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地区MC・IT委員長　松本 直樹
　コロナの影響で、時代はオンライン、IT化などのデジタル変革が一気に
加速しましたね。
　1年前まで目新しかったオンライン用語なども、当り前に使っていたりし
ます。このライオンズクラブでさえも時代の波は押し寄せて来ています。少
しずつ、確実に。
　しかしながら、この時代にますます求められるのは、実はリアルな人の
繋がり、温もりではないでしょうか？
　人と人との絆、結びつきを大事にした、地域社会に根付いたライオンズ
クラブの活動です。世界的な奉仕団体であるライオンズ。今こそ真骨頂を
見せる時です。その素晴らしさを、その力を、素直に、わかりやすく語ってい
きましょう。上手にアピールすること、それ自体も大切な活動です。
　そこはまさに、オンラインとリアルの両輪で成し得たいものです。

編集後記

ライオンズのバーチャル国際大会 LCICon 2021 に是非ご登録を !!

［バーチャル国際大会］ 2021年6月25日から29日（米国時間）で実施

詳細はキャビネット通達の３月１５日付「第103回バーチャル国際大会について」をご覧下さい。
ご不明な点があれば、オセアル調整事務局（03-4589-5012）までお問い合わせください。

登録方法は下記の２通りです。
● オンライン登録
● 登録用紙での登録

※大会登録者は閉会後も録画視聴を行うことは可能です。

≪お詫びと訂正≫ 2020年９月30日発行の266号で誤りがありました。お詫びして訂正致します。
　〇 表紙裏　東大阪河内LC⇒東大阪楠LC
　　　　　　 「近鉄布施駅周辺にて草引き、清掃アクティビティ。
　　　　　　   東大阪布施LC、東大阪河内LCの方にもお手伝い頂きました。」
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次世代リーダー育成セミナー

第9期生

第 6回 地区MC・IT委員　田中　光栄

　11月6日、ホテル日航大阪にて第9期生の第6回次世代リーダー育成セミナーが開催さ
れました。
　最初に、竹村GLT委員長より、第5回（8月24日）に実施したアンケート結果について
お話しがありました。次に、「リーダーシップ」特に「サーバントリーダーシップ」
（メンバーに奉仕する、支援型リーダーシップ）について学びました。そして、委員長
のよもやま話として「修羅場・土壇場・正念場」がありました。竹村GLT委員長の講義
は分かりやすく、また楽しかったです。
　休憩後、自クラブの現状分析（SWOT分析）を行い、「サーバントリーダーのあなた
は、クラブ・メンバーのために何ができますか？」のテーマでディスカッションをしま
した。
　時間が足りないぐらい、各グループで話し合いに盛り上がりました。後で、出席者ほぼ
全員が発表しました。
　最後に、岡田GLTコーディネーターから「サーバントリーダーシップ」の重要性につ
いて総括されました。次回も楽しみです。

第 10期生

第 2回 地区MC・IT委員　田中　光栄

　「みなさん、こんにちは。お久しぶりです。ご無沙汰しています。」
いま、みなさんが例会に出席されたとき、アクティビティに参加されたときは、このような感覚なのではないでしょうか？

　昨年７月１日に地区ガバナーに就任させて頂き、あっという間に９ヵ月が過ぎました。この間、新型コロナ禍の影響
により、どうにか公式訪問は実施することができましたが、海外との往来ができないためＹＣＥの交流は中止、ＬＥＯ
の活動もできない、アクティビティもソーシャルディスタンスを確保する、密にならないよう、限定されたものに限られ
る等々、多大な影響を受けました。さらに、昨年末からの感染拡大、2度目の緊急事態宣言発令中、できることは、
ソーシャルディスタンスを確保した会議、オンライン通信を利用した会議ができる程度でした。
　各クラブにおいても、例会を中止したり、オンライン通信を利用しての例会、理事会への移行等々、様々な工夫を
されており、同様に、多大な影響を受けているものと拝察します。まさに、冒頭のような状況ではないでしょうか。

　しかし、この間、キャビネットでは様々な制度の見直しや新たな提案を行なって参りました。
　まず、ライオンズ版クラウドファンディング事業の提案です。昨今のメンバー数の減少により、クラブ単位では一定
の規模以上のアクティビティが困難となっています。素晴らしいアクティビティの企画があるにもかかわらず実施でき
ないクラブが、３３５－Ｂ地区全クラブに資金拠出の提案を行ない、賛同クラブの協力を得て、また、ＬＣＩＦクラブ
シェアリング資金の活用も視野に入れ、一定規模以上のアクティビティが実施できるシステムを設けました。
　次に、「Go To LIONS」の提案です。これは、クラブＰＲ戦略対策委員会からの提案で、３３５複合地区MC・IT委員会
と協働してサイトを立ち上げました。飲食店を経営されているライオンズメンバーがこのサイトに店舗登録し、このサ
イトから登録した店舗を検索することができるというサイトです。「少しでも、飲食店を経営されているメンバーの助
けとなれば。」というおもいと、当面、飲食店でスタートしますが、いずれは全メンバーの事業所等を登録することで、
「ライオンズ版職業別名簿」となることを視野に入れています。
　次に、３３５－Ｂ地区の「資金」整理です。
　現在、３３５－Ｂ地区には緊急備蓄積立資金特別会計が設置され緊急時に対応することとなっています。また、他
の特別会計の資金の動向から、これらを整理、統合して、「地区運営備蓄資金」と「災害支援・事業活動準備資金」の
２つの資金会計により構成される「３３５－Ｂ地区基金」を設置する予定です。（第６７回地区年次大会の議案とし
て提案しています。）これにより、キャビネット運営の安定化、災害時の支援や事業活動を行なうための財政的な基盤
ができるものと考えています。
　そして、本年度、各クラブがおもいをもったアクティビティを実施できていない現状から、３３５－Ｂ地区全クラブ
が一体となったアクティビティ、「３３５－Ｂ地区合同アクティビティ」を実施することになりました。２月中に全クラブ
にアクティビティ提案募集を行ない、ＧＳＴ委員会で検討して実施しますので、皆様のご協力をお願いします。

　今期、もうすでに残り３ヵ月を切っています。この３ヵ月こそは会員維持・会員増強の最も重要な時期となります。
　各クラブ会長におかれましては、特に

　を、お願い申し上げ、少しでも早く新型コロナ禍から脱出することを願い、挨拶とさせて頂きます。

　（１）地区ガバナー方針である、「各クラブの会長には最低1名以上のスポンサーをお願いします。」
　（２）例会等がおこなわれていない状況が続いています。過去３年間に入会された２,４８５名のメンバーがクラブ
　　　　に定着すること、クラブでの居場所を作って頂くこと。
　（３）各クラブ、「ゼロから＋１名へ」ということで純増１名の目標達成。

地区ガバナー 中谷　豊重

ご挨拶

　11月27日、ホテル日航大阪にて第10期生の第2回次世代リーダー育成セミナーが開催
されました。
　新型コロナウイルス感染拡大のためでしょうか？欠席されている方が多かったです
が、マスク着用・手の消毒等予防策をしながらのセミナーとなりました。
　最初に、竹村GLT委員長より、第1回（9月4日）に実施したアンケート結果についてお
話しがあり「ライオンズ関連で、聞きたい・話し合いたいテーマはありますか？」との
回答には「若年層の育成についてライオンズとしての向き合い方」等、興味深いものが
ありました。次に、「メンタリングとコーチング」「公私と奉仕」「本年度のライオン
ズ運営方針」について学びました。そして、委員長のよもやま話として「月と雲」は、
凄く勉強になりました。
　休憩後、自分の仕事とライオンズ活動を振り返り、「仕事とライオンズ活動は、両立
していますか？」のテーマでディスカッションをしました。どこのグループも話し合い
が盛り上がりました。後で、出席者ほぼ全員が発表しました。とても楽しい雰囲気でした。
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会員店舗紹介サイト「Go To Lions」のご紹介

　現在、コロナ過にて影響を受け、退会せざるを得ないメンバーがいる厳しい状況の中、そのような方々を少しでも助けることは

できないかと、当地区の串島クラブＰＲ戦略対策委員長の発案のもと、３３５複合地区内の会員店舗を紹介するサイト

「Go To Lions」を制作致します。

●掲載する店舗は会員が経営している店に限ります。

●飲食店はスナックやバー、お土産店やテイクアウト専門店等も含みます。

　メンバーが不動産を所有されていて、テナントで入居されている飲食店は登録できません。

　（メンバーになって頂くようご提案下さい。）

　　　

　（１）飲食店を経営されており、サイトへの掲載をご希望のメンバーは「ID登録申請書にご記入の上、キャビネット事務局に

　　　送付頂く。

　（２）「ID登録申請書」は、キャビネット事務局で確認させて頂き、キャビネット事務局よりユニオンネットに送付。

　（３）ユニオンネット（goto@unionnet.jp）よりID登録申請者のメールアドレスへ直接、ＩＤとパスワードが届く。

　（４）【メンバーが登録を行う場合】

　　 　　店舗詳細マニュアルを見ながら、入力を行なって下さい。

　　　【ユニオンネットに委託する場合（有料）】

　　　　（３）で届いたメールに掲載されている店舗詳細記入フォームのページＵＲＬにアクセスし、フォームが表示されたら、

　　　　各項目を記入して「送信」して下さい。

　　　　ユニオンネットが店舗詳細を登録後、掲載ページＵＲＬをお知らせします。

　　　　内容確認して、間違いや訂正があれば、メールにて変更依頼を行う。

　　　　　※掲載開始後に店舗情報の変更が必要になった場合は、自分でログインして変更またはユニオンネットに変更を依

　　　　　　頼して下さい。（別途で有料です。）

　（５）ユニオンネットに登録依頼、変更依頼をした場合は、メンバーが最終確認をし、ＯＫのご連絡をユニオンネットにすると、

　　　請求書が発行（メールまたは郵送）され、支払いが確認できたら、公開されます。

４月からの公開を予定しております！！

飲食店を経営されるメンバーの皆様、是非ご登録ください！！

メンバーの皆様は「Go To Lions」を大いにご活用ください。

■１．機能性 ■

■２．スケジュール ■

■３．店舗情報登録の流れ ■

■４．お問い合わせ先 ■

３月１１日より各クラブのメンバーへご案内

３月１５日よりサイトへ店舗情報を登録開始

４月　１日よりサイト一般公開！！！

①エリア・ジャンルからの検索

②現在地からの検索

【サイトのメイン画面】

株式会社 ユニオンネット様
〒５４０－００３１

　大阪市中央区北浜東１－２２ 北浜東野村ビル４Ｆ

TEL. ０６－６９４１－２３８８　FAX. ０６－６９４１－２３７７

https://www.unionnet.jp 



第 33回国際平和ポスター・コンテスト

大阪都島 LC　大阪市立東都島小学校

伊地知 夕貴さん

335 複合地区 最優秀賞
335-B 地区 最優秀賞

335-B 地区 佳作
＜21作品＞

伊敷 七海さん

大阪天神橋 LC
大阪市立堀川小学校

須藤 三雲さん

大阪西淀 LC
大阪市立姫島小学校

藤田 莉央さん

大阪城東 LC
大阪市立関目小学校

東　綾音さん

大阪プラム LC
大阪市立明治小学校

島津江 希さん

大阪梅田中央 LC
大阪市立大淀小学校

竹本 瑞希さん

大阪戎橋いとはん LC
大阪市立中央小学校

福本 葵雪さん

大阪さくら LC
大阪市立長池小学校

大藤 美知瑠さん

大阪阿倍野 LC
大阪市立常盤小学校

中井　綾乃さん

箕面 LC
箕面市立西小学校

西野 希菜さん

枚方 LC
枚方市立春日小学校

谷川 友愛さん

寝屋川中央 LC
寝屋川市立三井小学校

清水 小梅さん

岸和田中央 LC
岸和田市立八木南小学校

松下 紗月さん

串本 LC
串本町立潮岬小学校

谷　源太さん

南大阪みささぎ LC
富田林市立喜志西小学校

西川 希々花さん

和歌山 LC
和歌山市立松江小学校

西中 桃子さん

海南 LC
海南市立北野上小学校

三谷 はなさん

豊中 LC
豊中市立東泉丘小学校

堀井 愛海さん

豊中中央 LC
豊中市立蛍池小学校

池添 茉奈さん

南部 LC
みなべ町立上南部小学校

都築 陽香さん

松原 LC
松原市立松原北小学校

山本 翔大さん

富田林 LC
富田林市立高辺台小学校
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会長　　芳崎　勝大

CN 周年記念

クラブアクティビティ

　9月12日、ホテルプラザオーサカにて大阪若獅子LCのチャーターナイト・認証状伝達式を開催致しました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、4月に予定しておりました結成会は中止、その後に計画したCNも日程を何度も調整し

直し、ようやくこの日を迎えることが出来ました。

　式典では中谷地区ガバナーから襟章をつけて頂き、ひとりひとりがライオンズの一員となった実感を嚙みしめました。その後も

多くの先輩ライオンの皆様に、お祝いや温かい励ましの言葉を頂き、厳粛かつ和やかな雰囲気で無事にチャーターナイトを終える

ことができました。これもひとえにスポンサークラブである大阪北LCの皆様や、ブラザークラブの皆様方のご支援、ご協力のおかげ

と心より感謝申し上げます。

　今後もライオンズクラブの名に恥じぬよう、メンバー一丸となって、地域社会のお役に立てるよう奉仕活動に取り組んでいきたい

と思います。

【アクティビティ】
　11月5日、コロナ禍で血液不足が問題となっている昨今、少しでも協力できればと、大阪梅田のHEP FIVE前にて献血奉仕活動を

実施致しました。

　これは大阪若獅子LC結成以来、初となるアクティビティ。初めてのことで戸惑うことも多い中、午前は思ったほど人通りがなく、呼

び掛けにもなかなか応じてもらえません。しかし、メンバーの頑張りが功を奏し、

最終的には46名もの方にご協力頂くことができました。初めて献血をしたという

メンバーもおり、献血についての理解を深めるとともに、奉仕について考えさせ

られるよい機会にもなりました。

大阪若獅子 LC　チャーターナイト

　守口LCは、チャーターナイト60周年を迎えます。
　このたび、アクティビティ事業の１つとして一部LCIF「クラブシェアリング交付金」$3,892を使用させて頂き、11月15日より19
チームで少年野球大会を開催致しました。場所は守口市大枝公園多目的球技場です。2年前に人工芝を備えた、選手たちにとっ
ては素晴らしい球場です。
　守口LCは、少年野球人口が減っていく中、選手たちに素晴らしいグランドでプレーをして頂きたい。また、ゲームには勝敗はつ
きものですが「勝つ喜び」「敗れて学ぶ」事を実感して頂き良い思い出となる大会になって欲しいとの思いから野球大会を企画し
ました。
　単に開催を提供するのではなく、守口LCのメンバーも設営や
ボール洗い、新型コロナウイルス感染防止対策などをしてアクティ
ビティとしてお手伝いをしました。
　大会初日は、天候にも恵まれそして中谷地区ガバナーにも来て
頂き、ご挨拶を頂きました。白熱した好試合が続き、試合を見ていた
私たちにも日頃の選手、指導者、ご父兄の皆様の熱意が伝わってき
ました。
　この大会が、青少年少女の健全育成の一助となりましたこと、
そしてこれからも少年野球が益々発展することを願いご報告致します。

守口 LC CN60 周年　少年野球大会

　前年度6月と今年度8月の2回に亘り、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、西

淀川区内全小学校13校へ、次亜塩素酸ナトリウム水（会員企業が製造）の除菌剤(18L)と

詰替え用スプレーボトル（300ml×5本）を1セットずつ寄贈させて頂きました。

　13校を代表して格安に除菌液を提供頂いた会員であるL北田より歌島小学校の川辺

智久学校長に受け取って頂きました。このアクティビティは、中島政人西淀川区長より区長

表彰を拝受しました。また、西淀川区twitterに掲載されました。内容は写真の通りです。

大阪西淀 LC　次亜塩素酸ナトリウム水寄贈
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　7月14日、大阪マーガレットLCでは、以前、防災紙芝居を寄贈させて頂いた、益城町の保育園の園長
先生を通じてこの度豪雨災害に遭われた方々のお役に立てればと支援物資を集めて送付致しました。
　お忙しい中、岩本園長先生には、人吉・球磨方面にお届け頂きました。新型コロナウイルス感染拡大
予防のため、現地には入れない事、物資のお届けも私達で出来ない事が心苦しくもどかしく思ってお
ります。
　今回の豪雨災害で被災された皆様にお見舞い申し上げますと共に、ご健康と1日でも早く復興され
ます事を心より願っております。

八尾中央 LC　環境保全事業　清掃活動「歩こう会」

アクティビティ
大阪マーガレット LC 支援物資寄贈

　9月11日、お世話になっている益城町のはなえみ保育園の園長先生のもとへ、大阪マーガレットLC
のL松本の手作りマスク(子ども用・親子セット・スタッフさん用)約200枚と共に既製マスク2,000枚を
クラブアクティビティとして送付させて頂きました。
　7月の豪雨災害支援物資同様、園長先生に託して益城町のみならず、人吉・球磨方面へも炊き出し
等に便乗させて頂き、たくさん方々に喜んで頂けたそうです。
　繋がりに感謝申し上げます。

マスク寄贈

　豊中南LCが活動の拠点を置いている、豊中市庄内地域は少子高齢化の進展や人口の減少によりまちの活力が低下していま
す。このような状況の中、地域活力の回復と人々のコミュニティの再構築など地域再生の一環として、地元に所在する大阪音楽大
学と連携のもと、かつて「北摂の台所」と言われていた豊南市場の空き店舗を借り上げ「サウンドステーション㏌豊南市場」を開設
しました。
　ステーションは毎週月曜日から土曜日まで午前10時から午後6時まで開設しています。運営にあたってはクラブ内に大阪音楽
大学・豊中市・地域活動団体・演奏家等で構成する運営委員会を設置してイベントの企画・運営等を行っています。ステーションに
は大阪音楽大学から寄贈されたグランドピアノが設置され、誰もが気軽に立ち寄り音楽に触れて頂ける場になっています。
　ステーションに集まる人たちがお互いに親しくなり新しい仲間が生まれる、その様な地域の人達の居場所になればと考えてい
ます。コロナ禍の中、プロアマを問わず多くの演奏者が立ち寄り地域の人達に素敵な音楽を届けています。7月からの今日までの
状況は、開設日数144日で93件の音楽事業が実施され、延来場者数は約3,000名に至ってい
ます。
　メンバーは日々のステーションの開設と外部からの利用予約の調整など運営に携わって
きました。今では市内外から多くの音楽愛好家が訪れて、地域の人々と楽器演奏者同士で交
流が生まれています。
　地域に密着したこの活動は、地域住民の心の豊かさの醸成や市場の商業者へのエールと
なり、地域の活性化につながるアクティビティとして大変意義深いものとなっています。

豊中南 LC「サウンドステーション㏌豊南市場」

　11月14日、茨木ハーモニーLCと茨木すみれ支部は、メロード吹田「第一楼」にて、茨木市内
の児童養護施設の子ども達をランチバイキングに招待しました。私たちは、毎年このアクティ
ビティを実施しています。
　今回はLCIFクラブシェアリング交付金にて行うことが出来ました。約120名の参加があり、
普段は好きなものを選んで食べるという経験のない子ども達に、好きなものを好きなだけ食
べることで、子どもの脳を開放し、大きな喜びを与えるという経験は素晴らしいことにつなが
るそうです。その中でも普段経験できないラーメン作りは大変人気があり、何杯もおかわり
するなど、38階の景色が一望できる会場はたくさんの笑顔であふれていました。　　
　店内では新型コロナウイルス対策に万全を期して頂き、安心して事業を行うことが出来ました。
　また、メンバーの手作りマスク150枚も寄贈致しました。生地選びから1つ1つ時間をかけた手作りのマスクはカラフルでとても
綺麗に仕上がり、子ども達に大変喜んで頂きました。
　新型コロナウイルス、インフルエンザ、風邪に負けないでこの時季を過ごして頂きたいと願うばかりです。

茨木ハーモニー LC 児童養護施設の子ども達をランチバイキングに招待

　昨今、コロナ過の中、以前と違い思うように外出できず運動不足やストレス等に体調がすぐれないメンバーが多数いるのでは
無いかと思い、八尾の地の史跡研究と健康ウォーキングを兼ねて山歩きをしてみようとGST委員長より提案があり、早速GST委員
会に諮りました。
　その中で青少年育成委員長よりただの健康ウォーキングならライオンズの奉仕にならないのではと意見が有り、それではゴミ
拾いを兼ねて町の美化運動に参加すれば良いのではとの意見に各委員会のメンバーも「よっしゃ」の一発で決まり、例会で議決を
取り10月31日の決行となりました。
　山々には紅葉がところどころ見られ秋晴れの最高の土曜日、我々メンバーとライオンレディ・ご家族・入会見学者を交え、総勢21
名で地元八尾の地の史跡研究と健康ウォーキングを兼ねてのゴミ拾いを開始。上は82歳のチャーターメンバー、そして下は、最も
若い入会したての40歳のメンバー・会長・前会長・第1副会長・元会長・ライオンレディ・ご家族と老若男女参加の楽しいアクティビ
ティでした。
　アクトランドYAO、恩智城跡、恩智神社と街道筋と約7㎞の距離をゴミ集めしながら拾ったタバコの吸い殻・マスク・空き缶・ペッ
トボトル等は、何とゴミ袋10杯分と沢山のゴミ、それを前にみんなで記念写真。
昼食場所では、疲れた足腰を温泉にゆったりとつけ最高の薬湯で疲れを取り
食事に入りました。定食をきれいに食べた会長はまだ腹が満足してないのか、
大好きなカレーうどんを注文、みんなで分け合い頂きました。
　その後、入会見学者の挨拶と感想、委員長の挨拶と最後まで笑顔が絶えない
有意義な1日でした。
　「また、来年3月も花見を兼ねて清掃活動をやりましょう」と次期会長の締め
の挨拶で終わりました。

　3月5日、「社会福祉法人由寿会 介護老人保健施設アーバンケア」様に会長、幹事が訪ね、タオル150枚を寄贈させて頂きました。

　来訪した際、飾り付けまで行って頂いて歓迎して頂き、「介護保険施設にとっ

てタオルは重要な存在で、あらゆるシチュエーションにて使用されるため重宝

する」とのお言葉を頂戴し、非常に喜んで頂けました。

　また、社会福祉法人由寿会 介護老人保健施設アーバンケア様のブログにも

当日の件をアップ頂いております。

　今後も、コロナウィルスに負けないアクティビティを行なって参りたいと思っ

ております。 

介護老人施設へタオル寄贈

　1月31日、当クラブメンバーの所有する農園にて、菜の花を育て、プランターに移

し替え、そのプランターを「東大阪市を緑にする市民の会やJTの方々と協力し、大阪

府立布施高校周辺に配置するというアクティビティを行いました。

　毎年この時期に実施させて頂いておりますが、景観が非常に華やかになり、周辺

の方々にはご好評頂いております。　

　新型コロナウイルスが猛威をふるう最中でありましたが、久々の、そして屋外のア

クティビティということで、比較的多くのメンバーや協力者の方々と共に力を合わせ

て行えたのではと感じております。今後も、コロナウイルスに負けないアクティビ

ティを行って参りたいと思っております。

東大阪楠 LC　菜の花プランター アクティビティ


