ている間、
居眠りをしている子もいましたが（笑）、身体に及ぼす薬物の影響や、薬物の名前も
しっかり答えてくれました。

【茨木市立春日小学校にて】
1月26日、6年生134名を対象に行ないました。インフルエンザが流行っていて、ほとんど
の生徒がマスク着用でしたが、皆熱心に臨んでくれました。授業中は静かでしたが、終了後、
子ども達にあげた3Dの下敷きをとても喜んでくれ、「薬物ってどうやってできるの？」「大阪
でそんなもの持っている人いるん？」等々たくさんの質問に、子ども達の興味の深さをとても
感じました。

薬物乱用防止教室 ライオンズクエスト
ワークショップ

6R1Z
茨木ハーモニーLC
6R1Z
茨木ハーモニーLC

2月14日、福島区にある学校法人西口学園に於いて、松本ライオンズクエスト地区
コーディネーター、大阪府福島警察署生活安全課防犯係長　中越教夫氏を講師に
お招きして、3R合同ライオンズクエストセミナーを開催致しました。当日は西口学園
の生徒・教職員約120名、またライオンズ関係は川野地区ガバナー、柿原第1副地区
ガバナーをはじめ役員・委員、メンバー50余名の出席を頂きました。
講話の前半は、中越教夫氏による「薬物乱用の危険性について」と題し、その現状と
対策を取り締まりに当たる警察官の立場から詳しく、そして生徒達にも分かり易い語り
口で話をして頂きました。また、後半はL松本に「ライフスキル教育プログラムについ
て」寸劇的な要素も取り入れながら示唆に富んだ講話を聞かせて頂きました。
これから未来に向かって大きく羽ばたかんとする高校生たちにとっては大変有意
義なセミナーであったのではないかと思います。

 3R合同ライオンズクエストセミナー  3R合同ライオンズクエストセミナー 3R
合同
3R
合同

10月14日、堺市立久世小
学校に於いて、「ライフスキ
ル教育プログラム」の校内
型セミナーを行ないました。
50名の全教員を対象とし、
７グループに分かれて、
ブレーンストーミングで実習
体験を行ないました。後半は
今後、実施するワークショップ
のためにライオンズクエスト
プログラムの重要性と現場
での実施例などを受講して
頂きました。

1月14日、堺市教育センター「ソフィア堺」研修室にて「ライフ
スキル教育」の１Day校内型ワークショップを開催しました。
このワークショップは、10月14日に開催した堺市立久世小学校
での校内型セミナーに基づき、通常2日間で行なうものを関西初
の試みとして1日型で行なわれました。内容や単元の時間現象が
危惧されましたが、講師の嶋田先生の適切な進行と先生方の真
面目な取り組みで有意義な
ワークショップとなりました。
今後、フォローアップに

努めて多くの学校や教育現場
で実践して頂くことを目標に
頑張りたいと思います。

1月5日～6日の2日間、枚方市立桜ヶ丘中学校でライオンズクエスト枚方ワーク
ショップを開催しました。当日は枚方市内各地域の学校から30名の受講生が参加し、
JIYD選任講師の指導を受けました。
ワークショップでは積極的に意見が出され、活気にあふれていました。受講生から
は「早速、3学期の授業から取り入れていき、生徒達と接したい」や「このような場で違
う学校の先生方と交流ができたことがよかった」などと言った感想が聞かれました。

 枚方ワークショップ  枚方ワークショップ 6R2Z
枚方ローズLC
6R2Z
枚方ローズLC

 校内型セミナー  校内型セミナー  関西初！！1日型ワークショップ開催！！ 関西初！！1日型ワークショップ開催！！7R2Z
堺登美丘LC
7R2Z
堺登美丘LC

　

12月2日、岸和田市立朝陽小学校6年生95名に対し、授業時間
45分間の内、麻薬撲滅DVD「ダメ。ゼッタイ。」を15分間上映し、
会員による寸劇を20分間行ないました。「ダメ。ゼッタイ。君」の
着ぐるみは先生に入って頂き、楽しく開催致しました。

　後日、勉強した事をどう思ったか、アンケート用紙に記入して
頂きました。
回収したアンケートによると、
・薬物は犯罪で怖いというのがわかりました
・1回でも軽い気持ちでやると体に悪い影響を与える
・脳も破壊するほど怖い、幻覚や幻聴が起こる
・今回の学習で誘われてもゼッタイに断る勇気を学んだ
・DVDもとてもわかりやすく教えてくれた
・寸劇も笑いも取れて、楽しくわかりやすかった
・もし自分が声をかけられたら、抱えこまず大人や友人に相談
　  します
・「ダメ。ゼッタイ。君」に先生が入っているのがわかり面白かった
このようなアンケート結果でした。
今回は、堺登美丘LC、岸和田千亀利LCより4名が見学に来ら
れました。

8R1Z
岸和田コスモスLC
8R1Z
岸和田コスモスLC

1月20日、下津LCは海南市立下津第一中学校に於いて
薬物乱用防止教室を開催しました。

海南警察署、海南市教育委員会青少年センターの協力と下津LCメン
バーの紙芝居を披露しました。「勧められても『No』という勇気を」と伝え、
第1回としては上出来の教室でありました。
当日の様子は「わかやま新報」に掲載され、ライオンズのPRにもなりました。
私たちは思います。青少年に限らず我々中高年世代も決して他人事ではない、
心の隙間につけ入る誘惑に対して「No」と言える人間でありたいと。

9R2Z
下津LC
9R2Z
下津LC

薬物乱用防止教室 開催風景　於：岸和田市立朝陽小学校 6年生95名薬物乱用防止教室 開催風景　於：岸和田市立朝陽小学校 6年生95名

茨木市立中津小学校にて茨木市立中津小学校にて

泉南中央LC泉南中央LC

茨木市立春日小学校にて茨木市立春日小学校にて

2017年1月25日付
和歌山新報
2017年1月25日付
和歌山新報
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 宝塚レビューチャリティショー
『REVUE OF THE DREAM』 
 宝塚レビューチャリティショー
『REVUE OF THE DREAM』 

当クラブが前年度の下半期から取り組んでいる「眼鏡リサイクル
プログラム」。今期は更に力を入れています。
12月7日、NPO法人 大阪府高齢者大学校に設置して頂いた
4箱がいっぱいになったということで、引き取りに伺いました。
大学校の受講者の皆さんは、この運動が途上国の誰かの
人生を変えることになるということに大変意義を感じられ、
来年3月まで継続して設置下さることになっています！
12月26日、集まった眼鏡を整理し、オーストラリア・クイーンズ

ランドのリサイクルセンターに500個の発送を行ないました。

1月11日、大阪市都島区友渕町のスーパーマルヤス前で、
都島警察防犯課の協力奉仕として、当クラブオリジナルの　
自転車防犯カバーを配布・取り付けを行ないました。
150個用意しましたが、あっという間になくなりました。
また次回違う場所で行ないます。乞う、ご期待！

 バレンタインデー献血  バレンタインデー献血  眼鏡リサイクルプログラム  眼鏡リサイクルプログラム 

 自転車防犯カバー配布  自転車防犯カバー配布 

 エコロベース大会  エコロベース大会 

 陶芸体験  陶芸体験 

2R1Z
大阪都島LC
2R1Z
大阪都島LC

11月20日、都島スポーツセンターにて『第14回大阪桜之宮
ライオンズクラブ杯・エコロベース大会』を開催致しました。
エコロベースとは再生品で作ったグローブやボール、生育の
早い竹材を使ったバットを使用し環境に優しく、また健常者から
障がい者、子どもからご老人までハンディをつけながら楽しめる
球技です。
当日、林田都島区長をはじめご来賓も多数参加頂き、楽しい
雰囲気での大会となりました。当クラブを含め6チームでの
トーナメント戦で行われ、今回の優勝はママさんバレーボール
チームになりました。また、大阪市都島区身体障がい者福祉会
様より、自作の『宝船』を寄贈頂きました。

2R2Z
大阪桜之宮LC
2R2Z
大阪桜之宮LC

大阪ドリームLCは、2月12日の朝10時から16時まで梅田
HEP前にてバレンタイン献血活動を行ないました。前日は、
当クラブのヤングドリームが一生懸命チョコレートを詰めて
くれました。当日は雪が降る中、ヤングドリームも一緒に献血
の呼びかけに来てくれ、無事に終了しました。

3R1Z
大阪ドリームLC
3R1Z
大阪ドリームLC

3R2Z
大阪道頓堀心斎橋LC
3R2Z
大阪道頓堀心斎橋LC

11月13日、大阪狭山市のさやか公園
にて「狭山中学校区まちづくり円卓
会議・大阪狭山市・大阪狭山市教育
委員会」主催の“さやりんピック”に出店
参加しました。
当日はたくさんの来場者で、販売した「からあげポテト」
は好評につき、用意した食材500食分は全て完売しました。
出店のテントには大阪狭山LCの看板、メンバーは全員ベスト
を着て、地域の方々にライオンズクラブの存在をアピールし、
メンバーは店番をしつつも防災ゲーム等のイベントに参加し
て充実した1日を過ごしました。

和歌山西LCは小学生を
対象に「自分の力で挑戦する」
をテーマに体験型の思い出
に残るアクティビティとして
陶芸体験を行ないました。
はじめに、焼き物ができるまでの工程や焼き物を作ってい

る成分について学習しました。その後、生徒たちは様々な創意
工夫を凝らしながら土からマグカップ作りを体験し、卒業記念
作品を制作しました。
成形したマグカップは、陶芸工房にて乾燥させた後に焼き
上げ、2月21日に小学校にて表彰式を行ないました。作品の
箱の組み立て等はメンバーの手で行ない、作品審査会では
会長賞、アイディア賞、ユーモア賞など多角的な視点で選抜し
ました。

 さやりんピック  さやりんピック 

 合同アクティビティ  合同アクティビティ 

9R1Z
和歌山西LC
9R1Z
和歌山西LC

岩出LCと和歌山くろしおLC合同の植樹アクティビティは、
2018年11月に親クラブの岩出LCがCN30周年を迎え、子クラブ
の和歌山くろしおLCがCN10周年を迎える一環として行なって
います。
第1回目は2016年の3月12日に「宝くじ桜」より桜を100本
寄贈して頂き、根来五百仏山遊歩道に植樹しました。第2回目
は2016年11月19日に150本植樹、これは、和歌山県緑の募金
を活用し、桜を植樹しました。第3回目は2017年3月18日に
150本を植樹予定です。これも和歌山県緑の募金を活用して
桜の苗木を購入して植樹します。
五百仏山遊歩道は史跡に指定されており、文化庁の許可を
得ながらの植樹になるので「根来元気の森」の皆様の指導を
受けながら毎回植樹をしております。根来寺は「さくら名所
100選」に認定された
名所であります。根来
寺近辺にできた一乗
閣や資料館とともに
地域の活性化のお手
伝いをしたいと思っ
ております。

9R2Z
岩出ＬＣ
和歌山くろしおＬＣ

9R2Z
岩出ＬＣ
和歌山くろしおＬＣ

2月5日、紀の川市粉河ふるさとセンターで「宝塚レビューチャ
リティーショー～ぼくと王子さま～」を2回公演で開催しました。
今年度会長テーマ『一歩前へ』という事で、教育・文化・芸術
推進事業として、未来を切り拓いていく子ども達にチャレンジ
する精神・創作する感動と喜びを体験してもらおうと企画、
クラブ一丸となって取り組みました。
オーディションには予想を大きく上回る100名以上のお申
込みがあり、60名の合格者は元タカラジェンヌやプロの監督
指揮のもと、12月から毎週末・冬休みに厳しいレッスンを重ね
当日を迎えました。開演前はとても緊張していた子ども達も終
演後には達成感いっぱいの素敵な笑顔になっていました。元
タカラジェンヌのショーも素晴らしいものでした。
終演後ご父兄の方々から『生活態度が良くなり挨拶等の
礼儀作法も身に付き子どもが毎日イキイキとしています』と
の嬉しいお声を多く頂きました。
この事業開催に際し、ご協力頂いた
多くの方々に心より感謝致します。
ありがとうございました。

9R2Z
那賀LC
9R2Z
那賀LC

12R1Z
大阪狭山LC
12R1Z
大阪狭山LC
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ク ラ ブ 例 会1月26日、第2例会でした。川野地区ガバナー・
山名アクティビティ・ライオンズクエスト委員・
大阪桜之宮LC稲田会長・木嶋第2副会長が例会
訪問に来て下さいました。

講演として親子である関西骨髄バンク推進協会の浅野祐子さん
と骨髄バンク説明員栄田慶子さんにお越し頂き、骨髄バンクに
ついてお話をして頂きました。
浅野さんは骨髄ドナー登録について、現在登録会が増える度に
運営資金がかさみ、厳しい状況になっているので、メンバー並び
にクラブに協力して頂きたいと切に願っていました。

2月1日、和歌山LC、海南LC合同例会が開催
されました。和歌山LC会長L冨山、海南LC会長
L坂井の挨拶があり、ゲストスピーチに泉大津
LCの中村元地区ガバナーより「ガバナーの歴史

について」の講演、田中GMT地区コーディネーターより会員増強
についてのお話があり、テール・ツイスターのゲームで盛り
上がりました。

2月1日、第1例会で「クイズで遊ぼう！」を
テーマに頭の体操を行ないました。
また、尾﨑10R2ZZCへ
LCIFから届いた、MJF盾
が授与されました。
おめでとうございます。

2月6日、第1222回例会が施設
「No　SIDEよこぬま」で開催されました。
東京よりL青野がテレビ会議でリアルタイムで
参加されました！出席率アップで嬉しかったです。

豆まきもして、有意義な例会でした。

1月21日、東大阪D・SLCは「AED講習会」を
開催しました。
残念な事に2016年、当クラブからも初めての
物故ライオンが出てしまいました。その物故ライ

オンが救急搬送される際にその場に居合わせた北口会長なら
ではの企画です。
消防署から講師を招き、メンバー・家族・社員・友人など約30名

も参加してくれました！後日「普通救命講習修了証」が全員に交付
されます。本当に有意義な例会を企画・準備して頂き有難う
ございました。
北口会長の言葉がみんなの心に響きました。

「いつ最愛な人、身近な人、周りの人が倒れるとは分かりません。
少しでも知識があれば助ける事もできます。今回参加出来なかった
みなさんも、近所であれば是非とも講習を受けて下さい。よろしく
お願いします。」

八尾LCでは、毎年クリスマス例会を家族と
一緒に過ごせる時間と考えて歌やマジックなど
のイベントを企画し実施しています。
12月20日にザ・ガーデンオリエンタル大阪に

於いて実施した家族例会懇親会では、子どもの笑顔をたくさん
見られるようにと、子ども達が喜ぶバルーンを使って50センチ
以上の動物やキティちゃんなどを作る「バルーン ちぃちゃん」を
招いて15人のメンバーの子どもやお孫さんに喜んで頂きました。
昨年と今年の派遣生4名と八尾レオクラブ6名を含め91名
が参加する楽しい例会になりました。
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2016年12月、マレーシアからの
来日生“ピンちゃん”ことCHONG TZE PINGさんを我が家で受け
入れました。初めてのことで不安がいっぱいでしたが、ありのままの
日本を体験してもらいたかったので普段通りの生活をしました。
ピンちゃんはかわいらしく前向きな性格で、すぐ我が家にとけ
込んで家族の一員になりました。我が家の2人の子どもと鬼ごっこ
をしたり、けん玉や坊主めくりをしたりして一緒に遊んでくれました。
ピンちゃんには小さな妹がいるのでお手のものだったようです。
夕食の準備やクリスマスパーティーの飾り付けも手伝ってくれ

ました。近所の陶芸教室では日本の思い出をお皿に絵付けをし
たり、初体験だったそうですが温泉にもチャレンジしました。
いよいよお別れという日に、待望の降雪を体験できました。
マレーシアでは経験できない手のひらで解けていく雪の様子を、
何度も何度も不思議そうに見ている姿に、私たちは神様からの
ピンちゃんへの素晴らしい贈り物と感動を覚えました。
そして関西空港でのお別れは子ども達も、私たち夫婦もとても

辛いものでした。子ども達はずっとピンちゃんにくっついていました。
今回の受け入れの経験で、ピンちゃんを通じて子ども達が外国に
興味をもってくれたことが本当にうれしく思っています。
短い間でしたが、いつも笑顔で一緒に遊んでくれたピンちゃん
に近い将来きっとまた会える気がします。
「いつでも帰っておいでね！ピンちゃん！！ 」

地区GMT委員　益田 大志

地区YCE・レオ委員　中川 美子
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2016年12月16日、参加者24名が集まり「来日生の豚まん
体験教室」がスタートしました。当日は川野地区ガバナーを
始め、岡田YCE・レオ委員長、YCE・レオ委員、ホストファミリー
及びホストクラブの方々が来られました。
来日生はそれぞれエプロン、帽子、マスク等を着用し、2台の
丸テーブルを使って蓬莱本館社長である東RCと店長が作り方
を指導する中、豚まん２個と焼売10個を作りはじめました。
まず、中の具は意外に多く、ヘラと手で形を整えます。それからが
山場で親指、人差し指で皮を包みます。来日生も四苦八苦し
ながら楽しんでおりました。
出来上がった豚まん、焼売を蒸している間、全員、コース料
理に舌鼓を打ち、完成したものを持ち帰り用にそれぞれパッ
ク詰めにして頂きました。
午後2時頃には終了し解散となり、参加者の皆さんはとても
楽しい体験のひと時が出来た事に大喜びしていました。

2016年10月7日～8日、2013～14年度の夏に私がホスト
家庭としてお世話をさせて頂いたルーマニア出身の来日生
Adrian-Cezar君が大阪に遊びに来てくれました。彼が来阪
してくれるのは今回で4度目です。
彼は日本国際ユースキャンプに参加し、日本の文化や自然に
感銘を受けました。2年後、進学する大学を決める際にイギリス
にあるオックスフォード大学への進学をやめて両親を説得し、
東京大学に入学し、現在2年生です。
この度、3年を過ぎてご両親と妹を連れて家族で私の家を
訪ねてくれました。一緒に食事をしたり、習字をしたり、楽しい
時間を過ごすことが出来ました。日本語もとても上手になって
いて、武士のように意思の強さを感じました。
彼の家族も、とても日本を気に入ってくれたようで広島県の
平和祈念館なども行かれたそうです。
何年たっても私の子どもや孫のように接することができて
幸せに思います。

 豚まん教室体験  豚まん教室体験 
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