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　11月7日～10日、第58回東洋東南アジア・フォーラムが広島市で開催されました。テーマは「平和」。スローガン
は「平和を学び、祈る」。
　開会式前夜の7日、地区ガバナー晩餐会が、広島市郊外のホテルで開催されました。新大阪から新幹線で
1時間半という近さもあり、約200名のメンバーが参加して、リジョンを超えた交流を楽しんでいました。特に、地
区ガバナー輩出の泉大津LCのメンバーが、大きな声援で会場を盛り上げてくれました。
　翌8日の開会式は、広島グリーンアリーナで行われました。日韓の政治情勢にもかかわらず、チョイ国際会長の
登場の際には、温かい拍手で迎えられていました。開会式後半には、テーマに即して、「原爆被爆被害とは何か」
と題した基調講演がありました。フォーラム改革の方針に則ったものなのでしょうが、聴衆が少なく、何か工夫が
必要に感じました。会場外のハノーバ庭園では、フードフェスティバル＆物産展が開かれ、地区・国境を越えた、
メンバー同士の交流が行われていました。
　9日は、広島国際会議場で、各種セミナーが開かれました。中でも、我が地区のL柿原、L坂本が講師となった
アラートセミナー「自然災害にライオンズが担う事」には、350名の定員に、500名を超える聴衆が詰めかけ、関心
の高さを示していました。

キャビネット会計

（写真： 地区MC・IT アドバイザー 井上　芳幸
地区MC・IT 委員　　　　 西谷　昌幸 )

杉本　光傑

「第58回東洋東南アジア・フォーラム」
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　新年あけましておめでとうございます。
　皆様方におかれましては希望にあふれた新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　昨年、７月９日、イタリア・ミラノ国際大会において、地区ガバナーに就任させて頂き早6ヵ月を経過しようと
しています。
　今年度、ジュンヨル・チョイ国際会長はテーマを「We Serve」とし、「多様性」をキーワードとされております。
私としましても、多様な視点で奉仕、スペシャルクラブ等の新クラブ結成、会員増強・維持を重点におき、地区ガ
バナー公式訪問や例会訪問で強くお願いをさせて頂きました。それに対してメンバーの皆様のご理解とご賛
同を頂きました。結果として、堺高石LCが結成され、9月28日に結成式を無事に執り行うことができました。
　2019年11月末現在、各クラブの会員増強移動状況は入会412名（内家族会員123名）、純増314名（内家族会
員100名）となっており、奉仕につきましても多様性を取り入れて頂き、地域ごとに素晴らしい事業を展開され
ております。例会訪問した際には、地元の方々に信頼され、喜ばれているお話をたくさん聞かせて頂き、感銘を
受けます。
　上半期の6ヵ月間、皆様に多大なご支援とご協力を頂き感謝の気持ちでいっぱいです。これからの半年も皆
様とともに、地区・クラブ発展のために精一杯取り組んでいく所存でございます。
　どうぞ絶大なるご支援を賜りますようお願い申し上げますと共に、メンバー各位のご健康とご多幸を祈念申
し上げ新年のご挨拶と致します。

地区ガバナー 田中　敏朗

新年のご挨拶

2



3

第 1回キャビネット会議
　7月29日、第１回キャビネット会議がホテル日航大阪で開催されました。

　田中地区ガバナーから映像を交えての今年度の方針説明があり、特に

1,300名の会員増強を行なっていくための新クラブ結成や支部などの説明

及びクラブを活性化するための新しい風委員会や地区活性化特別委員会の

意義について説明がありました。その後、議事として杉本キャビネット会計よ

り今年度のキャビネット会計予算が報告され承認されました。　　

　また、エリアリーダーはじめ複合地区コーディネーター並びに委員長、地区

コーディネーター、リジョン・チェアパーソン、各種委員長から１年間の抱負が

発表されました。短い時間の中、大切な部分をまとめて発表されたので、予定していた終了時間よりも早めに終わることができま

した。

　田中地区ガバナーは1,300名の会員増強を各メンバーに強いるのは辛いけれど、次代のライオンズクラブをより活気あるものに

するために今しなければならないと強い決意表明をされました。

地区MC・IT委員長　渡邉 千芳

335 複合地区 LCIF セミナー
　9月9日、ホテル日航大阪にて335複合地区LCIFセミナーが開催されました。

　セミナーを受講された、田中光栄GST委員に感想をお伺いしました。

「過去に数回セミナーを受けましたが、LCIFの意味が分からず、理解出来てい

ませんでした。今回のセミナーでしっかり取り組んでいかないといけないなと

思いました。クイズ形式での質問は全て答える事が出来ず、今世界中で困って

いる人達がこんなに沢山いる事を知りました。視力保護・青少年・災害復興・

糖尿病・食糧問題・小児がん・環境保全、どれも重要でありますが、やはり子ど

もに関係する内容は１番辛いです。冊子を読んで感じました。救える命は何と

かしてあけだい。本当にそう思いました。このセミナーで勉強させて頂いた事はクラブに持ち帰って、もう一度LClFの事を話し合い

たいと思います。335-A～D 地区の皆様の報告を無駄にしないよう自分自身もしっかり 考えていきたいと思います。」

地区MC・IT委員　池田 和弘

地区活性化会議
　9月10日、ホテルモントレ グラスミア大阪にて地区活性化会議が開催されま

した。まず、坂口委員長より地区活性化について会員増強の必要性等の説明

がありました。

　その後、昼食をしながらのテーブルディスカッションは、リジョン・ゾーンの

今後、各クラブの抱えている問題、ＧＭＴに対する取り組み等、貴重なディス

カッションでした。他クラブの会員入会に向けた取り組みを聞く事ができ、大

変参考になりました。当クラブも、近い将来見据えて前向きに取り組んでいけれ

ばと改めて実感しました。それだけでなく、迅速に動かなければならないと痛

感した次第です。

　今後もこのようなお時間を頂ければ幸いです。

東大阪菊水LC会長　長谷川 亮又
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各クラブ献血・糖尿病教育研修会
　9月2日、大阪国際会議場にて各クラブ献血・糖尿病教育研修会が開催されました。GST委員会は多岐に渡る奉仕活動に担い、

人道的奉仕活動の『献血』並びに『11月14日 世界糖尿病デー』に焦点を当てた研修でした。赤十字関連から15名、ライオンズ関係

として約300名が参加、献血関連の講演、そして糖尿病教育研修が関西電力病院疾患栄養治療センターの講師のお話で糖尿病

予防・療養に関する様々の知識・情報を得ることが出来ました。

ニューホープ研修会
「ニューホープ研修会に参加して」

　ライオンズクラブに入会し、早1年半が経過しました。

 今回のセミナーに参加して改めて奉仕の精神が街に、人に必要だと感じてお

ります。奉仕を行なうには一人でも出来ないことはないが、やはり一人でも多

くのメンバーが集まり大きな輪になって奉仕の波を広げていく。そのためにも

今回のセミナーにありましたように、各クラブが繋がり大きな地域に良い影響

を広げられればいいなと考えております。

茨木オークLC　L大脇 久徳

地区MC・ITアドバイザー　井上 芳幸

薬物乱用防止御堂筋パレード in2019

　10月5日､「薬物乱用防止御堂筋パレード in2019」が約400名の地区メン

バーの参加で開催されました。

 今回は金蘭会学園マーチングバンドが参加､華やかな音色を奏でる傍ら

メンバーの「薬物乱用！ダメ！ゼッタイ！」の声が週末の御堂筋に響き渡って

いました。２度目の開催となるパレード、若年層にまで広がりつつある薬物

汚染を何としてでも大阪

の街から締め出そうと願

うライオンズの熱き思い

の結集でした。

地区MC・ITアドバイザー　井上 芳幸



　8月30日、ホテル日航大阪にて第5回次世代リーダー育成セミナーが開

催されました。

　楠GLTコーディネーター・伊藤GLT委員長のお話を伺い、その後各グ

ループでのディスカッション・発表が行われました。直接的・間接的な

興味ある講義を聞き、その後に自分たちで考えることによって「指導力

育成」の意味をより理解できたことと思います。

　共に語りあったセミナー受講者が今後の良きライオンズ仲間となり

将来の友となり、共に指導力を発揮する日がくることを確信したセミ

ナーとなりました。

5

次世代リーダー育成セミナー

第8期生

第 5回 地区MC・IT委員　西谷　昌幸

第 6回 地区MC・IT委員　中堂　眞理子

写真：地区MC・IT委員　池田　和弘

　11月22日、ホテル日航大阪に於いて、第6回次世代リーダー育成セミナーが開催されました。セミナーでは中谷第1副地区

ガバナーより「ライオンズクラブについて」長年のライオンズライフで転機になった出来事を話されました。続いて、西山

GMT委員長より「会員増強について」人との繋がりやアスクワン増強がなぜ必要かを話されました。後半はグループに分か

れワークショップ「ライオンズクラブの理想像～そのために必要なことは」についてディスカッションし各グループの熱い

思いが発表されました。
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　8月21日、今年度から受講される第9期生のセミナーが始まりました。菅元地区ガバナー・

名誉顧問より「終身の計は人を樹うるに如くはなし」と「人を育てて成果を見るには一生を

かけた計画が必要だ」という歓迎の挨拶がありました。受講生は真剣に話を聞いておられまし

た。続いて、楠GLTコーディネーターより「スピーチ力を磨く」で成功するスピーチのコツに

ついて具体的に説明して頂き、実際にご

自分の自己紹介もして下さいました。

　受講者の自己紹介では、前段の楠GLT

コーディネーターのアドバイスをもとに

それぞれがわかりやすく自己紹介をされ

ており、今後のセミナー受講への意気込

みが感じられました。

第 9期生

第 1回 地区MC・IT委員　西谷　昌幸

　11月1日、14時から3時間に亘り、ホテル日航大阪に於いて田中地区ガバナーはじめ講師陣11名、受講者26名を迎え、

第2回次世代リーダー育成セミナーが盛大に開催されました。

　冒頭、田中地区ガバナーの挨拶を受け、出席者の紹介の後にセミナーが開始されました。

今回の内容も盛りだくさんで、LCIF、特にキャンペーン100について更に

詳しく掘り下げ充実した内容になっておりました。息抜きも含めクイズ

形式で会則についてのセミナーが始まり和やかに進行していきました。

様々な講義の後、参加者がグループに分かれワークショップで様々な

ディスカッションをし、それらをグループ毎にまとめて発表をされまし

た。さすがに第2回のセミナーですので、受講者のコミュニケーションが

取れており素晴らしい発表が続きました。

　貴重な時間を有効に使い、更に深く知り、尚且つそれらを次世代に

繋ぐ意味に於いても素晴らしい取り組みに感激し閉会を迎えました。

＜参加者の感想＞大阪すみのえLC  L酒井隆造

　今回はLCIFについての内容がメインでした。LCIFについては漠然とした

知識しかなく、実際の活動においては全くといっていいほど実感できて

いません。それは他のメンバーも同様でした。また、特別大きな事業で

利用するケースが多いイメージなので、身近なアクティビティでも利用

できるような実例があれば良いと感じました。

　ライオン歴、年齢、クラブ規模の違う同期メンバーとそうした意見を

交換できたのは勉強になりました。

第 2回 地区MC・IT委員　新田　秀幸
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地区ガバナー公式訪問 温かい歓迎を
1R1Z 1R2Z 1R3Z

2R1Z 2R2Z

3R1Z・2Z合同 5R1Z

5R2Z 6R1Z 7R2Z

始まる前の和やかな表情の L田中と L中谷

辻川キャビネット幹事よりライオンズクラブの手引き
等のホームページの活用の説明をして下さいました。

テール・ツイスター L大村崑の登場！！

各クラブ会長の意気込みが感じられ、厳しさの中にも和気あい
あいとして、会員拡大への決意が伝わってくる例会でした。

9月17日 9月25日 9月19日

9月13日 10月1日

9月9日 9月18日

9月24日 9月26日 9月27日

7R3Z

地元のゾーンより記念品贈呈

10月3日
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ありがとうございました！！
8R2Z 9R1Z 9R2Z

10R1Z 10R2Z

11R1Z 11R2Z

［中村 ZCへインタビュー］地区ガバナー公式訪問 &合同例会を滞りなく終え 各クラブ皆様が地区ガバナー方針に
対し、更に意識を高めて下さったと感じました。ZCが GAT チームの一員として情報伝達に務め、今の時代に合う
柔軟さで未来に繋ぐ架け橋となり 活性化を促し 自ら有言実行を基本に努力をします。
災害支援金に対し、会場でご協力頂けた事にもライオンズ魂を感じました。

協力しあって頑張って参ります‼( 田中地区GST 委員 )

9月20日 10月2日 9月6日

9月11日 9月12日

10月8日 9月5日

11R3Z 8月23日 12R1Z 10月7日

12R2Z 9月30日
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第 32回国際平和ポスター・コンテスト
テーマ「平和の道のり」

寝屋川中央 LC　寝屋川市立宇谷小学校

八木田 優花さん

335 複合地区 最優秀賞
335-B 地区 最優秀賞

335-B 地区 優秀賞
＜2作品＞

大阪中部 LC　大阪市立西船場小学校

髙井愛子さん

高槻グリーン LC　高槻市立南平台小学校

角 香杜実さん

佳作 35作品については地区ホームページをご覧ください。

http://www.lc335b.gr.jp/peace_poster/
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　9 月 28 日、ホテル・アゴーラリージェンシー堺にて泉大津 LC がスポンサーされた「堺高石ライオンズクラブ結成会」

が開催されました。

　結成会は辻川キャビネット幹事(クラブエクステンション委員長)の開会の言葉から始まり、7R1Z所属の確認や例会場所、

所在地などの報告等が行われました。会員増強を推し進める田中地区ガバナーの号令のもと、所属クラブである泉大津 LC

がスポンサークラブとなって22名の新しいメンバーが335-B地区に加わりました。終始緊張感に包まれた結成会でしたが、

第 2部第 1回例会が始まる頃には初々しさの中にも堂々とした受け答えが多く見られ、感心させられました。

　今後の堺高石ライオンズクラブの益々の発展を念じるとともに、新しい仲間たちに温かいエールを送りたいと思います。

［結成年月日］　2019 年 9 月 28 日　［会員数］　22 名
［チャーターナイト］　1月 26 日　［スポンサークラブ］　泉大津 LC
［クラブ三役］　会長：田中　亜渡夢／幹事：林田　渡／会計：廣澤　直樹

［会員名］
安藤 繁／荒川 雅輝／池垣 友崇／岡 愛一郎／岡崎 俊介／奥平 覚／奥村 康生／小西 利宗／酒巻 保／崎山 昌子／

下室 克秀／祐保 順次／鈴木 良祐／田中 亜渡夢／佃 裕之／辻川 喜之／中村 裕史／西岡 克真／林田 渡／廣澤 直樹／

松本 学／毛利 虎之助

おめでとうございます！！ 地区MC・IT委員　西谷　昌幸

7R1Z 堺高石 LC 結成会



11

　6月22日、ホテルグランヴィア京都に於いて、島本LCのサヨナラ例会でもある6月度第2例会でみなせ支部結成式を挙行致しまし
た。
　当日は期末の多忙な時期にも関わらず、多くの来賓、ブラザークラブの皆様のご臨席を賜りました。誠にありがとうございました。
支部メンバーを迎え、新たなる思いでメンバー一同、より一層ライオニズムの精神に基づき奉仕活動に邁進して参ります。

島本 LC　みなせ支部結成式（2019.6.22）

　ある出席した会合で、ボランティアサークルに所属する学生との出会いが
あり、外国の子ども達の貧困問題に取り組むその内容や思いは、私たちの活
動に被るものがありました。
　いつの間にかライオンズクラブの説明が空間を埋め、支部結成の想いを
伝えました。月に1回、2回と食事をしながらの会話は、支部結成に向けて現
実味を帯び、クリスマス例会に参会してもらい、クラブの雰囲気も味わって
もらいました。
　奉仕活動に意識が高い人物との出会いが功を奏したこともあり、約1年の
会合を重ねて実現することとなりましたが、この間の食事会は大きな意味を
持ちました。事業は『子ども食堂』とし、『英会話教室』を並行します。その子ど
もたちの中から、将来のYCE生を輩出する遠大な計画を持っています。

地区LCIF・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員長　高松　順一
（茨木LC 支部結成特別委員長）

［セミナーを受けられた方の感想］　
　１年間で色々な講演やセミナーが行われる中で１番苦手なセミナーは「アスク１」です。
毎年参加させて頂いておりまして講演もしっかり聞き、資料もしっかり読んではおりますが
何回参加しても１番難しいセミナー です。
　メンバーを増やすにはどうしたらいいのか？地区GMT・FWTのコーディネーター や 委員
長 からの説明、秘訣等のお話しもありましたが、現実はそんな簡単にはいかないと思いま
した。でも諦めないでクラブメンバー全員で若い方をターゲットにしてお声掛けを頑張りた
いと思います。
　ディスカッションタイムでは各テーブル内で色々な意見やアイディアを出し合いました。 
他クラブの方の考え方や意見を聞く事が出来、自クラブと比較する中で改善すべき点はしっ
かり改善し、会員増強に繋げられるよう努力したいと思っております。 
　難しい課題であり１番苦手なセミナーでしたが 楽しく終える事が出来ました。

茨木 LC　茨木さくら支部結成式（2019.10.17）

アスク１ GMT・FWT セミナー 各リジョン9月2日～11月13日
にかけて実施しました（ ）

地区GST委員　田中　光栄
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7～11 月 新会員紹介－ご入会おめでとうございます !!－

1R1Z 大阪天満 LC
L 浅田 新吾
大学の OB の先輩から紹介して頂きました。
皆さん素晴らしい方々で雰囲気がとても良く
少しでも奉仕活動のお役に立てればと思いま
す。まずは、ライオンズクラブのことをよく
理解して行動していきたいと思います。

スポンサーより
　当クラブでは、会員増強のためのゲスト例会を行っています。この日は、
　会員が友人を誘って参加します。天神祭りの行事にも誘います。
　それぞれ 4～ 5人に例会の雰囲気を味わって頂き入会を促します。

1R1Z 大阪梅田中央 LC
L 桜井 彩花
素敵なクラブに入会させて頂きまして大変
光栄です。紹介者様にはとても感謝しており
ます。まだ何もわからない状態ですので、皆
様にご指導賜りながらいずれクラブを盛り上
げる一助となれば幸いです。

スポンサーより
　他ライオンズクラブ在籍の知人からのご紹介で、ご本人は大阪市北区
　内でのライオンズでの入会を希望していたので、活動内容を説明しご
　承認を得ました。

1R1Z 大阪梅田中央 LC
L 髙田 和子
入会して、とても楽しく例会に出席していま
す。私が北部出身で地域的になじんでいるか
らだと思います。

スポンサーより
　前に所属されていた大阪戎橋いとはん LCさんのご紹介です。

1R1Z 大阪梅田中央 LC
L 秋元 茂雄
右も左もわかりませんが、ライオンズクラブ
の仕組みや背景を理解し、活動に参加して
いけたらと思います。

スポンサーより
　会員は東京から大阪に転居してきたため、大阪における人脈が広がる
　ことを期待して提案しました。

1R1Z 大阪梅田中央 LC
L 柴崎 芳雄
先輩方のご指導のもと、日々一つずつでも
学び少しでも早くクラブの戦力になれるよう
力を尽くして取り組んで参りたい所存です。

スポンサーより
　例会場としてご利用させて頂いているご縁で入会して頂きました。

1R2Z 大阪西 LC みらいへ支部
L中条 幸枝
ご縁あって入会しました。これからのライオン
ズライフを皆様の仲間として楽しみたいと
思っています！「we serve」!!

スポンサーより
　ボランティア活動に強く興味を持つ女性でして、当支部でしたら仕事
　や家庭を両立しながらライオンズクラブで活動が可能ではないかと相
　談させて頂きました。当支部の例会や活動内容を見学して頂き、全員
　の歓迎を受け入会して頂きました。

1R3Z 大阪淀川 LC 
L 加賀美 利得
私は人の役に立ち、喜んで頂けることを生き
る糧にしておりますので、ライオンズクラブ
の社会奉仕活動におきましても同様に努めて
参る所存です。まずは私に何ができるのかを
諸先輩方に相談させて頂きながら、具体的に
進めていきたいと考えております。

スポンサーより
　16 年前、彼は 20 歳代の若さで入会しましたが、起業した会社業務が
　多忙にて 1 年で退会となりました。40 歳代になり、再度共に活動しよ
　うと入会を薦めたところ、快く承諾し入会に至りました。

1R3Z 大阪淡路 LC
L 石橋 渡
55 周年という節目に入会させて頂き、大阪
淡路 LC の歴史を感じています。クラブでの
奉仕活動にもどんどん参加させて頂き、メン
バーの皆様と共にクラブを、盛り上げていけ
たらと、思っています。

スポンサーより
　某会社の旅行でお話をする機会があり和気藹々となりライオンズクラ
　ブのお話をさせて頂きました。仕事も忙しくされていますが「一度入
　会してみませんかとお誘いしたら、快く承諾を得ました。
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1R3Z 大阪東淀 LC
L 木村 壽美
L木村 貞榮
L小岩屋 公代

3 名一緒にライオンズクラブに入っていたので、親クラブである大阪
東淀 LC に転入しました。引き続き奉仕活動に協力していきたいと思い
ます。

2R1Z 大阪東 LC
L 武貞 佳寿彦
自分自身の会社を発展することばかりを考えて
おりましたが先輩より「ライオンズクラブは、
様々な成功者から学ぶことも多いし社会貢献も
並行で行うことの大切さなど学ぶことができる」
と聞き、またライオンズクラブは家族も楽しま
れる行事も多く家族も喜んで参加してくれるの
で嬉しいです。世界規模の奉仕活動のライオン
ズクラブに入会させて頂きこれからどれだけ成
長するか自分自身が楽しみにしております。

スポンサーより
　所属している他団体の若手の会合で人選をと思い、２年かけて 2 名の方
　の人望・意欲・熱意などをみておりました。そして入会の運びとなりました。

2R1Z 大阪東 LC
L 辻岡 淳平
自分自身の会社を発展することばかりを考えて
おりましたが先輩より「ライオンズクラブは、
様々な成功者から学ぶことも多いし社会貢献も
並行で行うことの大切さなど学ぶことができる」
と聞き、またライオンズクラブは家族も楽しま
れる行事も多く家族も喜んで参加してくれるの
で嬉しいです。世界規模の奉仕活動のライオン
ズクラブに入会させて頂きこれからどれだけ成
長するか自分自身が楽しみにしております。

スポンサーより
　所属している他団体の若手の会合で人選をと思い、２年かけて 2 名の方
　の人望・意欲・熱意などをみておりました。そして入会の運びとなりました。

2R2Z 大阪マーガレット LC
L 山城 美智子
1年間のブランクで、地区が変わっての再入会です。地区を
超えて、一緒に活動させて頂いたご縁で、賛助会員ではあり
ますが、入会させて頂きました。熊本地震に何度となく足を
運んでボランティア活動ができたのは、やはり「ライオンズク
ラブ」という看板があったからこそと痛感しています。新規事
業が軌道になれば、また正会員で社会貢献したいと思いま
す。気持ち新たに、これからも末永くよろしくお願いします。

スポンサー：L松本 杜史子
　会員増強はある日ある時、突然やってくる場合が多いです。
　旅先でお会いして、入会が 30 分で決まったり、他団体の宴席でお隣
　の席の方をお誘いしたら、興味を持って頂いたのがきっかけになった
　こともありました。

2R1Z 大阪桜之宮 LC
L 古都 美代子

スポンサー：L平山 裕子
　以前より興味を持って頂いておりましたので “一緒に楽しみながら
　活動しましょう” とお誘いしました。

2R2Z 大阪マーガレット LC
L 山田 弥香
地域との関わりを持ち、また沢山の方とお知り
合いになりたいと思い入会しました。微力で
はありますが、皆さんとご一緒させて頂けれ
ばありがたいです。

スポンサー：L松本 杜史子
　ライオンズクラブを知らない人には有意義な奉仕活動の内容や楽しい
　行事を丁寧に説明する。

2R2Z 大阪マーガレット LC
L 森田 里美
日々生活する中で何か役に立ちたいという
気持ちはありましたが、何をどうすれば良い
かと思っている時に大阪マーガレット LC さん
からお誘いを受け、入会しました。これから
私自身が知らなかった世界を勉強していき
たいと思います。

スポンサー：L松本 杜史子
　趣味のお友達、近所の方、他団体のお仲間等にいつもアンテナを張って、
　気楽に声をかけてみる。

2R2Z 大阪マーガレット LC
L 木下 順子
入会して、経営の先輩方にいろいろ教えて
頂けることを楽しみにしています。メンバー
さんとの交流をはじめ、イベントへの出席も
楽しみです。

スポンサー：L松本 杜史子
　女性の勧誘には、ご家族やご家庭の配慮も必要。
　事前の例会見学では、楽しくすぐ仲間に入れる雰囲気でお迎えし、
　不安をなくす。
　クラブ内で会員増強の必要性を浸透させる。

7～11 月 新会員紹介－ご入会おめでとうございます !!－
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3R1Z 大阪港 LC
L 中川 才助
クラブ皆さまの足手纏いにならないように
頑張ります。

3R1Z 大阪港 LC
L 三好 秀憲
前クラブ在籍中と同様、ライオンズの精神
「We Serve」で奉仕活動を行なって参ります。

3R1Z 大阪大正 LC
L 小濱 正枝
一日も早くメンバーに溶け込み一緒に活動し
たいと思います。

スポンサーより
　クラブ入会勧誘チラシ・パンフレットを郵送させてもらった結果、
　ご本人が興味を持たれ連絡があり、詳しくクラブの活動内容、運営
　状況を説明し入会を承諾して頂きました。

5R1Z 池田 LC

池田 LCは 7月に入会 2名、9月に入会 1名と新メンバーが誕生しており、
会員拡大に勢いがついております。

入会の決め手は池田 LC メ
ンバーの後押しがあり、
初めは不安もあったが、
一度やってみようと思っ
た」「これらからのライ
オンズ活動については、
何もわからないので、
いろいろと教えて頂き早く
慣れるように頑張ります。

3R1Z 大阪港 LC
L 池本 年一
精一杯頑張ります。

スポンサーより
　旧友の友人を色々接待して入会してもらいました。

4R2Z 大阪すみのえ LC
L 保田 友久 L森田 祐生・L山田 勝也・L青木 誠
積極的に奉仕活動に参加し，地域・世界の皆
様に貢献するとともに，ご縁を大切に自分自
身も成長していきたいと考えております。

3R2Z 大阪西成 LC
L 花岡 美也
8月に賛助会員として入会させて頂きました。
地域はもちろんのこと、クラブにも貢献して
いきたいと思います。歴史あるクラブに入会
させて頂いたことを光栄に感じると同時に諸
先輩方が築きあげてきた歴史を汚さぬよう、
周りの方々が喜んで頂ける奉仕活動に励みた
いと思います。

スポンサーより
　他クラブメンバーからご紹介を受けて、西成区の公職に就く著名人であ
　ることから賛助会員での入会を促しました。ご本人も例会等はなかなか
　出席できないとの事で、賛助会員ならと入会を快諾して頂きました。

3R1Z 大阪中部 LC
L 山内 憲之
非常に積極的な性格で、クラブメンバーとの
コミュニケーションもスムーズです。

スポンサーより
　我がクラブ初めての弁護士としてご参加下されば、クラブ一同大歓迎
です。

スポンサー：L山際 敏広
お仕事をご一緒にさせて頂く折に、依頼されたお客
様が同じ方であり、その方よりお人柄也をお聞き致し
ておりましたので、正にライオンズクラブに相応しい

方と思い、お電話では何度となくやり取りをさせて頂いておりました。2 度
目にお会いさせて頂きました折には、同じクラブメンバーと 2 人で勧誘さ
せて頂き、了承を頂きましたので、直ぐに入会案内をお送りさせて頂き、
あくまでもご本人のご意思でご連絡頂きますようお待ちしておりました処、
入会して頂けました。ご縁があっての事と思います。



6R1Z 茨木オーク LC
L 澤田 壮広
入会に際し例会の見学をさせて頂いた時に、
とてもフレンドリーに接して頂き、例会や事
業に対しての熱意も伝わりました。まだまだ
未熟ですが、先輩ライオンの背中に少しでも
追いつけるように邁進したいと思います。

6R1Z 茨木ハーモニー LC
L 人羅 あつこ
私は、今期会長の末次さんと お習字仲間
です。ライオンズクラブのお話を聞いたり、
入会のお勧めをして貰っていました。あまり
自分の事として聞いていなかったのですが、
私の父が 京都のライオンズクラブに長年
入っていまして ( 現在は退会 )、ライオンズ
クラブで色んな勉強をすれば良いよと勧めら
れ、皆さんを信じて入会する事にしました。
まだ分からない事ばかりですが、少しずつ慣
れていきたいと思います。

7R1Z 堺陵東 LC
L 本田 壮太郎
モットーである「皆でする奉仕活動」に積極
的に参加したいです。また多くの人間関係を
つくり深めていきたいです。「自由、知性、
国の安全」というスローガンの意味を今後常
に考えていきたいです。堺陵東 LC での活動
が人生の生きがいに結び付けばと考えていま
す。

＜入会の経緯について＞
　L吉川のスポンサーにより入会しました。L吉川と私の父は長年に渡り
　親交があり、堺陵東 LC のことを教えて頂きました。クラブの理念や
　活動に魅力を感じ、入会しました。

7R1Z 堺 LC
L 原田 直美
＜入会の経緯について＞
　父より、もっと人脈を広げ社会貢献をする
　場に積極的に参加するようにと、真下先生
　に推薦をお願いして入会させていただきま
　した。

＜これからの抱負について＞
　入会させて頂いてから女性が少ないことに驚きました。徐々に女性も
　増えていくといいなと思います。女性だからこそできることを発信で
　きるようになりたいと思います。

7R1Z 堺 LC
L 川井 一裕
入会させて頂いたばかりで、実際どのような
事をするのかわかりませんので、欠席するこ
と無く出席し早く慣れてお役に立てるよう頑
張りたいと考えています。

＜どのような経緯で入会されたのか＞
　スポンサーに誘って頂き入会しました。

7R1Z 堺 LC
L 福田 大輔
＜入会の経緯について＞
　堺高石青年会議所 シニアクラブでお世話
　になっている先輩（L 古川繁浩・L 定正幸）
　にお誘い頂いて入会しました。

＜これからの抱負について＞
　積極的に参加することで地域活動に貢献したいと思っています。また、
　会員の方々と交流を持ちたいです。

7R2Z 堺登美丘 LC
L 北尾 光司
会員増強チームの食事会に出席して頂きまし
た。堺登美丘ＬＣの会報誌をお渡しし、ライ
オンズクラブの活動に興味をもって頂き、例
会の日時や年間の会費の説明をし、後日　入
会申込書が届きました。（9 月初旬に新会員
オリエンテーション・歓迎会を行います）

＜入会の経緯について＞
　メンバーと趣味（登山）が同じ友人です。
＜これからの抱負について＞
　先輩ライオンに指導して頂き、早くライオンズクラブに慣れるよう
　例会・アクティビティに参加をし、交流を深めたいです。

7R2Z 堺仁徳 LC
L 前田 一史
もともとメンバーの友人で、ライオンズクラ
ブの活動に興味を持って頂き、入会に至りま
した。

＜これからの抱負や期待について＞
　新会員 L 前田 は 医師です。堺仁徳 LC には同じ業種の方がいないため、
　今後は医療知識を活かした活躍を期待しています。
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7R3Z いずみそれいゆ LC
L 髙木 佳保里
奉仕活動の益々の貢献に協力を期待するとと
もに、女性クラブならではの和気あいあいと
したクラブの雰囲気を楽しんで頂きたいで
す。

＜どのような経緯で入会されたのか＞
　洞渕地区会則委員長より紹介して頂きました。

7R2Z 堺登美丘 LC
L 田野 雅樹
会員増強チームの食事会に出席して頂きまし
た。堺登美丘ＬＣの会報誌をお渡しし、ライ
オンズクラブの活動に興味をもって頂き、例
会の日時や年間の会費の説明をし、後日　入
会申込書が届きました。（9 月初旬に新会員
オリエンテーション・歓迎会を行います）

＜入会の経緯について＞
　メンバーと出身校が同じ友人です。
＜これからの抱負について＞
　先輩ライオンに指導して頂き、早くライオンズクラブに慣れるよう
　例会・アクティビティに参加をし、交流を深めたいです。

7R3Z 泉大津 LC
L 北浦 伸也
現状、わからないことだらけで不安でいっぱい
です。ただ、同年代の会員が大勢いらっしゃる
ので、気軽にお話しすることができるのは、何
よりの救いとなっています。メンバーの皆様と
一緒になって、奉仕活動も自分のできる範囲で
元気よく笑顔で頑張っていこうと思います。

＜入会の経緯について＞
　私自身、泉大津商工会議所に所属している関係もあって、普段からお世話に
　なっている会員の方々から、入会のお誘いを度々受けていました。
　同年代の会員が泉大津 LC に多数所属しているとも聞いていましたので、自
　分のできる範囲で何かお手伝い（奉仕活動） ができればと考え、入会しました。

7R3Z 泉大津 LC
L 西川 博之
入会したばかりなので、まだ勝手がわからず困惑してい
る状態ですが、ライオンズクラブが世界的な奉仕事業を
していると聞いていますので、私自身もその奉仕活動に
興味を持ちながら積極的に参加し、少しでも社会貢献で
きればと考えています。今期は出席計画委員会に所属し
ていますので、早くメンバーの皆様の顔と名前を覚え
て、一緒に奉仕活動に邁進していきたいと思います。

＜入会の経緯について＞
　７月に同時入会となったL北浦と同じく、泉大津商工会議所に所属している関係上、
　普段からお世話になっている会員の方々から入会のお誘いを度々受けていました。
　同年代の会員が泉大津ＬＣに多数所属しているとも聞いており、またライオンズ
　クラブという国際的に有名な奉仕団体に興味がありましたので、入会しました。

7R3Z 泉大津 LC
L 伊山 権一
まずはライオンズクラブに慣れることから始め
たいと思っています。それから社会貢献活動を
したいという思いから入会していますので、泉
大津LCのメンバーと一緒になって、あまり焦ら
ずしっかり地域に根差した奉仕活動をして、
徐々に奉仕活動領域を広げていければと考え
ております。

＜どのような経緯で入会されたのか＞
　以前から社会貢献には興味があったのですが、中々きっかけがつかめないところ、
　ある会合で八尾菊花 LC の中偉起君とお会いして、ライオンズクラブという団体が
　どういう奉仕活動をしているか熱心に語ってくれました。それに非常に感銘を受け
　ましたので、推薦という形で泉大津 LCに入会させて頂く運びになりました。

7R3Z 泉大津 LC
L 堀川 経希
ライオンズクラブという団体がどういう奉仕活動をして
いるのか、また運営をどのようにしているのかも、入会
して間もないので、あまり分かっていない状況で不安
もあります。ですが、北浦会長も徐々に慣れてくるもの
とおっしゃっていたので、まずは泉大津LCに所属して
いるメンバーとコミュニケーションをとって仲良くな
り、一緒に社会貢献活動が出来ればと考えております。

＜入会の経緯について＞
　今から２年程前に、泉大津 LC の L 飯坂からライオンズクラブに入会しないかとお誘いを受けていまし
　た。L 飯坂とは和泉青年会議所で一緒に活動していまして、私が和泉青年会議所を卒業してからも、
　周りの仲間と一緒になって付き合いを続けています。他の団体からもずっと入会の誘いを受けていた
　のですが、新しい人間関係を構築したいという思いから、泉大津ＬＣに入会させて頂いた次第です。

7R2Z 堺フェニックス LC
L 澤田  一美
クラブの規約をしっかり覚えて、地道に末長
くボランティア活動に励みたいと思います。

＜入会の経緯について＞
　親友にライオンズの活動を教えられて興味を持ちました。



10R1Z 紀伊田辺 LC
L 井上 周磨
自分に何が出来るのか分かりませんが精一杯
頑張ります。

スポンサーより
　青年会議所卒業後すくに薦めた。仕事からもよく知っていた。

10R1Z 紀伊田辺 LC
L 久保 正
ライオンズクラブの精神に基づいて頑張りま
す。

スポンサーより
　私（L 中田）のスポンサーが　新会員の会社の上司であり、またゴルフ
　仲間であったため、入会をお願いしたところ応じて頂いた。

9R2Z 海南 LC
L 小阪 幸三
日頃からよく街角でライオンズクラブのＬのマークを見かけてはいましたが、なぜか敷居が高そうでまさか自分が入会
できるとは思えませんでした。本当に感謝しています。入会して１ヶ月ほどしか経っていませんがライオンズクラブの歴
史と諸先輩方の奉仕に対する熱い情熱をヒシヒシと感じている次第です。私も歯科技工所を開設して30年が経ち少し
余裕もできてきましたので、出来るだけ早く意思を継承できるよう少しでも時間を傾け皆様のご指導の下、努力してい
きたいと思います。まだまだ学ぶことはたくさんあるとは思いますが、早くクラブに慣れ微力ながら活動の一員となれ  
るよう努力していきたいと思います。

スポンサー：L井内  洋
　仕事関係で30年以上の付き合いのある方で、ご子息も後を継いでくれているので、「仕事だけで無く、そろそろ社会奉仕をして社会に還元していく事も
　大事ですよと説明しまして、3年程前より入会の勧誘を始め、ライオンズクラブの奉仕活動を説明し、仕事に差し障りのない範囲で活動して頂ければ結構で
　すが、月2回の例会には毎回出席して頂きたいと説明し、納得して頂きました。

スポンサー：L上田 保富
　榎本 任志君は、お父様が那賀 LC より転籍し、我

　が岩出 LC の結成にご努力下さり、チャーターメンバーとして私をお誘
　い下さり、その息子さんです。家もすぐ近所でしたので前からお誘いし
　ていたのですが、色々と地域のため水泳協会のため大変忙しいのでのび
　のびになっていたのですが、やっと地域の商工会長の役を終えられたの
　で早速お誘いして 10 年ぶりの約束として入会して頂きました。

9R2Z 岩出 LC
L 榎本 任志
以前からお誘いを受けていて、仕事等が忙し
くて例会にも多分出席できないということで
お断りし続けていたのですが・・大きな役職
を１つ終えたところだったので約束だった入
会を致しました。

9R1Z 和歌山西 LC
L 加志 勉
私は、5年前の2015年4月に大阪YMCAから和歌
山YMCAに来ました。YMCAもライオンズクラブと
同様のボランティア団体です。今、全国のYMCA
では、「みつかる、つながる、よくなっていく」をス
ローガンに活動しています。私も、ライオンズクラ
ブで新たな発見をし、多くの方と繋がりを広め、
地域がより良いものとなればと思います。

スポンサーより
　もともとメンバー 3 人の別々のところの共通の知り合いで、その 3 人と会食の場を設け入会の話
　をしました。新会員さんも YMCA でボランティア活動をしていることを知っていましたし、
　ライオンズクラブに入って、更にボランティアの幅を広げてはどうかとの提案をしつつ、当クラブ
　の仲の良さ、ボランティアにかける想いを伝え、ぜひ一緒に活動しましょうとお願いしました。

9R1Z 和歌山ゴールド LC
L 古屋 幸雄
飲み会で、日頃お世話になっている西脇社長よりライオン
ズクラブの活動をお聞きし、仲間と楽しく社会貢献をして
いる事に感銘をうけました。その後、他の会員さんと食事
をした折、それぞれのライオンズへの思いや次期の奉仕
の事を楽しそうに話して下さり自分も共に汗を流してみ
ようと思い入会させて頂きました。皆さんにご指導頂きな
がら立派なライオンズマンに成長したいと思います。

スポンサーより
　6 月初旬、会員増強が急務な当クラブの状況に次期会長として先ず自らが会員増強に
　動こうとの思いで数人にあたりました。その中で仕事を通じてお付き合いのある古屋
　さんに飲み会で、当クラブの facebook 等にアップしているアクティビティ、例会の
　様子を紹介。後日、何人かのメンバーと楽しく食事をし入会をして頂きました。

9R2Z 橋本 LC
L 山根 正浩
令和天皇と同じ昭和35年2月生まれの大阪泉州育ち
です。職業分類は生命保険でサラリーマン会員です。
還暦と定年を間近にウルトラマン同様、期間は短い
ですがシュワッチュ！ならぬガォーッ！と叫び交友と奉
仕に努めます。転職経験のない私はライオンズの活
動で視野と見識を拡げ定年という節目を迎え、後任
にライオンズのバトンを繋げたいと思います。

スポンサーより
　新会員は大手生命保険会社の営業所所長ですが、最近の地域に於ける企業（特
　に大きな会社）の地域貢献がクローズアップされる中、どうやって地域に関わっ
　ていけるか、また何をすれば御役に立てるかを考えた時、会員との交流を深め
　ながら「仲間と共に奉仕活動を行って行きましょうと説得しご理解を頂いた。

17

7～11 月 新会員紹介－ご入会おめでとうございます !!－
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10R1Z 御坊 LC
L 岩﨑 良昭
例会に出席する義務を理解し、クラブライフ
になじもうとしているところです。

スポンサーより
　ライオンズクラブの活動を丁寧に説明し、力を合わせて地域社会に貢献
　できる方法であると説得した。

10R2Z 新宮 LC
L 中澤 孝文
歴史ある新宮 LC に入会させて頂き、大変光栄に
存じます。現在、相互扶助、社会貢献につながる
仕事に携わっておりますが、クラブの一員とさせ
て頂いたことを機会に、先輩方から学ばせて頂き
ながら、地域の皆様、そして、日本、世界に役立
つ奉仕活動に精一杯、取り組んで参ります。

スポンサーより
　奉仕活動や、会員間の交流などのメリットをしっかり伝え、アプローチした。

10R2Z 串本 LC
L 越道 慎一郎
串本 LC では最年少（43 歳）であるので、早く
クラブに馴染めるよう、例会は遅刻、欠席の
ないよう頑張っていきます。

スポンサーより
　新会員さんとは仕事上で度々顔をあわす仲であり、その都度クラブの
　魅力を伝え、勧誘出来た。

10R1Z 御坊 LC
L 玉置 正和
ライオンズクラブのこと、正直よくわからないまま
入会しました。しかしスポンサーになって下さった
方の熱意が伝わり、入会してみようと決めました。
地域への貢献、特に子どもたちに何かできたらいい
なと思っています。
　

スポンサー：L中道 哲也
　ライオンズクラブや自分のクラブの活動の様子を伝えることから始めました。
　地域に何かしたいという自分の思いを伝えながら、一緒に貢献していこ
　うと声かけをしました。

10R1Z 御坊中央 LC
L 谷久保 浩二
正直なところ、ライオンズクラブがどのような活動を
しているか分からない状態でしたが、誘って頂いたの
で「頼まれごとは試されごと」ではありませんが、声を
かけて頂けるということは、クラブに相応しいと判断
して頂いているのだと思い、入会することにしました。
そういう訳で入会の意気込みという事を話せるほど
の思いがある訳ではありませんが、同じ時間とお金を
費やすなら、有益な活動をしたいと思いますので、こ
れからライオンズクラブの理念などを学びながら有
意義な時間を過ごしていきたいと思っています。

スポンサー：L清水 達成
　先輩ライオンズメンバーの勧めがあり入ってくれることになりました。

10R2Z 勝浦 LC友の会支部
 L 畑中 収
今年、6 月に「月の瀬　ぼたん荘」の支配人になっ
たばかりです。以前の職場の支配人が、ライオンズ
クラブに所属しており「ライオンズ」の名前だけは
知っていたという現状です。まずは「支部会員」と
してお声掛け頂き入会しました。

スポンサー： L 西山 十海
　たくさんの事業者と知り合いになることができ、ビジネスにおいても役立
　つことを強調しました。

10R1Z 紀伊田辺 LC
L 野村 譲
少しでも地域に貢献できるよう頑張ります。
今一番興味のあることは組織拡大なので、先
輩方の教えを請いながら会社を大きくしたい
と思います。

スポンサーより
　同級生で　JCで一緒に活動したので、親しくなりました。

10R1Z 紀伊田辺 LC
L 岩﨑 央
奉仕活動を通じ地域に貢献したいと思いま
す。

スポンサーより
　以前に入会していましたが、事情により退会した方なので、その障壁も
　無くなった今「そろそろ再入会しては如何ですか」とお声がけしたところ
　快く受けて頂きました。
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11R2Z 東大阪楠 LC
L 岡村 賢司
この度、協力雇用主会で共に活動している西川
さんにスポンサーをして頂き、入会しました。こ
れから諸先輩方の長年のご活躍に敬意を表す
と共に奉仕の精神を学ばせて頂き東大阪楠LC
の一員として、ご指導を頂きながらまだまだ未
熟ではありますが、なるべく多くの活動に参加
して地域社会に貢献できるように微力ながら
努力し取り組んでいきたいと思います。

11R3Z 大東 LC
L 北本 英士
自分を育ててくれた地元地域へ恩返しができ
るように頑張りたい！

スポンサーより
　取引先の 2 代目社長として付き合いがあり、礼儀正しさ又爽やかな青年
　としてライオンズ入会を勧めました。異業種の地域メンバー同士の親睦
　と交流をご一緒にひとときを共有しましょう。

12R1Z 柏原 LC
L 藤井 清数
柏原に生まれ柏原で育ったものとして、一柏原
市民として柏原に貢献できればと思っており
ます。また、今は地区区長として頑張ってお
りますが、ライオンズクラブでは一歩進んだ
ボランティア活動が出来ればと考えておりま
す。

12R1Z 柏原 LC
L 藤川 義人
私は、約10年前に柏原に引っ越してきて以降、
人と緑に恵まれたこの街に、より密着したい
と願っていたところ、ご縁があり、柏原 LC
に入会させて頂きました。
地域社会への奉仕に少しでも貢献できるよう
精進してまいります。

12R1Z 八尾中央 LC
L 貴島 伸樹
入会後、色々な活動を通じて、We Serve を実
践したい。

スポンサー：L野勢 昌彦
　ライオンズクラブの奉仕活動についての説明と例会訪問へお誘いして、
　入会を勧めた。

12R1Z 八尾中央 LC
L 名幸 昭浩
入会して間が無いので、これからじっくりと
奉仕活動をクラブの皆さんと実践したい。

スポンサー：L井上 将樹
　先ずもって知り合いなので入会を勧めるのは簡単であり、自分自身が入会
　してからのメリットや体験を丁寧に説明した。
　当クラブの事業内容や例会等、会員負担等を正直に伝えた。

7～11 月 新会員紹介

11R2Z 東大阪布施 LC
L 早浪 美加

スポンサーより
　2019 年 6 月最終例会に歌手である早浪美加さんに余興できて頂きました。
　当日は、一緒に会食をして楽しいひと時を過ごしました。和気藹々とした雰
　囲気の中で入会を促し、承諾をして頂きました。幸先いい今期となりました。

－ご入会おめでとうございます !!－
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12R2Z 大阪狭山 LC
L 迫田 良一
本大地震、各地の台風被害など大きな災害のたびに自分にも何かできたらと感じるのですが、一個人で現地に赴くこと
もできず募金箱に寄付するくらいしか出来ない日々の中で、ライオンズクラブさんに出会いました。名前は知っていた
のですがどんなことをしている団体なのか認識がなく、たまたま友人の左脇さんに世界的なボランティア団体だという
ことを聞きました。
まず、身近の奉仕活動を通して何か自分にもできることはないかと思い、ライオンズクラブに入会させて頂きました。
頑張ります。

スポンサー：L左脇 賢亮
　自身がライオンズクラブに入って楽しかった事や人脈が広がった事、人間的に成長できた事を伝えました。そして、本人が入会を迷っている時に「と
　りあえず例会を見に来ませんか？」と伝えて、まず例会訪問をしてもらい、その例会で皆さんが暖かく迎えてくれたので入会を決意されました。

12R2Z 藤井寺 LC
L 岡田  一樹
藤井寺市長でございます。この度は歴史と伝統のあ
る藤井寺 LC に入会させて頂き誠にありがとうござ
います。「We Serve」の精神のもと社会奉仕活動に
努めて参る所存でございます。また、私には藤井寺
市を元気で活気があり、安心して住み続けられる街
にしたい思いがございます。ライオンズクラブでの
学びを市政運営に役立てたいと思いますので今後と
もご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。

スポンサー：L畑 謙太朗
　前より声をかけておりました。

12R2Z 堺美原 LC
L 山本 重信
1991年～2002年まで正会員として奉仕活動
に参加しておりました。賛助会員として地域
のために出来るLCの奉仕活動に少しずつ参
加できればと思っています。

スポンサーより
　かつて正会員であったメンバーの賛助会員での再入会となります。
　地域でご活躍をされており、かなり多忙な方であるため、賛助会員と
　いう事で再入会の運びとなりました。

12R2Z 南大阪みささぎ LC
L 五十嵐 葉子
何かお手伝いが出来たらと思い入会しま
した。

スポンサー：L粟野 アツ子
　いろいろな方にお声をかけ続けた結果、ライオンズクラブや南大阪みささぎ
　LCの方針に興味を持って頂きました。

12R2Z 南大阪みささぎ LC
L 野瀬 静代
何もわからないのですが、頑張ります。

スポンサー：L竹井 智子
　入会の手引きのパワーポイントを作成しているのでその内容を会社に行き
　説明、その後納得して頂き入会されました。

今年度 335-B 地区は 1,300 名の会員増強を目標にしています。

仲間を増やして奉仕の力を高めましょう !!

ご協力よろしくお願いします。
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クラブアクティビティ
≪ウェルカムパーティー≫

　2019 年 7 月 19 日､長居ユースホステルに於いて、

ウェルカムパーティーが開催され今年のキャンプが

スタートしました。24 名のキャンパーは明るくて親し

みがあり、スピーチでは日本語が上手でびっくりしま

した。自己紹介の後、それぞれ和気あいあいと楽しん

でおられました。このキャンプでたくさん日本文化に

触れて友だちをたくさん作って楽しい思い出にして

下さいね。

≪フェアウェルパーティー≫

　7月 28 日、10 日間のユースキャンプの締めくくりの

フェアウェルパーティーが太閤園で行なわれました。

来日生の皆さんがこんなに仲良くなり、別れを惜しむ

姿を見てこの事業の意義を再確認しました。

　8 月 3 日、和歌山西 LC の呼びかけで 9R1Z 内の有志及びそのご家族とノンライオン総勢 70 名が『ぶんだら節』アクティ
ビティに参加しました。
　このお祭りは昭和 44 年より始まり、毎年和歌山県内外から 10 万人を超える人が訪れる和歌山県民に愛され続けている
伝統あるお祭りです。ライオンズクラブを地域の方々にもっと知ってもらい、地元を盛り上げ地域活性化につながるアク
ティビティとして、ライオンズクラブでは今回初めて参加しました。入会者の獲得やボランティアのオファーに繋がる
相乗効果を期待し、自ら楽しみながら行える PR 活動として、ゾーン内クラブに広く声をかけ、多くの方に参加して頂き、
活気のある PR 活動ができました。参加者の顔も笑顔であふれ、1 クラブではなく友愛の絆で多くの方に参加して頂き PR
活動ができたことは大変意義のあるものでした。
　今後も継続して参加し、ライオンズの輪を広げつつ地域の活性を図っていけたらと思っています。

9R1Z 合同 紀州おどり『ぶんだら節』　アクティビティ

2R1Z 大阪ピース LC  ヘアドネーション

第 38 回日本国際ユースキャンプ

産經新聞に掲載されました ! !



22

　9 月 8 日、串本町串本漁港内にて 9R1Z の和歌山葵 LC と 10R2Z の串本 LC による海中清掃
が行われました。
　この海中清掃は今年で 3 回目となる環境保全合同アクティビティです。和歌山県のライオン
ズクラブでは数年前より 9R・10R 合同会員交流会『つれもていこら和歌山』が催されており、
和歌山県内のクラブが一同に集まる会を開催しています。その第１回目が開催された際に、
和歌山葵 LC より串本 LC にリジョンを超えたアクティビティとして提案し串本 LC の了承の
もと開催されることとなりました。
　このアクティビティはライオンズメンバーが中心となって実際に潜水します。そのため潜
水班のライオンズメンバーは同クラブ内のダイビングのインストラクターのもと、トレーニ
ングを受けダイビングの認定証も取得しています。また、現地での各団体への申請・調整、
清掃場所の初期調査等を串本 LC が行い、単一クラブでは資金・人員・時間調整等が難しいこ
とも複数のクラブが協力し分業すれば、大きなアクティビティができると実感しました。毎
年盛況になる同アクティビティも今回参加者が 60 名を超えレオクラブや和
歌山大学のダイビングサークルのメンバー、地元の商工会青年部の方たち
も参加して頂き、両クラブの会長は「環境保全の大切さを肌で感じて頂け
るこのアクティビティをこれからも続けていきたい」と話しておられまし
た。当日はNHKと熊野新聞が取材に来てくれました。
　今回引き上げたゴミに空き缶等が多数あった事もあり、複数年に渡る不法
投棄の疑いもあるので海上保安庁が今回の清掃ポイント周辺を監視及び操
作したところ、不法投棄をした人物を見つけ起訴したとの事で、今回ライ
オンズのアクティビティが大きく貢献いたしました。

9R 和歌山葵 LC・10R 串本 LC 合同環境保全アクティビティ

　10 月 19 日、吹田江坂 LC の親睦 BBQ オープン例会が 31 クラブ 120 名の参加者で心配されていた雨にもあたらず、盛大
に開催されました。
　正岡第 2 副地区ガバナーは自ら例会運営に携わり、全て
の参加メンバーに声をかけられて、クラブ同士の親睦も
深まりました。また、ゲストの参加も多く、クラブ支部の
発足の一助にもつながり、会員増強への取り組みにも力を
入れた、おいしく楽しく笑顔が絶えない盛り上がったオー
プン例会になりました。焼肉とてもおいしかったです。

5R2Z  吹田江坂 LC 親睦ＢＢＱオープン例会

　10 月 27 日 11 時～16 時、花園中央公園 多目的球技広場にて第 7 回 東大阪バリア
フリーマラソンが開催されました。
　障がいの有無に関わらず、誰もが参加できるスポーツイベント「今をみんなで全力
で楽しむ」を合言葉に 「障害に関わりなく、一緒になって走り、笑い合い、そして支え
あう」ライオンズクラブでは飴つかみ取り、ヨーヨーつり、おもちゃのくじ引きなど
を提供して、参加した皆さんに楽しんで頂きました。ハロウィンにちなんでベスト
コスプレ賞のトロフィーを授与しました。今日、この時をみんなで楽しむことができ
ました。

11R1Z・2Z 合同　第 7回 東大阪バリアフリーマラソン
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地区MC・IT 委員　西田　民子
　今年度はMC.IT 委員会では、紙媒体の良さ、IT の良さ両輪で進める中、
会議、セミナー、アクティビティ、例会等に参加させて頂き、多くの
方のご協力、皆様の笑顔のもとに成り立っており、ライオンズクラブ
の事を学ぶ機会を得られ、ライオンズの会員であることに感謝の気持
ちと誇りを持ちました。
　「ゆうあい」の重み、温かさを大切にして、良い縁が更に良い縁を
尋ねて発展して行く垣根を越えた交流紙になればと思います。宜しく
お願い致します。

編集後記

第66回年次大会のご案内

リーガロイヤルホテル大阪へ！！
2020 4年 は月26日（日）

田 中  敏 朗

［ 7R1Z ］

［ 7R2Z ］

　　　　  
［ 7R3Z ］

［ 8R1Z ］

泉大津LC

堺LC　堺浜寺LC　堺陵東LC
堺高石LC
堺仁徳LC　堺登美丘LC
堺南LC　堺泉北LC
堺フェニックスLC
和泉大阪LC　和泉中央LC
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協力クラブ

ホストクラブ

地区ガバナー

樽 井  義 弘
年次大会委員長

北 浦  秀 樹
ホストクラブ会長

第66回年次大会 登録のご案内
ライオンズクラブ国際協会335-B地区

コンパクトになった
年次大会へ
ぜひご参加ください！！

※詳しくは裏面をご覧ください

　第66回年次大会は、地区ガバナースローガン「未来に繋ぐ 汗
と笑顔で We Serve」のもと、今年度新たにライオンズメンバー
となられた新会員の皆様にも、是非ご参加頂けるよう、335-B地
区の「Power」を感じる年次大会を企画いたしました。
　多くの皆様のご登録をお待ちしております。

田 中  敏 朗
樽 井  義 弘
北 浦  秀 樹

代議員会
リーガロイヤルホテル大阪 ２F
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投票 （1２:15～12:45）
総会 （13:00～14:00）

大会式典
リーガロイヤルホテル大阪 3F
＜ ロイヤルホール ＞
登録 （13:30～14:30）　
式典 （14:30～16:30）

地区ガバナー晩餐会
リーガロイヤルホテル大阪 3F
＜ 光琳の間 ＞
祝宴 （16:50～19:00）

地 区 ガ バ ナ ー
年次大会委員長
ホストクラブ会長

代議員会
リーガロイヤルホテル大阪 ２F
　　　　　　　　　　山楽の間

大会式典

地区ガバナー晩餐会
リーガロイヤルホテル大阪 3F
　　　　　　　　　　光琳の間

13:00～14:00総　会
12:15～12:45投　票
11:15～12:00登　録

リーガロイヤルホテル大阪 ３F
　　　　　　　ロイヤルホール

14:30～16:30式　典

13:30～14:30登　録

16:50～19:00祝　宴

登録料のご案内 ［年次大会登録料］
［地区ガバナー晩餐会登録料］

不要
15,000円

登録締切
※登録の取り消しは2020年3月19日（木）まで。
　以降の取消しについては登録料の返金はご容赦ください。

2020 2年 月21日（金）

第66回年次大会は、地区ガバナースローガン「未来に繋ぐ 汗と笑顔で We Serve」のもと、
今年度新たにライオンズメンバーとなられた新会員の皆様にも、是非ご参加頂けるよう、
335-B地区の「Power」を感じる年次大会を企画いたしました。
多くの皆様のご登録をお待ちしております。 田 中  敏 朗

樽 井  義 弘
北 浦  秀 樹

地 区 ガ バ ナ ー
年次大会委員長
ホストクラブ会長


