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全日本 FWTセミナー

　2月17日、山野ホールにて全日本FWTセミナーが開催され、ライオンズクラブにおける女性の活躍の重要性が大いに論じられま
した。
　作家の小松成美氏による「今を生きる輝く女性たち」と題した特別講演ではSDGsの説明と各分野で活躍されている女性たちが
紹介されました。
　パネルディスカッション「FWT5年間の歩み」では、GATエリアリーダーによる司会進行のもと、東西のFWTチーフと各複合地区の
コーディネーターにゲストの石田純一氏を交えて、FWTの掲げる4つの目標の達成状況を発表されました。特に、女性会員の増強
とともに、4年に一度は女性地区ガバナーの誕生を提言されました。また内閣府参事官より子供の貧困対策の現状と今後の取り組
みについて説明があり、ライオンズクラブを通じての更なる支援を求められました。
　女性リーダーたちの情熱と圧倒的なパワー、そしてライオンズ活動への重要性を実感しました。

堺LC幹事　西洞院 満寿美
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アラートフォーラム全国大会 in 福岡

　2 月 11 日、ホテル日航福岡で開催された『アラートフォーラム全国大会in福岡』には、北は北海道から、南は沖縄までのクラブメ
ンバー約450名が参加をし、約4時間に亘り熱のこもった大会でした。
　大会では冒頭で、(社)日本ライオンズ理事長のＬ識名 安信が「ライオンズクラブが持つべき役割の大きさと取り組み」について
説明を頂きました。また、337複合地区の4名から事例発表があり、昨年までに九州を襲った震災・豪雨災害に対して全国のライオ
ンズクラブから多大な支援を頂いたことに感謝の意を述べられました。事例発表の1人として、坂本335複合地区アラート委員長が
講演され他3名より熊本震災や九州北部豪雨の受災状況と支援内容についてビデオや写真を用いて事例発表されました。
　今回、本講演と事例発表を聞き、今後30年以内に70・80％の確率で起こるであろう「南海トラフ巨大地震」に備え、自治体・社会
福祉協議会・民間ボランティアと連携をとって、確かな情報の集約と伝達を確立させ、すべてを情報共有し連携していく必要があ
り、迅速な支援や 対応をとることが大切であると実感致しました。
　最後に、不測の災害に対して「ライオンズクラブは支援する時もあれば、支援される時もある」という事を念頭に、今後のアラー
ト委員会の活動をして参りたいと思います。

地区環境保全・アラート委員　藤原 篤義
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地区行事
第2回キャビネット会議

　2月28日、ホテル日航大阪で第3回キャビネット会議が開催されました。

　新型コロナウィルス感染症が広がりつつある状況の中、上半期が終わって初めてのキャビネット会議のため、上半期の会計

監査報告、国際理事立候補者推進委員会設置の件、次期地区ガバナー並びに第１副地区ガバナー・第２副地区ガバナー候補者

確認の件、そして第６６回年次大会関係の議案が進められました。その後、各リジョン・チェアパーソンによるリジョン報告が行わ

れ、各リジョン会員増強とアクティビティにご尽力されていることが報告されました。各種委員長の報告においても委員と協力し

て活発に活動されていることがスムーズに報告され、会議は終了しました。

地区MC・IT委員長　渡邉 千芳

地区MC・ITアドバイザー　井上 芳幸

　10月28日、第2回キャビネット会議がにダイワロイネットホテル和歌山で開催されました。田中地区ガバナーからの各ゾーンで

の地区ガバナー公式訪問の感想を含めた四半期の活動報告から始まり、エリアリーダーの報告、335複合地区コーディネーター

並びに委員長の報告、各リジョン・チェアパーソンの報告、各種委員会の活動報告がなされました。

　地区ガバナー及び各リジョン・チェアパーソンの目標は共有されており、「1,300名の会員増強」です。その目標達成のために各

リジョンでは、クラブの例会やアクティビティに知人・友人を誘ったり、ライオンズクラブの活動をわかりやすく説明したパンフレッ

トの作成などを行なっていることが報告され、新クラブの設立、新しい支部の設立、女性会員の拡大に力を入れていくことが確認

されました。

　献血活動、骨髄バンク、青少年の国際交流、聴覚障がい・視覚障がい者への支援、知的・発達障がい者の世界的スポーツイベン

トへの支援、薬物乱用防止、糖尿病にならないための教育などを促進していくためにも「会員増強」は最大のミッションであること

が共有できた会議でした。

第 3回キャビネット会議
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地区行事
長期在籍者「感謝の集い」 地区MC・ITアドバイザー　井上 芳幸

　2月7日、ホテル日航大阪に於いて、長期在籍者「感謝の集い」が開催されました。この集いはライオンズクラブ在籍40年以上の

メンバーの労をねぎらう催しです。約110名が参加され、長年にわたり地域の奉仕活動に貢献しライオニズムの高揚に努めてこら

れた先輩ライオン達の元気な姿を見ることが出来ました。皆様久々の再会に心躍らせ、ひと時の宴に会話も弾み、共に歩んでき

た奉仕活動やライオンズライフに時間を経つのも忘れて語り合われていました。その姿に同じライオンとして敬愛を感じ、改めて

ひとりのライオンとしてこれからもなお一層奉仕活動に取り組んで行きたいと感じた1日でした。
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薬物乱用防止教育認定講師養成講座

【和歌山】
『新会員スクールに参加して』　　　　　　　　
　初めてこのスクールに参加して印象に残ったのは”ライオンズライフを楽しませて
いるのは何ですか？”でした。
　このスクールでは、先ずライオンズの歴史の話しから始まります。その中でアクティ
ビティ・奉仕といった活動をつづける中でいかに楽しく長く続ける事が重要か、どうし
たらそれができるかが『仲間づくり・活動を楽しむ・リーダーとなれるように育てる』で
した。ただ在籍しているだけでなく活動を楽しみ、仲間を増やし、自分も成長していけ
ば人も増え活動も大きくなると思います。

地区MC・IT委員　池田 和弘

地区MC・IT委員　千丸 剛央

地区MC・IT委員　花井 和延

　2月13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。

　講座では薬物乱用防止教育ビデオ『大麻警報発令中！～アイメッセージで断ろう～』を鑑賞し、医学知識では『薬物乱用と心身

への影響』のビデオを視聴し、薬物についてわかりやすく学ぶことができました。専門講座として、医学博士・大阪府警察本部刑事

部薬物対策課・大阪府健康医療部薬務課の3名の方をお迎えして、薬物の心身への影響・犯罪の現状・薬物乱用防止啓発につい

て貴重なお話を聞かせて頂き、大変勉強になりました。

　実践講座では、岸和田コスモスLCと摂津LCにおける薬物乱用防止活動の実践を披露して頂き、講座の実務についても大変参

考になりました。受講メンバー101名が最後まで熱心に学び、認定証を取得することができました。

新会員スクール

【大阪】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
　2月7日、ホテル日航大阪に於いて、新会員スクールが開催されました。まずはじめに、田中地区ガバナーから新会員への歓迎の
言葉を頂き、伊藤GLT委員長より『ライオンズクラブ国際協会と歴史』と『奉仕の原点とLCIフォワード』について、洞渕会則委員長
より『地区及びライオンズの会則と用語』
について、高松LCIF・ライオンズクエスト
委員長より『LCIFとMJFについて』の講演
を頂きました。
　約200名近くの3年未満の会員がそれ
ぞれのお話を熱心に聞き、ライオンズク
ラブについてより理解を深めました。ス
クール受講後は懇親会が開催され、メン
バー同士、垣根を超えた友情が生まれま
した。
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1R2Z 大阪はなみずき LC
L 伊藤 直恵
これから皆様と一緒に社会に貢献し、自分自
身も成長していけたらと思います。まだわか
らないこともたくさんございますので、ご指
導頂けましたら幸いです。

スポンサーより
　スピーカーをお招きしてアスクワン例会を開催しました。まずはクラ
　ブの雰囲気を知って頂ければと思ってご招待しましたが、楽しんで
　頂けてその場で入会を決めて下さいました。

1R1Z 大阪みおつくし LC
L 岡本 英子
みおつくし＝「身を尽くし」は、まさにライ
オンズの精神です、甚だ微力ですが、諸先輩
方をお手本に、チームの一員として宜しくお
願いします。

スポンサーより
　新会員は弁護士の先生ですので、クラブ会員の法律顧問として事時問題
　の解説をお願いしています。

1R2Z 大阪西 LC みらいへ支部
L大久保　彰
微力ではありますが、1人でも多く人のお手伝
いができますよう努力致します。

スポンサーより
　夜の例会開催を原則とする支部の運営方法や岡山の真備に応援に行っ
　た事や岩手に支援している事の話をしました。現在、高校の教諭をされ
　ていて、その高校ではボランティア活動に参画したい生徒を率いて活動
　をしている事もあり、是非みらいへ支部に力を貸して欲しいと誘いました。

1R2Z 大阪西 LC みらいへ支部
L塚田 良一
先輩方の社会奉仕活動に精進される姿から学
び、支部として新たな活動が出来れば嬉しい
です。

スポンサーより
他クラブの親しい方のご縁で、ご本人が主催するセミ

ナーに参加させて頂きました。その際、1 人で東日本大震災の復興ボラン
ティアに参加された事を聞かせて頂き大変積極的な方だと感じました。
当支部の現状や運営方法を説明の上、例会に見学をして頂き支部メンバー
全員が一緒に活動したいという総意のもと、入会を勧めました。

新会員紹介 －ご入会おめでとうございます !!－

1R1Z 大阪梅田中央 LC
L 白壁 信昭
徐々に活動に参加できるように頑張りたいと
思います。

スポンサーより
　仕事関係以外の人脈が広がることを期待して入会を提案しました。

1R2Z 大阪梅田 LC
L 藤本 智
地元の大阪梅田で活動したいと考え、入会を
希望しました。ご縁を頂いたスポンサーのL岡
に感謝しています。先輩方を見習いながら、
早くクラブの一員になれるよう努めて参りま
す。

スポンサーより
　かねてより、当クラブへの転籍につき打診を受けていました。その折に、
当クラブの構成や歴史、メンバーの雰囲気（特にアットホームな雰囲気）
を説明し肌で感じて頂いたことにより入会に至ったものと思います。

1R2Z 大阪梅田 LC
L 高見 健治
このご縁に感謝して、人と社会に優しく、そ
してお役立ちできますように頑張っていきま
す。

スポンサーより
　数年前より、ゴルフ会、グルメ会（いずれも当クラブの同好会）に、ノン・
　ライオンとして参加して頂き、LC の趣旨に賛同して頂いた上で入会頂き
　ました。
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1R2Z 大阪はなみずき LC
L 清宗 瑞穂
素敵なご縁を頂きありがとうございます。少
しでもお役に立てれるよう努め、共に成長さ
せて頂きたいと思います。

スポンサーより
　昨年の秋、岡山から大阪へ引っ越し参加されたセミナーでご一緒した
　のがご縁です。ライオン活動の素晴らしさと、一緒に成長していきま
　しょう。

10R1Z 紀伊田辺 LC  
L 山口 大祐
先輩方の教えを請いながら、皆様に早くなじ
めるように、例会も遅刻や欠席のないよう精
一杯頑張っていきたいと思います。

スポンサーより
　高校の同級生で 4・5年前に県外の会社をやめ家業を継がれたので、
　この際にお誘いをしたところ快く受けて頂きました。

1R3Z 大阪西淀 LC
L 平尾 シゲミ
世界平和と奉仕精神に強く感銘致し、昨年8月
に入会させて頂きました。微力ながら末長く
ついて行かせて頂きます。

スポンサーより
地域活動に参加されている方を勧誘しました。入会

して良かったと思える事を伝えて「一緒にやりませんか？」とお声掛けをし
ました。前向きなお考えをもっておられる方にお声掛けをしましたので気
持ちよく受けて下さいました。勧誘をするのもやはり、ライオンズクラブに
相応しい方 ( 心のゆとりのある方 )をご推薦するべきだと思いました。

1R3Z 大阪東淀 LC
L 飯岡 典子
8 月に賛助会員として入会させて頂きまし
た。創立 46 周年という歴史ある大阪東淀 LC
に誘って頂いたスポンサーに感謝しておりま
す。知識・経験豊富な諸先輩ばかりですので、
足手まといにならぬよう奉仕活動を通じて、
自身の成長にも役立てたいと存じます。

スポンサーより
　現在のクラブの状況と今後の展望を話し、某奉仕団体での経験と実績を
　生かし、即戦力として力を貸してほしいと伝えました。

1R3Z 大阪西淀 LC
L 田中 順子
私に何ができるのか分かりませんが、頑張り
ます。

スポンサーより
地域活動に参加されている方を勧誘しました。入会

して良かったと思える事を伝えて「一緒にやりませんか？」とお声掛けをし
ました。前向きなお考えをもっておられる方にお声掛けをしましたので気
持ちよく受けて下さいました。勧誘をするのも、やはり、ライオンズクラブ
に相応しい方 ( 心のゆとりのある方 )をご推薦するべきだと思いました。

10R1Z 紀伊田辺 LC  
L 永井 俊明
先輩方のご指導のもと、ライオンズ活動に
少しでも多く参加していけたらと思っています

スポンサーより
青年会議所時代、ともに汗を流した旧知の仲で、何年
か前からお誘いしていましたが、会社の方が忙しいと

のことで時期が来ればというお返事でした。今回本人も50歳になる年で、
会社の方も代表取締役に就任されたこともあり、その時期がきたと声をかけ
させて頂いたところ、他の青年会議所のOBのライオンズメンバーからお口
添えして頂き、入会して頂きました。

。

5R1Z 池田 LC
L 木村 薫
人生の先輩に相談できるきっかけも増え、多くの
学びたい気持ちがあり入会を決意致しました。
これからも、自分自身を成長させていきます。

スポンサーより
　以前私の職場で社員として頑張られその後独立して自分の会社を立ち
　上げ忙しくされておりますが、本人の入会希望で入会して頂きました。
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新会員紹介 －ご入会おめでとうございます !!－

10R2Z 串本 LC 
L 高井英二
顔見知りのメンバーさんも多いので安心して
おりますが、仕事上どうしても会合等に出席
できなくてご迷惑をおかけする事も多々あろ
うかと思いますが、皆様とご一緒に地域社会
に貢献できるよう頑張りたいと思います。

スポンサー： L 小森正剛
　新会員とは以前より仕事上の取引があり、ずっと入会を勧めておりました。
　年代を超えて良き仲間ができることを伝えました。

10R2Z 新宮 LC 
L 米田周平
歴史ある新宮LCに入会させて頂き、光栄です。
いちよし証券環支店支店長として今年の11月
より着任致しました。資産運用を通じて社会、
地域に貢献し、また会員の先輩方から様々なこ
とを学ばせて頂きながら、世の中に役立つ存在
になりますよう奉仕活動に取り組んで参ります

スポンサーより
　前任者が県外への移動により退会となったが、後任であるL米田に例会
　訪問で活動をご理解頂き入会して頂きました。

。

10R1Z 紀伊田辺 LC
L 野中 功治
入会したばかりで、わからないことばかりで
すが、ライオンズクラブの仕組みや背景を
理解し、活動に取り組んでいきたいと思います。

スポンサーより
　会うたびに入会をお願いしていて、この度入会して頂くことができました。

10R1Z 御坊中央 LC 
L 岸本 耕一
ライオンズクラブの活動、社会奉仕・社会貢献だ
と言うことはわかっておりました。恥ずかしなが
ら私自身それとは掛け離れた人生を送って来た
と振り返ります。スポンサーにお誘いして頂き、
この機会に自分自身を変える良いチャンスだと
考え入会させて頂きました。今後も皆様方に
色 と々ご指導頂き、人生勉強したいと思います。

スポンサー：L清水達成
　同じライオンズクラブメンバーの勧めもあり、仕事上の協力事なのが
　ありまして、推薦させて頂きました。

10R1Z 御坊中央 LC 
L 田中 守
仕事関係の先輩に勧められ、奉仕について色々
教えて頂きながら、仲間づくりにもなるかと
思い、入会させて頂きました。

スポンサー：L清水達成
　同じライオンズクラブメンバーの勧めもあり、仕事上の協力事等が
　ありまして、推薦させて頂きました。

10R2Z 新宮 LC
L 森倉 修也
　保険代理店という仕事柄「お客様をお守りす
る」という精神で日々業務に励んでおりますが、
実際には「事故」や「災害時」というお客様にとっ
て何か不幸な事が起こった時でないと活躍がで
きず、普段から何か社会のお役に立たせて頂け

る事はないかと考えておりましたところ、タイミングよくスポンサー
よりライオンズクラブをご紹介頂き、志を持って活動されておられる
皆様と一緒に奉仕活動ができればと、即答でお願いを致しました。
　今後は微力ながら、何事にも感謝して活動に取り組むことができ
ればと思います。

スポンサーより
　会員との交流ができること。より多くの友達ができること。視野が広
　くなると共に仕事に励みが出て、自分のモチベーション（立場）が把
　握できること。
　会員と共に奉仕をする充実感が得られる。以上の魅力をお伝えしまし
　た。
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11R2Z 東大阪楠 LC
L 小早川 圭子
ボランティア活動や交流会等で視野を広げ、
私にどんな社会奉仕活動ができるのかを
考え、学んでいきたいと思っています。

スポンサーより
　ライオンズクラブにはいろいろな職業、年齢層の会員が地域で活躍しています。
　奉仕活動を通じて、活動の楽しさと会員交流を楽しんで頂きたいと推薦致
　しました。

11R2Z 東大阪楠 LC
L 平井 益子
奉仕活動を通じ、仲間の皆さんから様々な
ことを勉強させて頂きたいと思います。

スポンサーより
　「バイタリティー」と「思いやり」溢れる方です。
　その魅力をライオンズクラブでも発揮して欲しいと思い推薦致しま
　した。

11R3Z 大東 LC
L 桂 啓司
これから仲間を増やしクラブを盛り上げて
いきたいです。

スポンサーより
　最愛と友愛を理解して奉仕活動する話をして同感してもらいました。

11R2Z 東大阪菊水 LC
L 山下 大輔
いろいろな経験をして、これから活躍できる
ように頑張ります。

スポンサーより
　奉仕活動を通じて、いろいろな方と交流ができるので楽しく活動が
　できるとのことで推薦しました。

11R2Z 東大阪楠 LC
L 坂口 真弓
私のモットーは「らしくあれ！」
女性らしく、経営者らしく、そして「We 
Serve」の精神のもと、Lionらしくなるべく
諸先輩方から学ばせて頂きます。

スポンサーより
　様々なアイディアで稼業を支えてきた素敵な女性です！
　これからは、ライオンズクラブの活動を通じてより広く力を発揮して
　欲しいと思い推薦しました。

11R2Z 東大阪菊水 LC
L 池田 秀樹
ボランティアや奉仕活動に興味がありこれから
活躍できるように頑張ります。

スポンサーより
　奉仕活動を通じて、いろいろな方と交流ができるので楽しく活動が
　できるとのことで推薦しました。

11R2Z 東大阪布施 LC
L 古内 真穂
元ピアノ恩師がライオンズクラブ活動を続け
ておられる縁で SNS を通じて 色んな活動を
知り、素晴らしいと感じました。自分の中で
は、児童養護施設の題にとても関心を抱きま
した。これからも、勉強させて頂けたら嬉し
いです。

スポンサーより
　元ピアノの生徒さんであるL古内真穂は小学生の頃から 練習にも真面目
　に取り組む努力家。
　性格の良さは知っていますし、東大阪在住でもあり地域活動にも興味を
　持ってもらえると思い お誘いしました。
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堺高石 LC チャーターナイト（認証状伝達式）

地区MC・IT委員　西谷 昌幸

　1月26日、泉大津LCがスポンサーである「堺高石ライオンズクラブ認証状伝達式」がホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺にて

開催されました。

　田中　亜渡夢会長の開会宣言・ゴングのあと田中地区ガバナーによる認証状の伝達が執り行われ、会場全体がライオンズの熱

気に包まれました。その後の新メンバー挨拶やチャーターナイト記念事業の発表も堂々としていてクラブとしての一体感を感じる

ことができました。

　また、第2部祝宴ではアトラクションも花を添え、気さくな仲間たちと過ごす貴重な時間が流れました。

　「またあう日まで」の合唱では笑顔の大きな輪が新しい門出を祝いました。

　今後の堺高石LCの発展を念じるとともに、メンバーひとりひとりがこの繋がりを大きく広げ、益々御活躍されるよう祈ります。

新クラブ結成おめでとうございます！
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会長　　益田 大志

　2月１日、大阪梅田中央LCは梅田東コミュニティ会館にてプリザーブドフラワー講習会を開催しました。今回で16回目になる

プリザーブドフラワー講習会は大阪聴力障害者協会女性部と地域住民そしてライオンズクラブが手話を通じてコミュニケーション

を図り、手話がかけがえのない言語であることについて理解を深める目的で開催しました。

　もともとこの事業は、2008年に聴覚障がい者の皆さんにフラワーアレンジメントをする楽しさと技術を身につけて頂けたらと

いう思いからはじまりました。2012年から4年間は東日本大震災の被災地・気仙沼の仮設住宅に制作した作品をのべで500個

お届けし、2016年から昨年まではバザーなどで販売し、売上金全額を北摂聴覚障害者センター「ほくほく」に寄付させて頂きました。

　今回は40周年記念事業として特に、ライオンズクラブの家族会員やライオンレディが活躍できるアクティビティとして知って

頂く目的から他のクラブにもお声がけをし、田中地区ガバナーご夫妻を始め他クラブから20以上参加下さり、総勢130名の方に参加

して頂きました。

　今までの講習会で何回か経験している方は初めての方に教えたり、出来ばえを自慢しあったり皆さん終始和やかで笑顔の絶え

ないひとときでした。

　このほか「手話エンターテインメント発信団　ｏｉｏｉ（おいおい）」による楽しい手話パフォーマンスで手話の理解を深めら

れたと思います。昼食は地域の女性会の方々が朝早くから仕込んで下さった美味しいカレーライスを頂きました。ろうあ太鼓の

「和龍耳（わだつみ）」の演奏もあり、最後にはライオンズクラブではお馴染みの歌、「また会う日まで」を手話を交えて参加者全員

で歌ったときの盛り上がりは最高でした。

大阪梅田中央 LC　CN40 周年記念事業

プリザーブドフラワー講習会　～お花でリング！リング！～
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地区MC・IT委員　明貝 一平

［Rising支部ご紹介］ 第1副会長・支部連絡員　岡本 晃

　1月9日、泉南中央LCにとって、2つ目の支部となる「泉南RISING支部」が結成されました。当日は、田中地区ガバナーはじめ16名

のご来賓が祝福に駆け付けており、厳粛かつ盛大に結成式が行われました。

　泉南中央LCは一昨年にも女性会員中心の「泉南ROSE支部」を結成したばかり。その両方の支部結成にご尽力した岡本第１副

会長は「何としてでもライオンズのムーブメントを起こしたかった」との想いを語りました。この度の支部メンバーは福祉に携わる

若い男性を中心にお誘いし、「これからの地域福祉に貢献していきたい」ともL岡本は付け加えました。

　結成式では田中地区ガバナーより、それぞれの胸にラベルピンが着けられ、L中谷眞生支部長は「まだ何も分かりませんが頑

張っていきます」と力強く挨拶されました。

　20歳代の若い青年クラブに今後の期待を寄せたいと思います。

　次世代を担う若手のコミュニティー作りを目的に「泉南RISING支部」を結成させて頂きました。

　RISING支部のメンバーは、日頃、泉南地域の子どもたちに、サッカー・バスケ・ダンス・和太鼓・ゴスペル等のスポーツ活動や

文化活動を通じて、友達・仲間づくり、ワンチームの大切さ、人と人の良好な関係作りなど、青少年育成に取り組んでいるメンバー

です。

　この若者たちが、ライオンズの活動や精神を学び、クラブメンバー諸先輩のご指導の下、青少年育成を通じて、社会奉仕の喜び

を持って、仲間との交流やコミュニケーションを深めることで、また、その輪が広がり、生涯を通じて幸福で、人生をより豊かにして

くれるものと希望しています。

　「泉南RISING支部」は、今後、泉南市地域で、子ども食

堂を立ち上げ、運営していく計画を立てています。ライ

オンズクラブの支部として、社会奉仕をしっかりと行っ

ていく所存です。どうぞ皆様のご協力をよろしくお願い

致します。

泉南中央 LC「泉南 RISING 支部」結成式

支部結成おめでとうございます！
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GMT委員長　児玉 和久

　1月22日、ダイワロイネットホテル和歌山にて和歌山LC「けんかつ支部」の結成式が行われました。結成式は田中地区ガバナー

はじめ、たくさんのキャビネット役員の方々にご臨席を賜り盛大に開催されました。

　けんかつ支部の全メンバーは、明治安田生命保険和歌山支店の社員で構成され、結成以前もエコキャップの収集などの奉仕

活動を社員一同で実施して頂いた経緯があります。奉仕活動を通じて、我々ライオンズクラブについてお話する機会があり、

共感、賛同を頂き、今回クラブ支部結成に至りました。

　支部の名称「けんかつ」とは「健康活動」の事で、メンバーが保険会社社員という職域支部です。9・10R（和歌山県内）初めての

支部であり、今後の支部運営の手本となるようにクラブをあげて、協力、育成していきたいと思います。

地区MC・IT委員　西田 民子

　1月28日、太閤園にて大阪桜之宮LC「大阪アスリート支部」結成式が開催され

ました。支部会員は骨髄バンクのタスキを掛けて走るランナー、アドベンチャー

ランナー、ライフセイバーがいたりプロフェッショナルな面々15名の若いメン

バーで結成され、熱い情熱とパワーを感じました。支部長より、今後は大阪桜之

宮LC会長テーマである「できる人が！できる時に！できる事を！」のもと、スポーツ

を通じて青少年育成、中高年の健康維持、ランニングパトロール等社会奉仕を

展開していきたいと結成式で語られていました。

　ライオンズクラブバッチを胸につけて頂いた時の思い、誇りを大切にして

頂き、支部からクラブへ移行

できるよう、みんなでバック

アップしていきたいと思いま

す。

和歌山 LC「けんかつ支部」結成式

大阪桜之宮 LC「大阪アスリート支部」結成式
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　私共クラブ支部の奉仕活動は青少年健全育成に力を入れ、2009年度

より薬物講習を始めて11年目になります。小学生高学年を対象に毎年

近隣学校よりご依頼を頂き「地域社会全体で子どもたちを守っていこう

とする体制づくり」が出来上がることを目的としています。

泉佐野中央 LC　泉州南なでしこ支部

結成日：2015 年 6月 18 日
結成時会員数：8名　現在会員数：9名

大阪 LC  Jr 支部

結成日：2016 年 3月 9日
結成時会員数：8名
現在会員数：8名（家族会員含む）

薬物乱用防止講習実施

（2019 年 2 月 20 日　於：泉佐野市日新小学校）

　2016 年の結成から四年目に入り、メンバーも 6 名から 10 名へと

増え、活動の幅も広がりつつあります。最初は右も左もわからず親会、

大阪梅田中央 LC の助けを受けながら、献血活動、障がい者支援のお

手伝いをし、支部の活動として地域清掃、イベント協力をしており

ます。アクティビティを行う中で、笑顔が溢れ「ありがとう」という

私達にとってかけがえのない宝物を頂いております。メンバーのほ

とんどが会社員で、なかなか自由な時間がないながら各々が個性を

生かし、楽しみながら活動を行っています。

これからもライオンズとしての誇りを持ち、助け合い、自分の周り

だけでなく世界の人たちが笑顔になり一つになれるようなアクティ

ビティを目指していきます。

大阪梅田中央 LC　菜の花支部

結成日：2016 年 9月 27 日
結成時会員数：6名
現在会員数：10名（家族会員含む）

支部紹介

　2016年3月に大阪LCの子息を中心に発足した支部です。

　平均年齢、40代半ば。親クラブである大阪LCの手伝い等を中心に

活動しています。

　月に一度ずつ昼会と夜会を開催し、メンバー同志の懇親を図っています。
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子ども食堂にて「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止活動を行いました。

子ども達 40 名程の参加がありました。

（2019.10.27　於：一般社団法人ようこそここへ）

　私たち、泉南ROSE支部は女性メンバーの集まりです。女性ならではの

「ヘアドネーション」「子ども食堂」の活動に力を入れています。親クラブ

との合同で「献血奉仕活動」「薬物乱用防止活動」も積極的に参加してい

きたいと思っています。

泉南中央 LC 泉南 ROSE 支部

結成日：2018 年 1月 9日
結成時会員数：5名
現在会員数：6名（家族会員含む）

　「J-NOVA」とは「ジュニア大阪北 ボランティア アクティビティ」

の略です。将来的にはクラブを担ってくれる人材育成を目的として

結成しました。メンバーの 2 世を中心とした 30 代のメンバーで構成

されています。地元の児童養護施設へサンタの贈り物を届けたり、

区民祭りではタピオカミルクティを販売するなど地域に根差した労

力奉仕活動を行っています。

大阪北 LC　J-NOVA 支部

結成日：2018 年 3月 30 日
結成時会員数：7名　現在会員数：11名

　SAKURA MINT 支部は、2018 年 2 月 25 日に大阪ゆとり LC の支部

として、これからを担う子どもたちに関わるアクティビティを行い

たい 8 名で結成されました。ダウン症の子どもたちと歩く「バディ

ウォーク」では、関西初開催となる 2018 年の大阪と 2019 年の神戸

開催において、運営の方と共に事前の募金活動や当日の運営を補助

する活動を行いました。

大阪ゆとり LC　SAKURAMINT 支部

結成日：2018 年 2月 25 日
結成時会員数：８名
現在会員数：８名（家族会員含む）
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　双葉支部は 2015 年 10 月 29 日に岸和田シニア LC で結成された桜

支部と 2016 年 2 月 3 日に大阪シニア LC で結成された陽日支部が合

併して2018年7月1日に双葉支部として生まれ変わりました。現在、

親クラブである大阪シニア LC と共に例会やアクティビティ等の活動

をしています。

大阪シニア LC　双葉支部

結成日：2018 年 7月 1日 ( 桜支部と陽日（はれま）支部が合併 )
結成時会員数：７名
現在会員数：６名（家族会員含む）

　本年度、新年例会としてお伊勢参りに行きました。

　新年の初めに厳かな気分になりました。

岸和田コスモス LC　リボーン支部

結成日：2018 年 10 月 8日
結成時会員数：5名　現在会員数：5名

　若手の集まりです。主なアクティビティは岸和田コスモスLCと

共に、薬物乱用防止教室に参加、配役担当して頂いています。なか

なか、迫真の演技です。献血にも参加して頂いており、受付・採血

もしています。

岸和田コスモス LC　つぼみ支部

結成日：2018 年 10 月 8日
結成時会員数：6名　現在会員数：6名

第１回献血アクティビティ

(2019 年 11 月 20 日 ( 水 ) 於：南海岸和田駅前 )
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　40 代中心で、女性メンバーも 2 名在籍しています。会費を低廉に

抑えているため、若さを活かした労力奉仕がメインですが、支部会員、

和気あいあいと、ライオンズライフを楽しんでおり、様々な支援

活動にも活発的に参加しております。今後は、規模は小さくとも、人々

に大きな喜び・希望を与えられる当支部独自のアクティビティに

取り組んでいきたいと考えております。

大阪西 LC　みらいへ支部

結成日：2019 年 1月 11 日
結成時会員数：7名
現在会員数：11名（家族会員含む）

　南大阪みささぎLCは、女性クラブとして結成してから13年が経ちアク
ティビティに参加できる人が年々減っていくことを懸念して支部づくりに
力を入れることにしました。まずは、クリスマス例会をアスクワン例会と
し、15名のビジターが集まりました。その内の3名と別の会合に参加され
た2名、計5名で結成する運びとなりました。
　現在は、支部会員も例会へ参加してもらい、ライオンズクラブの事を
深く理解をしてもらう勉強会を開いたりアクティビティに参加しながら
親睦を深め、正会員・支部会員を合わせて26名が仲良く活動しています。
　支部も次期2年目を迎えるにあたり独自でアクティビティを計画中です。

南大阪みささぎ LC　みささぎサポーターズ支部

結成日：2019 年 6月 18 日
結成時会員数：5名　現在会員数：9名

　勝浦LC 友の会支部は、子育て世代が「那智勝浦町・太地町に住んでよ
かった」と感じてもらうための活動に力を入れています。昨年の取り組み
の1つは、エアー遊具による献血活動の活性化があります。那智勝浦町・
太地町においては、子ども連れで遊びに行くところ、休日に託児をしてく
れる場所が少ないということが課題です。エアー遊具を無料で開放する
ことで、子どもは普段とは違う遊びを経験でき、子どもが遊んでいる間に
親御さん達は献血に協力することもできます。また、手紙を書くことが少
なくなった子ども達にも年賀状を書く機会を持って欲しいということで、
町内の小学生全員に年賀状を贈りました。その袋詰めの作業も、支部の
会員で行いました。
　年賀状を書くという行為を通して、親子の思い出が増えれば、うれしい
です。

勝浦 LC 友の会支部

結成日：2019 年 1月 5日
結成時会員数：6名　
現在会員数：6名（家族会員含む）
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【1Ｒ入選作品展＆表彰式】
　2 月 9 日、OAP タワー１F のエントランスホールにおいて、第 32 回国際
平和ポスター・コンテスト 1R入賞作品展並びに表彰式を行いました。
　1R では、コンテストにご応募頂いた 36 校 2,930 点の中から選抜された
金賞・銀賞・銅賞を含む 68 作品の入選作品展を開催しました。【平和の道
のり (Journey of Peace)】というテーマに基づき、戦争の悲しみを描いたも
のや、修学旅行先の沖縄で感じた平和に対する思いを描いたもの、世界平
和の願いを描いたものなど、素晴らしい作品ばかりでした。
　表彰式には、金賞・銀賞・銅賞に選ばれた生徒様へ、岡田ＲＣと近藤ＺＣ
から表彰状と副賞の授与が行われました。

【2R表彰式】
　2 月 22 日、スイスホテル南海大阪にて、2R の国際平和ポスター・コンテスト表彰式が行われました。参加校 268 校、
応募作品 1,544 点の中から 26 名の受賞者、引率者を含め 80 名の参加があり、渡邉MC・IT 委員長に華を添えて頂きました。
　「どのように平和を実現していくべきか」を考える貴重な機会に、受賞者のポスターに対する思いが、緊張の中にも垣間
見られ、皆さん輝いていました。アクシデントに見舞われた時の、ライオン仲間の迅速な対応にも感動致しました。
　良い縁が更に良い縁を尋ねて発展していくよう努力して行きたいと思います。

【335-B 地区・2R・3R 合同作品展】
　2 月 22 日～ 25 日までの 4 日間、2R・3R・335-B 地区の作品がなんばウォーク・くじらパークにて展示され、多くの一般
の方に来場頂きました。

第 32回国際平和ポスター・コンテスト

クラブアクティビティ

【3Rオープニングセレモニー&表彰式】
　2月 22 日、新型コロナウィルス等で騒がしい中、又、天気も悪い中、3R合同はなんばウォークのくじらパークにおいて、
国際平和ポスター・コンテストのオープニングセレモニーを開催致しました。地区ガバナーはじめキャビネット幹事、
MC・IT 委員長、RC、ZC、各クラブより多数の皆様にご参加頂きました。
　オープニング終了後、リジョン内での最優秀賞、優秀賞の児童の表彰式を行いました。場所柄大勢の皆さまに児童の力
作をご参観頂きました。
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2R1Z 合同振り込め詐欺防止対策街頭 PR
　12月28日、JR新大阪駅「千成びょうたん横」にて振り込め詐欺防止対策として、2R1Z合同で10クラブ名入り「振り込め詐欺防止
対策ビンゴガード」を1000枚配布しました。このアクティビティは、大阪府警本部の年末キャンペーンに合わせ協力して実施致し
ました。
　JR新大阪駅「千成びょうたん」横特設ステージでは、帰省者の父母、祖父母が特殊詐欺の被害に遭われないように生活防犯課
の方々から防止、またDVDを使い注意喚起を呼びかけました。最後は、1ゾーンそれぞれのクラブジャンバー、ベストを着用され
た「ライオンズメンバーの配布活動」です。“ライオンズよ、街へ出よう”にもとづき、垣根を越え、全ての枠を越えてより大きな奉仕
活動を推進する事が出来ました。

3R 合同 「大阪マラソンクリーンUP大作戦」
　11月29日、JR環状線 福島駅周辺にて3R
合同大阪マラソンクリーンUP大作戦を開催
しました。毎年、開催される大阪マラソン
にあわせて実施しており、周辺には飲食店
も多くゴミが多いと思われますが、毎年行
われる清掃活動が周知されてゴミ放置も
少なくなっています。
　メンバーも一生懸命汗を流して清掃に
励んでいました。

9R1Z 和歌山中央 LC 和歌山サンタラン
　12月1日、和歌山中央LCは和歌山城西の丸広場にて開催の「第2回和歌山サンタ
ラン」に参加しました。9R1Z内クラブにも呼びかけ、有志メンバーも参加して下さいま
した。和歌山サンタランは、病気等のため入院しクリスマスを自宅で過ごせない子ど
も達のために、参加者がサンタの衣装を着て和歌山城を歩き、色々なイベントで楽し
むとともに、参加費の中から子ども達にプレゼントを購入、小児病棟クリスマス会にお
届けするというチャリティーイベントです。昨年第1回和歌山サンタランが開催された
のに続き、本年第2回も実施され、献血バスも参加し、和歌山中央ライオンズクラブも
多方面に於いて協力させて頂きました。
　当日は好天に恵まれ、約1,000人の参加者が西の丸広場から天守閣までの往復約
2㎞をサンタの衣装を着て歩くとともに、西の丸広場に設営されたステージで行われ
た子どもよさこい踊りやベリーダンス、地元出身歌手の音楽や和歌山名物の餅まきな
どを楽しみました。そして、当クラブも、参加してくれた子供達に約500個の風船をプレ
ゼントするとともに、特に小児癌患者の治療に必要となる血液の確保に向けて献血の
呼びかけを行いました。
　来年も開催されるであろう第3回和歌山サンタランに向けて、当クラブがより役立つ
ために何ができるのか、若いボランティアの方々との交流、新規会員獲得など今後の
課題だと考えています。
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地区MC・IT 委員　千丸　剛央
　今年度、初めて地区委員を経験をさせて頂きました。その中でも
MC・IT委員会の特色である『ゆうあい』の取材・記事作成等を通じ、
今までお伺いさせて頂いたことの無かった多くのクラブに初めてお邪魔
させて頂きました。つたない写真撮影やコメント等にも温かく応じて
頂き本当にありがとうございました。積極的にアクティビティに呼んで
頂けたことに感謝しております。
　『ゆうあい』が少しでもクラブ運営のヒントになればと願い、残す
ところ数ヵ月ではありますが、まだまだお伺いさせて頂きますので、
宜しくお願い致します。

編集後記

コロナに負けるな !!　ライオンズクラブ !! 

緊急事態宣言下でも献血は必要です！！
　2020 年 4 月 7 日に発令された「緊急事態宣言」により、当面の間、外出を控えることとされています。このよう

な非常事態においても、他に代わるもののない輸血医療に使用される輸血用血液を日々安定的に患者さんへお届け

する必要があることから、献血へのご協力は不要不急の外出にはあたりません。

　むしろ、現代の医療が成り立たないことのないよう、そして、有効期間の短い輸血用血液を必要としている患者

さんの命を守るために、輸血用血液の在庫量を適切な水準で維持していくことが極めて重要です。こうしている間

にも、毎日約 3,000 人あまりの患者さんが輸血用血液を必要としています。

　献血される方が一時期に集中することによる密集や密接を避けるため、また、有効期間のある輸血用血液を必要

量に応じて確保していくために、献血におけるご予約をお願いしていますので、【ご予約による献血】にご理解と

ご協力をお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※日本赤十字社ホームページより抜粋

3.15　守口 LC 献血アクティビティ 4.6　堺登美丘 LC 缶バッジ配布アクティビティ 3.29　堺泉北 LC 落書き消しアクティビティ

4.4　紀伊田辺 LC 献血アクティビティ 3.19　東大阪 LC 献血アクティビティ 3.29　富田林 LC 献血アクティビティ


