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Ｌ松岡 勲

今こそ真の奉仕活動を
行ってまいりたいと思います。

拶
挨
就任

Isao Matsuoka

2020年1月世界各地に於いて、私達が経験したことのない緊急事態に見舞われていま
す。新型コロナウイルス感染の脅威により私達の暮らしは大きく制限されライオンズク
ラブの本来の目的である奉仕活動も実施出来ない状況となっております。社会的距離を
保つべき時ではありますが、ライオンズクラブの活動は様々な方針転換により新たな活
動を創り出す時でもあります。
私達に出来ることは何かを良く考え精査し、地域社会で暮らす多くの人々と共に今こ
そ真の奉仕活動を行ってまいりたいと思います。
地区ガバナー L 松岡 勲

ライオンズクラブの活動で
一番嬉しかったことは
何ですか ?

一番の想い出は、
人との出会いや素晴らしい仲間ができたことです。
会社や同業者を越えた多くの人とお話ができること、計り知れない
友情が生まれたことは、何物にも変えられない宝物です。

ライオンズクラブの活動で一番

Yumiko Sasaki

Hiroki Ichimori

L 佐々木 由美子

L 一盛 広樹

第 1 副地区ガバナー・
LCIF 地区コーディネーター

（京都むらさき LC）

忙しく仕事ばかりしてきましたので、ライオンズクラ
ブに入会してからは、感動の連続でした。
献血委員長をさせていただいた時は、仕事の友人が
たくさん来られて会場の玄関がいっぱいになり、急
遽新しい献血バスが出動するという異例の事態が起
こりました。また RH（ー）という貴重な献血者が２
名も現れ、現在も赤十字に大切にされておられるこ
とや献血にも献眼登録者を増やすことにもメンバー
がすごく真剣で、奉仕活動が今までになかった生き
がいを感じる日々になっております。

第 2 副地区ガバナー・
LCIF 地区キャンペーンコーディネーター
（舞鶴 LC）

様々な経験をさせていただきましたが、一番の
想い出は、自クラブの会長をさせていただいた
時に、メンバーが何もかも協力してくれて、そ
の団結力に驚き、本当に素晴らしい一年間を過
ごすことができたことが今までで一番の忘れら
れない感動でした。

335複合地区

第66回年次大会 複合旗伝達式

2020年6月30日（火）、小雨の姫路城にて 335複合地区ガバナー協議会議長 L 小林 聰か
ら今期のガバナー協議会議長 L 松岡 勲へ複合旗の伝達が盛大に執り行われました。その後、
L 松岡 勲の力強い挨拶と今期ホストクラブ会長である L 吉田晴彦（京都南 LC）の思いを込
めた挨拶が披露されました。335複合地区が更に発展し、未来に繋がるライオンズクラブ
活動が出来る事を出席者一同で誓い合った式典となりました。

2020-2021年度 335-C地区委員長会議と
リジョン・チェアパーソン、ゾーン・チェアパーソン会議開催
2020年6月15日
（月）、リーガロイヤルホテル京都にて、
地区委員長会議とリジョン・チェアパーソンならびにゾー
ン・チェアパーソン会議が開催されました。新型コロナウ
イルス対策として一堂に会することを控え、2つの会議は、
距離を開けて別の部屋で開催という異例の配慮がなされ、
無事に各委員会各ゾーンの意見交換を行いました。

2020-2021年度

第1回335複合地区ガバナー協議会開催

2020年8月7日
（金）、夏まっ盛りの快晴の中、神戸ポートピアホテルにて 2020−
2021年度 第1回335複合地区ガバナー協議会が開催されました。冒頭、335-C 地
区ガバナー L 松岡 勲が議長に就任され開会ゴングを高らかに打ち鳴らされ、新型コ
ロナウイルスに負けないように新たな運営スタイルを形成し、ライオンズ精神を持
続する決意を挨拶で表明されました。これからの LCIF、会員増強、また新型コロナ
ウイルスとの向き合い方、そして日本ライオンズとの連携など 335複合地区の重要
な立ち位置を強く受け止める素晴らしい会議となりました。

嬉しかったことは何ですか？

Kouichi Machida

Tetsuya Hiratsuka

地区キャビネット幹事

地区キャビネット会計

L 町田 浩一
（京都南 LC）

L 平塚 鉄也

（京都南 LC）

私にとって一番の思い出は、今この時間です。

ライオンズクラブに入っていろんな役をしてい

やはりライオンズクラブの活動で今年が一番今

く上で自分が成長できたこと、そして今まさに

までと違う感動の毎日です。ガバナー公式訪問

その過程にいることです。

でキャビネット運営委員のみんなと活動してい

ライオンズクラブに入会して、たくさんの仲間

る事でチームとしての一体感がものすごく励み

ができて心強いです。ライオンズクラブメン

になり充実した嬉しい時間を過ごしています。

バーとしてまだまだわからない事もあります

地区ガバナー L 松岡 勲はじめ京都南ライオン

が、知る努力をおこたらず、これからもがんばっ

ズクラブのメンバーに心から感謝しておりま

て自己成長していこうと思います。

す。
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本来であればこの日は祇園祭の宵山で
京都市内は賑わっているはずでしたが、今
年は新型コロナウイルスの影響で祇園祭
が開催されず例年にはない静けさの中、京
都府知事 西脇隆俊様のもとへ表敬訪問
いたしました。
地区ガバナーＬ松岡 勲から本年度の活
動方針の報告と、その後、バナーとピンの
贈呈を実施。さらには京都府・京都市の各社会福祉協議会様とのアラート協
定締結の予定と、また来年4月に開催予定の地区年次大会、5月に開催予定
の複合地区年次大会のご出席を要請させて頂き、前向きにご検討頂けるとの
回答を頂戴しました。
西脇知事のお父様もライオンズクラブメンバーだったこともあり、ライオ
ンズクラブ活動に多大なご理解と更なる期待を持って頂けました。
なお今回の訪問については京都府議会議員 秋田公司様に日程調整など大
変お世話になりました。

京都府知事
表敬訪問
2020年7月16日
（木）
11:45 〜
場所／京都府庁

【随行員】

地区キャビネット幹事
地区キャビネット会計

Ｌ平塚鉄也

地区キャビネット運営委員長
地区キャビネット運営委員
地区 MC・IT 委員長

2020年7月16日
（木）
13:30 〜
場所／京都市役所

地区キャビネット幹事
地区キャビネット会計

Ｌ町田浩一
Ｌ平塚鉄也

地区キャビネット運営委員長
地区キャビネット運営委員
地区 MC・IT 委員長
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Ｌ原田満義

Ｌ眞田健二

Ｌ岩澤有徑

京都府議会議員

秋田公司様

京都府議会議員

藤山裕紀子様

京都府議会議員
京都府秘書課長

荒巻隆三様
畑中健司様

京都市長 門川大作様のもとへ
表敬訪問致しました。
冒頭、地区ガバナーＬ松岡 勲か
ら本年度の活動方針の報告と、バ
ナーとピンの贈呈、京都府・京都
市の各社会福祉協議会とのアラー
ト協定締結の予定、また来年4月に開催予定の地区年次大会、さらには 5月
に開催予定の複合地区年次大会のご出席を要請させて頂き、市長も前向きに
ご検討頂けるとの事でした。
門川市長はガバナーテーマの『遊心（ゆうしん）』について大変共感を頂き、
贈呈したピンもその場で襟元へ付けていただきました。
また、松岡ガバナーからは、この新型コロナウイルス禍の状況下において
も、市民の皆様が望んでおられる活動をライオンズクラブは行って参ります
とお伝えしたところ、門川市長からも引き続きライオンズクラブの活動に期
待しているとのお言葉を頂戴致しました。
なお、今回の訪問については京都市会議員 寺田一博様に日程調整など大
変お世話になりました。

京都市長
表敬訪問

【随行員】

【今回お世話になった方】

Ｌ町田浩一

Ｌ原田満義

Ｌ眞田健二

Ｌ岩澤有徑

【今回お世話になった方】
京都市会議員

寺田一博様

京都市

保健福祉局

健康長寿のまち京都推進室長

京都市

文化市民局

地域自治推進室市民活動支援課長

京都市

文化市民局

北川博巳様

地域自治推進室地域コミュニティ活性化北部山間
振興部長

樋掛実喜雄様

永田 彰様

長かった梅雨もようやく明け、夏本番に差し掛かっ
た大変暑い中、滋賀県知事 三日月大造様のもと
へ表敬訪問いたしました。
まずは地区ガバナーＬ松岡 勲から三日月知事へ
4月にライオンズクラブ国際協会から届いたマスク
3,000枚の寄贈の報告、そして 6月23日に執り行わ
れた滋賀県とライオンズクラブ 335-C 地区とのア
ラート協定式の報告とお礼を申し上げました。
次に地区ガバナーＬ松岡勲から今年度のガイダンスの活動説明、そしてバナー
と多目的バッジの贈呈を行いました。
会談の中で、三日月知事は糖尿病予防と小児癌対策、子供食堂について大き
な関心を示されました。
小児癌対策の一環であるヘアドネーションの協力を呼びかけるポスターについて
は、滋賀県内に貼り出す事への協力をお約束頂き、子供食堂は各小学校にひと
つは設置したいとされる目標（現在は新型コロナのため苦戦されている）
を掲げて
おられるため、ライオンズクラブの活動に深いご理解を示されました。
また地域社会から世界へ向けて活動しているライオンズクラブに大きな期待をか
けて頂き、今後もより一層滋賀県と 335-C 地区は連携を深め奉仕活動に取り組
んでいく事をお約束し閉会となりました。
【随行員】

地区キャビネット幹事
地区キャビネット会計

Ｌ町田浩一

地区キャビネット運営委員

Ｌ平塚鉄也

地区キャビネット運営委員長

Ｌ原田満義

地区キャビネット運営委員
地区 MC・IT 副委員長

L 桂 幸光

L 眞田健二

L 谷 康夫

お盆が明けてもまだまだ猛暑が続く
中、本日は奈良県知事の荒井正吾様へ
表敬訪問いたしました。
今回の訪問につきましては荒井知事
と懇意にされておられます名誉顧問会
議長・前地区ガバナーＬ小鍛冶正明に
日程調整を頂いたこともあり、和やか
な雰囲気での懇談会スタートとなりま

した。
ご挨拶もそこそこに荒井知事から今後の奈良県の土地活用と町づくりの将
来性や奈良県の歴史について熱く語って下さり大変勉強になりました。
地区ガバナーＬ松岡 勲から、記念のバナー・多目的バッジ・ガイダンス
を贈呈させて頂き、ライオンズクラブ活動に対するご理解を賜りました。
また、この日は午後からリガーレ春日野に於いて奈良県社会福祉協議会と
のアラート協定
『自然災害におけるボランティア支援に関する協定』締結式を
予定している旨の報告も行いました。
これからもライオンズクラブ国際協会335-C 地区は奈良県とも緊密に連

滋賀県知事
表敬訪問
2020年7月31日
（金）
13:30 〜
場所／滋賀県庁

【今回お世話になった方】
滋賀県議会議員

白井幸則様

（草津ライオンズクラブ所属）

奈良県知事
表敬訪問
2020年8月19日
（水）
11:05 〜
場所／奈良県庁

携していく事をお約束し閉会となりました。

【随行員】

地区キャビネット幹事
地区キャビネット会計

Ｌ町田浩一
Ｌ平塚鉄也

地区環境保全・アラート委員長

Ｌ中千潤一

地区キャビネット運営委員
地区 MC・IT 委員長
地区 MC・IT 委員

Ｌ眞田健二

Ｌ岩澤有徑

Ｌ瀬崎美保

【今回お世話になった方】

名誉顧問会議長・前地区ガバナー

Ｌ小鍛冶正明
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1R1Z ガバナー公式訪問例会

2R2Z ガバナー公式訪問例会

日時：2020年9月23日（水） 場所：ウェスティン都ホテル京都

日時：2020年9月14日
（月） 場所：ウェスティン都ホテル京都

新型コロナ禍でのガバナー公式訪問例会も 14会場目となり、地

心地よい初秋の候、２Ｒ２Ｚガバナー公式訪問懇談会が開催さ

区ガバナー L 松岡勲の所属ゾーンでの公式訪問懇談会・例会の開

れました。京都東ＬＣ会長Ｌ中西俊泰の歓迎挨拶、地区キャビネッ

催となりました。

ト幹事Ｌ町田浩一による趣旨説明、地区ガバナーＬ松岡 勲の挨拶

例会では約１５０名のメンバーが出席の中、金曜ロードショー

および方針説明でスタートしました。そして京都東ＬＣ、京都洛

のテーマ曲で始まる地区ガバナー紹介映像の放映のあと、京都洛

中ＬＣ、京都岡崎白川ＬＣ、京都うずら野ＬＣ、京都日吉ヶ丘Ｌ

南 LC 会長 L 中島幸博の力強い開会ゴング、ホストクラブ京都南

Ｃの順に現況報告、随行地区役員の報告最後、京都洛中ＬＣ会長

LC 会長 L 吉田晴彦の歓迎挨拶、その後、お食事・ＴＴタイムと流れ、

Ｌ高木祥史の謝辞にて閉会しました。

和気藹々とした雰囲気で進行されました。
地区ガバナー L 松岡 勲の挨拶では、今年度のガバナーテーマ、

その後、一般クラブメンバーと共に例会が開催されました。ガ
バナーと各クラブ

アクティビティースローガン・５つの地区課題を力強く詳細にご

のバナー・バッジ

説 明 が あ り、 今 後 の

の交換、新入会員

活動に拍車をかける

の入会式と続き、

有意義な例会となり

最後新型コロナ禍

ました。

ですので「君が代」
「ライオンズクラ
ブの歌」も黙唱と
なるなど貴重な例
会となりました。

2R3Z ガバナー公式訪問懇談会
日時：2020年9月9日（水） 場所：リモート開催

２Ｒ３Ｚの４クラブと、名誉顧問・元地区ガバナーＬ杉山修の
出席のもと、コロナ禍ということでリモート例会にて開催されま
した。２Ｒ３ＺゾーンチェアパーソンＬ杉山大門の進行、京都堀
川ＬＣ会長Ｌ森川祐次の歓迎挨拶、地区ガバナーＬ松岡 勲の挨拶、

4R2Z ガバナー公式訪問懇談会
日時：2020年10月19日
（月） 場所：リーガロイヤルホテル京都

リーガロイヤルホテル京都「朱雀の間」において、最終訪問地
4R2Z ガバナー公式訪問懇談会が開催されました。
元国際理事 L 福井正憲をはじめ、地区委員長も多数ご出席いた
だきました。

地区キャビネット幹事Ｌ町田浩一の趣旨説明、各クラブの現況報

最終訪問ゾーンでもあり、地区ガバナーＬ松岡 勲のご挨拶も熱

告と、リモートでもストレスなく例会は無事終了しました。最後

のこもったご挨拶となりました。335-C 地区で掲げています五つ

に第１副地区ガバナーＬ佐々木由美子のＬＣＩＦキャンペーン

の課題に関し、活発な意見交換を行いご理解いただけ、大変有意

１００で中締めとなりました。初のリモート公式訪問例会最高で

義な訪問懇談会となり、全21ゾーン滞りなく無事に終了致しまし

した。

た。
新型コロナ禍の大変厳しい状況でありましたが、各メンバー皆
様のご協力誠にありがとうございました。
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6R1Z ガバナー公式訪問懇談会

7R1Z ガバナー公式訪問懇談会

日時：2020年10月7日（水） 場所：エルブライト寿光苑

日時：2020年9月24日（木） 場所：ホテルニューオウミ

高島市のエルブライト寿光苑において、6R1Z ガバナー公式訪
問懇談会が開催されました。

ホテルニューオウミにて、7R1Z ガバナー公式訪問懇談会が開
催されました。

大津市と高島市で広範囲で構成されるゾーンであり、合同例会

参加者は、7R1Z の 6クラブの会長幹事など各クラブ 3名と地区

を開催の予定でしたが新型コロナ禍の影響により、懇談会のみの

役員の方々のみとなりました。この懇談会においては、冒頭、地

開催となりました。参加者は、各クラブ三役の参加、クラブによっ

区ガバナー L 松岡 勲の紹介ビデオが流され、参加者全員圧倒され

ては第1・第2副会長も参加されましたが、三密を避ける形で開催

てのスタートとなりました。

されました。

そして懇談会の終盤、Ｌ

開会・歓迎の挨拶、地区ガバナー L 松岡 勲の挨拶と進行し、そ

ＣＩＦについては活発な意

の後、フリーディスカッション形式で進行され、各クラブから現

見が交換され、地区ガバナー

況 の 報 告 と な り ま し た。

Ｌ松岡 勲より熱弁をふるっ

地域ならではの悩み等

ていただくなど喧々諤々と

様々なご意見があり、地

話し合いが長く続きました。

区ガバナー L 松岡 勲のお
考えを各クラブへお話い
ただきました。

8R2Z ガバナー公式訪問懇談会

8R3Z ガバナー公式訪問懇談会

日時：2020年8月27日（木） 場所：奈良ホテル

奈良ホテル金剛の間において、8R2Z ガバナー公式訪問懇談会
が開催されました。
本来であれば、この後に合同例会開催の予定でしたが、新型コ

日時：2020年10月13日
（火） 場所：橿原観光ホテル

ガバナー公式訪問懇談会が橿原観光ホテルで開催されました。
地区ガバナーＬ松岡 勲の力強いスピーチに圧倒され、心震えまし
た。

ロナウイルスの関係で中止となり、この懇談会も座席の間隔が広
く寂しい感じでスタートしました。そんな中、ディスカッション
タイムでは地区ガバナーＬ松岡 勲、生駒ＬＣ、奈良西ＬＣ、大和
郡山ＬＣとの活発な意見交換が行われました。
また新入会員へのバッジ授与も行われ、地区ガバナーＬ松岡 勲
から直接バッジの贈呈を受け
た新入会員の緊張は、かなり
のものでしたが新しい仲間の
誕生に大きな拍手が沸き起こ
り緊張から一転しあたたかい
雰囲気に包まれ、無事閉会と
なりました。
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会則・エクステンション委員会

委員長

Ｌ艸香

春治

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
今年度、私どもの委員会は、その名称に
「エクステンション」
が付け加わり、
会則・エクステンション委員会となりました。会則関係につきましては、昨年
度はライオンズ必携が発行されず、どうなるのかと思っておりましたが、10月
末の発行予定と伺いほっとしております。エクステンション関係につきまして
は、新型コロナ禍でありますが、ガバナー方針の1つ
「1ゾーンに1支部の結
成」
を目標に、他の関係委員会様と共に、その実現に向け支援していこうと
考えております。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
7月1日
（水）
にリーガロイヤルホテル京都にて、第1回地区会則・エクステンション委員会を開催させていただきました。その
後、副委員長はじめ委員のみなさまのお力により
「支部設置推奨説明書（案）」
を作成し、支部結成を考えておられるクラブ
様への対応準備ができました。また、LINE や Zoom を使って、連絡や非接触での会議も可能になっており、委員会のみ
なさまのご協力にとても感謝しております。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
私は、退職してからライオンズクラブに入会させていただきましたので、経験年数も浅く、何も分からないままに、一昨年
度は地区キャビネット運営委員を、昨年度は地区キャビネット幹事を、そして今年度は地区会則・エクステンション委員長を
拝命いただきました。2年と数ヶ月ではありますが、一日一日、みなさまに助けていただきながら、お役を務めさせていただ
いております。おかげをもちまして、何とかここまで来ることができたと感じています。このような時期ですので、これからどう
なるのかを予測することはむずかしいですが、月並な言葉ではありますが「その時その時を自分なりにがんばろう」
と思ってい
ます。
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GST 委員会

委員長

L 岡本

康孝

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
本年度 GST 委員会は地区ガバナー L 松岡 勲が掲げる
『真の奉仕活動』
を市民と共に育み、輝かしい未来に向かって
持続可能な活動をとの意向を考慮して進めます。これまでの素晴らしい活動は継続しながら、新たな福祉事業の構築にも
努めたいと思います。
すべての障がい者の方が、健常な方々と共に安全でかつ明るく暮らせる社会構築の啓発・支援活動を検討します。この
事業が障がい者の社会復帰の足掛かりとなり、引き籠りからの開放に繋がれば、地域社会への素晴らしい貢献となるもの
と考えております。
委員会の活動指針は、（1）糖尿病予防と小児がん対策の啓発・支援活動を継続推進 （2）食糧・貧困問題として子ども
食堂の啓発・支援活動 （3）健常者と全ての障がい者が、安全で楽しく一緒に暮らせる社会体制構築の啓発・支援活動で
す
（1）
に関しては、従来通りの継続活動に努める。
（2）
に関しては、FWT との推進活動の一環として、共に協力し合って啓発・支援活動に努める。
（3）
に関しては、従来の支援体制を一度見直して、新たな体制の構築に努める。
新型コロナウイルス感染症と豪雨被害関連に関しては、地区環境保全・アラート委員会と協力支援活動する。
全ての活動を市民と共に育むことで、地域に根ずく啓発・奉仕活動となるように努めます。
その他の私たちの活動は、障がい者の自立・社会復帰を実現させる為の取組み
です。障害のある方々が安全にリハビリテーションを終えて、社会復帰を果たすこ
との出来る環境と施設を充実させるための活動です。それは、自立・社会復帰の
柱：障がい者のリハビリテーシｮンによる改善努力を徹底。リハビリテーションの重
要性に対する啓蒙活動とその支援。関連施設の充実（行政）。 補助犬と福祉用
具の柱：補助犬育成や繁殖効率向上の研究・開発の支援。福祉用具の研究・開
発の支援。各施設での受入拒否を撲滅させる指導力の強化（行政）。 両者共存
体制の理解と受入れの啓蒙。 復帰場所の確保の柱：雇用主（行政、企業、個
人事業者など）
に対する受入れ開放の啓蒙。バリアフリー
（移動等円滑化）
などの
促進。これら三本柱を達成させる為の組織として、イエローリボン・ランの設立を
考えておりますので、皆様、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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ＧＬＴ委員会

委員長

Ｌ植田

隆夫

この１年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
1年間の計画としては、
① 2年前の地区ＧＬＴ委員会が作成された
「ライオンズの手引き」の内容
は踏襲し、デザイン等を変更して再度発行する。
② 次世代リーダーシップセミナーの開催。11月13日
（金）京都ホテルオーク
ラ。講師は地区ガバナーＬ松岡と複合地区ＧＬＴコーディネーターＬ吉
村（和歌山ＬＣ元地区ガバナー）
③ 新 入 会 員 研 修 会 に つ いては 当 初 は2月か3月の 開 催 予 定をし
ていた が、 新 型コロナ 禍 で 状 況 が 見 通 せないため、 各クラブ
で の 新 入 会 員オリエンテーションを徹 底して頂くこととし、「ライ
オンズ の 手 引き」や日 本 ＧＡＴが 作 成した 資 料を 新 入 会 員 用
に手直しをして研修できるものにします。各クラブにての活用をお願い
致します。
地区ＧＬＴ委員会に所属し思う事は、各クラブでリーダーシップを発揮して
いるメンバーが少ない様に感じます。真のミスターライオンズの育成にまず自
クラブから構築し実行致します。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか？
委員会の構成は私を含め５人、地区ＧＬＴコーディネーター
のＬ藤本経次、キャビネットからはＬ原田満義、Ｌ廣瀬隆司が
参加頂き合計８名で運営しています。百戦錬磨のＬ藤本経次
は何事にも精通し心強い存在です。また各委員さんにおかれま
しては職業の特色を生かされ素晴らしいご意見、ご提案を述
べられ委員会に寄与されています。
また地区キャビネット運営委員長Ｌ原田満義、キャビネット運
営委員のＬ廣瀬隆司は若いながら適格に存在価値を表現し、
地区ガバナーへの伝達者として充分役目を果たしておられます。
私自身一番の高齢者であって自分の息子と同年代と接し若い
エネルギーをもらっている状態です。１１月１３日
（金）
に
「次世代
リーダーシップ研修会」
があり、その後研修会の反省等を含め
１２月１日
（火）
に、第４回ＧＬＴ委員会を開催し、その後懇親
会及び意見交換を行って、和気あいあいに過ごしチームワーク
としてはすこぶるいい状態であると思っています。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）
についてお聞かせください。
先程も書きましたが委員会では一番の高齢者であります。自クラブに１９９３年２月に入会し、２７年と８か月が経過致しま
した。この間２０１０年～２０１１年に当クラブから初めてのＬ奥村啓二が地区ガバナーになられ、その時のキャビネット幹事と
して数々の経験をし勉強した１年間でした。その後は業界の重職を担い少しライオンズクラブから離れていましたが、又今回
この様な役職を頂き、非常に恐縮しているところです。自分は父の跡を継ぎ電気工事業一筋に現在までやってまいりました。
脇目もふらず
（アルバイトでゴルフ場のキャディを少しやっていたのみ）家業であるこの職業に５４年間邁進してきました。そのお
陰で仕事の良し悪しは現場に入れば一瞬のうちに判断し、適切に改善等の指示をします。このことは経験と体で覚えている
一瞬の “ ひらめき ” がその動作をさせると思っています。健康の３Ｋ
「会社の健康・家族の健康・個人の健康」
を常に願い今
後も頑張り続けていきたいと思っております。
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ＧＭＴ委員会

委員長

L 秋山

洋一郎

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
ＧＭＴ委員会の担いは、不動の目的と目標数値が出されていますのでこちらに対応していきます。今期より委員さんがより
多く出向していただけるようになったので、まずは、こちらのメンバーさんが出向を楽しくしてもらう為に、如何に委員会運営
をするか現在も模索中です。遠方よりご出向のメンバーさんもおられますので、委員さんのご当地へ赴き委員会を開催しな
がら、楽しく担いに対応していける状態を一年間かけて作りあげたく思っています。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
委員会のメンバーとの交流も、今からと言った所です。顔合わせを行う委員会は、
開催しましたが、
委員皆様の気持ちを纏めて行けるような内容の委員会を開催できておりません。チームワークは持
たすものではなく持っていただけるようにするのが委員長としての担いの一つだと思っています。一
年かけて結果のチームワークができあがるよう頑張りたいと思います。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
自分自身の事を語るのは、あまり気にかけた事がありませんので、何を
記載していいのやらと言った感じです。あえて言うのであれば、個性や素
晴らしさは、他の方の評価があってこそのお話しだと思っています。自分は、
特に何も持ち合わせていません。ただ、色々なご縁でご一緒させていた
だいた皆様に
「難しいことをやさしく、やさしいことを深く、深いことをおも
しろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことを愉快に、そして愉快なこ
とはあくまでゆかいに！」
と感じて貰えるような活動ができればと日々勉強さ
せていただいております。
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FWT 委員会

委員長

Ｌ若山

由紀子

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
地区ガバナー L 松岡 勲が今期 FWT の推進を掲げておられ、LCIF 交付金を使ったシェ
アリング事業を2つ開催されます。
1つは
「ヘアドネーション啓発ポスター・ステッカー作成」
ヘアドネーション啓発事業
2つ目は
「食糧支援」事業です。
こちらの2つのシェアリング事業を今期 FWT が主となり活動して参ります。
その他「宅食事業」
など生活が困難な家庭への支援を行って参ります。
また会員増強に繋がる
「クラブ支部」
へのご理解を地区内各クラブに深めていただく為にでき
ることを会則・エクステンション委員会、GMT 委員会と連携を取り考えて行きたいと思ってお
ります。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
委員会のチームワークについては、FWT（Family & Woman Teams）
は、女性の園と思われがちですが、今期は男性
の委員さんもおられ、心強く思っております。コロナ禍で委員会メンバー
との懇親会等は未だできておりませんが、LINE グループを作り、情報の
シェアなどを行っております。委員会の時にお顔合わせをいたしましたが
皆様とても協力的でフレンドリーで私は最高のチームワークだと思っており
ます !

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいと
ころ）
についてお聞かせください。
私は、社交ダンス教室を経営し、自身もダンサーとしてダンスを通して
自己表現をして参りました。また老若男女問わず沢山の方に技術をお伝
えする事も大好きです。ダンスの上達にゴールはございませんので生徒様
と共に私も日々成長する事ができ喜びを感じております。ライオンズクラブ
に入会させて頂き、ダンス以外にも自分がお伝えできること、沢山の方
と助け合い生きていくことの素晴らしさを知る事ができました。松岡ガバ
ナー、町田幹事をはじめ所属クラブ（京都南 LC）
にはライオンズクラブ国際協会としての活動に詳しく、素晴らしい人格の先
輩方が沢山おられ、日々学ぶ事ができる環境を頂いております事を幸せに感じております。学生時代は目立つことが仇にな
り先生にはよく怒らておりましたが、今は目立つことにより沢山の方に目をかけて頂けるので長所と思っております !
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MC・IT 委員会

委員長

L 岩澤 有徑

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
今年私たちの MC・IT 委員会で大きく変わったことは、紙のライオンタイム
スが、年4回発行から年1度（本誌）
に変わったことです。そこで、早急に代
案として WEB ライオンタイムスを立ち上げました。みんなで手分けして取材に
走ったり335-C地区内のクラブの皆さまに投稿をお願いして回っております。

MC・IT委員会

おかげさまで次々にニュースが集まり、充実した月間 WEB ライオンタイムスを
発行させていただいております。335-C地区キャビネット事務局から地区内の
106クラブ事務所に、そして全メンバーのパソコン、スマホにメールで WEB
情報を伝達するピラミッド網を構築するのが今季の大きな計画です。
そして国際平和ポスターコンテストは、今年も11月22日
（日）
に京都の日図デザイン博物館にて開催いたしました
（今年の開
催は、京都会場のみ）。それに合わせて、出品児童に返礼品として新たに2021国際平和ポスターカレンダーを制作すること
になりました。地区ガバナー L 松岡 勲、地区キャビネット幹事 L 町田浩一のお二人は、いずれも MC・IT 委員長経験者
ですので、経費の問題や活動の改革についていつもご助言をいただきながら、より良い委員会を形成してゆく所存です。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
MC・IT 委員会は、私の他、副委員長の L 谷 康夫と L 小原麻央、L 中川晋一、L 山田浩之、
L 瀬崎美保の4名の委員とで素晴らしいワンチームとなり毎月、取材撮影や執筆依頼に奔走してお
ります。新型コロナウイルスの影響で飲食を伴う親睦を深める機会が持てないのですが、2度のリ
モート会議と4度の実務会議を行い、各委員が、独自に持っている経験を生かしてアイディアを出し
合い素晴らしいネットワークを築いております。2名のキャビネット運営委員さんのお知恵も大いにプ
ラスになっております。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
私は、ライオンズクラブに入会して2つ目のクラブなんですが、何度も素晴らしい
先輩に導かれて参りました。まさか、MC・IT 委員長になるとは思いませんでしたが、
今まで現代美術家として、そして WEB デザイナーとして、国内外で様々な発表を行っ
て来たことが、ライオンズクラブですごくプラスになっています。そして奉仕の精神の
原点として先輩も後輩も、みんなの笑顔を大切に経験を積ませていただいておりま
すことが、また日々の細かな仕事にも励みになります。
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ＬＣＩＦ委員会

委員長

Ｌ八木

克之

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
昨年同様京都、滋賀、奈良地区で合計3回のセミナーを開催しました。奈良地区３４名

滋賀地区３９名

京都地区９９

名の参加をいただきました。また各クラブにＬＣＩＦ例会の開催のお願いし今年度は２１クラブで開催していただきます。ＬＣＩ
Ｆ例会の開催は随時受け付けております。来春には瑞穂カントリー倶楽部でのチャリティーゴルフの開催を予定しております。
各セミナーやＬＣＩＦ例会を通じて、まずＬＣＩＦの成り立ち
（歴史）
を知っていただきＬＣＩＦの必要性などをご理解いただきご
寄付をお願いしています。また、寄付するばかりでなくＬＣＩＦをご利用いただき各クラブのアクティビティにお役に立てていただ
く事を進言しています。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
今年度は各リジョンごとに委員さんを配属していただきました。
第一回ＬＣＩＦ委員会では新型コロナ禍の中、年度初めに複合地区コーディネイターＬ夏 有民にお越しいただき、まず委員
会全体でのＬＣＩＦ講習会を開催し委員会メンバーのＬＣＩＦの理解を深めました。
第二回ＬＣＩＦ委員会では、模擬ＬＣＩＦ例会を開催し委員会メンバー各自のスキルを高めました。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
自画自賛するところは有りません。
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ＹＣＥ委員会

委員長

L 千綾

剛志

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
新型コロナ禍によって例年の活動が出来ませんので、今までの年度では出来なかったことをやろうと来期
以降の地盤を作る年にしたいと考えています。
本来の地区 YCE 委員会は
「派遣・受け入れ」
時の空港への送迎やホストファミリー間の引き渡し、一日ホ
ストやキャンプへの同行と毎年大忙しの委員会です。
そんな中で改善したい考えはあったものの手つかずの課題がたくさんあり、それらを解消して来期にバトン
を渡すことが今期 YCE 委員会の命題と思っております。
そして同時に、派遣された学生の成長や受け入れたホストファミリーの方々の何にも代えがたい想い出を、
多くの方々に知って頂き今後の協力者、一人でも多くの方が手を挙げて頂ける環境づくりをしていきます。
来期以降の地区 YCE 委員会の方々、派遣される学生、受け入れて下さるホストクラブ及びホストファミリー
の方々、関係者をしっかりとサポートしていける体制を整えます。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
昨今の新型コロナ禍で
「派遣・受け入れ」
共に期首より中止が決まっており夏も冬も中止では
「やる
ことがない」
状況で全員が困惑のスタートでした。
しかしながら、想定外の危機的状況なこんな時だからこそ出来ることもあるのではないかと委員会
で話し合いを重ねました。
前年度を踏襲出来ない状況だからこそ、例年の課題はなんだ、どうすれば解決出来るのかとひと
りひとりが活発に意見を出し合えております。
事業自体は無いので活動自体は会議が主体になっていますが、全員が次の年度の活動まで視野
に入れながら課題を解消する中でチームワークがどんどん高まっています。
人に寄り添い熱意溢れるメンバーが揃い、ＹＣＥに関わられた方々の思いも大切にこれからのＹＣ
Ｅが希望にあふれるような活動を目指していきます。
「何も出来ない年」
の委員会だからこそ
「他の年では出来なかった」活動をするためメンバー全員が意識を高めて盛り上がっています。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
私の所属する京都御室ＬＣは、ＹＣＥ一日ホストを３０年継続事業として行ってきました。
私自身入会してから毎年欠かさず参加させて頂き学生との触れ合いに YCE 事業の素晴らしさや意義をずっと感じてきました。誘われて参加したキャンプ
で引率していたＯＢＯＧの学生と出会い、年を追うごとに成長していく姿に心打たれました。
それを契機にもっとＹＣＥに関わりたいと受け入れを行い、会長を務めた結成４０周年では記念事業として派遣も行いました。
受け入れた学生と共に過ごした時間は私の財産になっていますし大切な想い出です。
ライオンズクラブ歴も浅く委員長をさせて頂くには若輩ではありますが、今期ＹＣＥの委員長を仰せつかったことは YCE に対する熱意を存分に発揮する場
を頂いたと光栄に思っております。
これからもＹＣＥに限らずライオンズクラブの意義深い事業を守り実施していく一助となれるように邁進して行きたいと思います。
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レオ委員会

委員長

Ｌ飯田

由美子

この１年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
今期はスタート時から新型コロナ禍の影響を受けて、若きレオ達も活動
を制限せざるを得ない状況でした。しかしながら、こんな時だからこそと
会員増強に努める彼らの姿から多くの刺激を受けております。今期は地
区内の各クラブ横の連携も取りながら、全体としてクラブ運営の基本概
要の確認や、レオ国際会員番号全員の取得を達成したいと思います。
レオ関係アワード条件を周知し、各クラブの活性化を図れるように委員
会一丸となってサポートしてまいります。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか？
キャビネット担当男性2名、委員会男性2名、女性3名となります。レオ
委員会は12歳から35歳までのレオメンバーのクラブ運営をサポートします
ので、時に先生、先輩、父、母の役割を皆で分担して担います。男女
比もちょうど良く、アドバイザーとしてそれぞれの目線で協力できていると
思います。委員会の皆様に感謝申し上げます。引き続きよろしくお願い致
します。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
「笑顔」
以前は気付くことはなかったのですが、ある時、「あなたの笑顔に元
気をもらえる」
と言われました。実はその時、私自身が一番苦しい時期で、
そんな時の目の前の人の声掛けに逆に勇気と元気をもらいました。
その時から意識をして、苦しい時こそ笑顔でいようと心がけております。
奉仕をする側も、される側もそこに笑顔の花が咲くように、笑顔をもって
心で語れる人を目指しております。千里の道も一歩から
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審 査 結 果 報 告

様

ライオンズクラブ国際協会は、子供たちに少しでも世界平和について考えてもらおうとの

回目を迎え、３３５ーＣ地区においても 月 日に審査会が行われました。

趣旨で、全世界のライオンズクラブを通じて国際平和ポスターコンテストを実施しています。
今年で第
ました。
地区ガバナー賞に選ばれた

作品の内

点が、３３５複合地区審査に臨み、さらに選ば

地区内の児童が描いた同ポスター２９２枚
（応募総数は９，
４６６枚）
から入賞者が選ばれ

26

れれば、国際協会へと進むことになります。（複合地区への提出数は 点となっております。）

1
様
年

複合地区での結果は 月初旬に、国際協会の結果は来年

京都市立納所小学校

狩野 凪彩

12

大屋 直美

様
年

海麗

様

年

月中に発表できる予定です。

1

中田

2

湖南市立石部南小学校

6

友凪

10

地区会計賞

地区幹事賞

市川
年

第二副地区ガバナー賞
第一副地区ガバナー賞

桜井市立桜井東中学校

様

33

京都市立下京渉成小学校

松村

しずく

年

様
年

6年

堂様

京都市立正親小学校

大澤

有香

近江兄弟社中学校

岩城

福知山市立修斉小学校

3

5
5

1
1
6

ライオンズクラブ国際協会335-C 地区

第33回国際平和ポスターコンテスト
2020 〜 2021年度

テーマ「Peace Through Service 」
（訳 : 奉仕で平和を実現しよう）

地区ガバナー賞

15

リジョン・チェアパーソン賞
今井
泉

京都市立鳳徳小学校

様

年

6

德田

朔一郎 様

京都教育大学附属京都小中学校

金振

悠斗 様

京都市立下京渉成小学校

正木

5年

岩田

紗帆 様

小西

菜月 様

京都市立西陣中央小学校

駿多 様

亀岡市立城西小学校

6年

草津市立志津南小学校

衛

菫

実裕子

奈良市立都跡小学校

上田

力

作

審査
に
い
ぞろ

6年

6年

も力が入ります！

様

様

東近江市立愛東中学校

年

6

6年

年

1

ゾーン・チェアパーソン賞

利緒

こはる

京都市立桂徳小学校

伊藤

志水

京都市立常磐野小学校

年

年

様

様

6

6

内矢

萌々夏 様

京都市立朱雀第八小学校

塚本

真莉 様

京都市立洛中小学校
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6年

野添

彩菜 様

京都市立西陣中央小学校

6年

上川

5年

大悟 様

京都市立錦林小学校

6年

6

年

稟子 様

精華町立東光小学校

様

丹野

京都市立高倉小学校

あみ

恋奈 様

塚本

京都市立嵯峨小学校

松吉

長谷川

5年

5年

守山市立守山小学校

仁雅
様

年

年

草津市立南笠東小学校

5

6年

河村
羽桜

菜月

竜王町立竜王西小学校

福島

湖南市立甲西中学校

様

様

年

年

5

武田

桜麗 様

彦根市立鳥居本小学校

6年

吉川
空

優季

様

様

様

橿原市立真菅小学校

石阪

紋加

大和郡山市立郡山南小学校

岸

桜井市立桜井西中学校

6

年

5

年

年

1

5年

様

安則 様

千紘 様

綾部市立東八田小学校

慎太郎

金谷

稲葉

6年

6年

上原

心彩 様

上山

与謝野町立三河内小学校

林

精華町立東光小学校

6

1

結愛 様

京都市立大宅小学校
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地区ＭＣ・ＩＴ委員長賞

松浦

みむ 様

京都市立稲荷小学校

森口

6年

陽向 様

京都聖母学院小学校

5年

努力賞

優寿 様

京田辺市立桃園小学校

様

京都市立洛中小学校

6年

倉本

5年

年

6年

美來 様

6年

心緒 様

寺田

悠希 様

5年

様

彩瑠 様

奈良市立大宮小学校

中川

竜王町立竜王小学校

志菜

長浜市立西中学校
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6年

平山

伊東

真奈 様

日野町立日野小学校

1

多賀町立大滝小学校

6年

様

福知山市立修斉小学校

森

年

6

年

6

冴香 様

京都市立稲荷小学校

様

四方

森島

6年
京田辺市立草内小学校

大雅

人都 様

京都市立翔鸞小学校

重村 紗知穂

上田

増田

6年

桐寧

青央 様

織田

松井

京都市立鳳徳小学校

長浜市立びわ南小学校

藤田

紗寧 様

三宅町立三宅小学校

5年

6年

青少年育成委員会

委員長

L南

顕融

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
総じてライオンズクラブでは、青少年の健全育成に関する事業には、必ずライオンズクエストプログラムを手段や方法として
用いるなど何らかの形で関わっていると考えています。『隗より始めよ』
で、教育関係者に進めているクエストワークショップの
受講は今のところライオンズメンバーの受講は自粛されていますが、これに積極的に参加して見るのもいいんじゃないかと思っ
ています。この１年間は、新型コロナ感染防止の対策を十分にとることが出来得る事業のみ開催する予定で、薬物防止認
定講師養成講座などは開くことにしています。他はネットなどバーチャルでの開催をすることになりました。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
これまでに対面での委員会開催は１回きりですから、十分なコミュニケーションが
取れているとはいいがたいですが、聞き上手で機転がきく方が多くスムーズな委員
会運営が出来ました。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
現職は僧侶で、今は寺院住職になって２５年目。大学卒業後に
は宗派の事務所に勤務して僧侶養成や寺院管理などに２８年従事
していた。また、地方自治体の教育委員長や教育長職務代理者
に計４期１２年任命され、地方教育行政に深く関わってきました。
ライオンズクラブでは、上記の経歴から青少年育成関係の事業に
関わって、ライオンズクエスト、国際平和ポスター、フェンシング競
技大会への協賛事業などに携わってきたところです。
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ライオンズクエスト委員会

委員長

Ｌ武田

恭和

この１年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
新型コロナ禍の中、ライオンズクエストセミナーや多くの
ワークショップが開催中止という残念な結果となりました。
そんな中、５Ｒの舞鶴ＬＣ及び福知山ＬＣの２会場におけ
るワークショップは、年明け１月１６日～１７日及び２３日～
２４日の両日程で開催予定の運びとなりました。
新型コロナ対策を充分に取り、ワークショップに参加下
さる先生方や関係者の安全、安心を確保しながら万全の
体制で運営をしてまいります。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか？
ライオンズクエスト「ライフスキル教育」
プログラムワークショップは、335‒C 地区では2006年より小学校及び中学校の教師
を中心に参加いただき、その成果として、
「この貴重な体験としての学びを、今後の教師としての仕事に活かしていきたい」等、
参加のみなさんの感想を多くいただいております。
今後共、この事業がライオンズクラブメンバーに、より理解され成長、発展していくために、その素晴らしい内容をＪＩＹＤ
（特
定非営利活動法人

青少年支援フォーラム）発行の小冊子「ひとりで生きる力！みんなと生きる力！」
から抜粋して紹介させて

いただきます。
尚、この小冊子は、今年度地区内すべてのクラブに送らせていただきました。
①みんながうれしくなるルール
②聞き方の信号機
③おこっている人がいたら、どうする！？
④ほめるっていいな
⑤ていねいなおねがい
⑥イエスそれともノー自分の気持ちを伝えよう！
⑦「けってい」
ってなあに？
⑧かんがえて よそうして えらぶ
⑨前向きの考え方パワー！
⑩目標の立て方を学んで
改めて、ライオンズクエスト
「ライフスキル教育」
プログラムの普及活動へのご協力をお願い申し上げます。
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献血・視力・聴覚福祉委員会

委員長

L 浦井

秀男

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
私たちの委員会は、献血啓発活動、視力障害者支援活動、聴覚障害者支援活動、福祉全般の支援活動と多岐に渡
る委員会です。もちろん全ての活動が重要ですが、今年度は335複合地区献血・視聴覚委員会の方針で聴覚障害者支援
活動に重点をおいて委員会活動をすることに決定しました。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
委員の皆さまは、経験豊富な方が多く委員長として大変助かっております。委員会の方針をご理解頂き、奈良、滋賀、
京都の諮問委員会などで各クラブに委員会の計画をご理解して頂く様に活動して頂いております。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
私は、ライオンズクラブ歴が１０年しかなく、今回が初めての地区への出向であり、先輩ライオンズクラブメンバーに、教え
を請いながら努力し頑張っております。
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環境保全・アラート委員会

委員長

Ｌ中千

潤一

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
委員会の今年の方針は、京都府・京都市、滋賀県、奈良県の各社会福祉協議会との自然災害におけるボランティア支
援に関する協定を締結したことにより、災害時の後方支援活動の道筋を作ることを柱に考えております。また環境保全に対
する意識を持つことへの啓発活動を念頭に置いています。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
さて、地区環境保全・アラート委員会は、初めての委員ばかりでありますが、今日の社会情勢、災害への意識を高め合う、
良い雰囲気です。委員会出席率は、100％です。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
私独りで活動するのには限界があり、仲間とライオンズクラブとして何事にも取り組めば成果が上げられると確信しており、
私自身としましては、役職の責務を果たすのが精一杯です。
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国際関係委員会

委員長

L 山田

浩二

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
7月中旬に、地区ガバナー L 松岡 勲・キャビネット幹事 L 町田浩一、キャビネット会計 L 平塚鉄也、キャビネット運営委
員 L 若山義浩と国際関係委員会4名にてリーガロイヤルホテル京都にて第1回国際関係委員会を開催いたしました。年間の
スケジュールの説明を中心に会議を開催致しました、その後新型コロナウイルスにより国際会長の訪問取止めとなり韓国済州
島のＯＳＥＡＬフォーラムの来年度への順延が決まりました。現在国際本部よりの第103回カナダモントリオールの国際大会の
開催か中止かの案内を待っている状態です。また300・335の姉妹提携の大会についても来年度日本開催となり今年の準備
は無くなってしまいました。
新型コロナ禍の中大会順延・中止が相次ぎ国際関係委員会一同落胆しております。
地区ガバナー L 松岡 勲の集大成の晩餐会・第1副地区ガバナー L 佐々木由美子の二次会等もお手伝いしたいと考えてお
ります。次回、モントリオール国際大会がどうにか開催されることを委員会一同祈っておる所存でございます。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
本年度は経験豊富な委員会の皆様を迎えることが出来ましたので、実務型の素晴らしい委員会となっております。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
昨年度地区ガバナーＬ小鍛冶正明の時に、国際関係副委員長を仰せつかり、本年度は地区ガバナーＬ松岡 勲のもと、
精一杯、力を発揮しようと意気込んでおりましたが、現在のところ残念ながらコロナ禍に阻まれましてお手伝い出来ず大変
残念です。
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年次大会委員会

委員長

Ｌ小谷

正夫

この1年間の計画や委員長さまのお考えをお聞かせください。
第６７回地区年次大会へ向けて、すでに打合せ会も終わり、着々と準備を進めております。１０月２９日に第１回委員会を
開催して、ガバナーの意向にそった年次大会が開催できるよう努めたいと考えております。数回、委員会、部会を開催して
具体化してく予定です。

委員会のメンバーさんや委員会のチームワークは、いかがですか ?
委員会の皆様の協力、チームワークを良くするため、懇親会を開催する予定です。

委員長さまご自身の素晴らしい個性（今までのご経験やいいところ）についてお聞かせください。
今年で入会歴３０年となりました。今までのクラブ経験を今期の役職に活かしたいと思います。
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アイバンク通信

皆様方のご支援のおかげで、38 年間に渡り累計約 3,000 名の方々に角膜移植をすることができま
した。これも皆様方のアイバンク愛の光基金管理会へご支援の賜物と存じ厚く感謝申し上げます。
今期の活動は、ライオンズ関係者の献眼を増やす努力をしていきたいと考えています。
今後とも、皆様方のご支援ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

特別名誉顧問

名誉顧問

相談役

則武

森井

山田

清司

士朗

啓二

㈱わかさ生活

公益信託運営委員

京都洛東

京都文化財団理事長

茂

京都淀

角谷建耀知
木下
啓二

地区ガバナー

府立医大

奥村

第一副地区ガバナー

勲

佐々木由美子
松岡

感

謝

広報担当

アイ例会

英三

門奈 邦治

後藤 典生

西浦 裕已

小鍛冶正明

草津

宇治

京都洛陽

京都東

奈良西

京都洛陽

啓発担当

南

京都桃山

永田 賢司

啓発担当

山根 拓也

草津

理事長

専務理事

梅山 克啓

副理事長

会計理事

京都西

事

久保田純一郎
監

アイ例会―アイバンク例会推進委員会

感謝―感謝の集い担当責任者

シンポジウム担当 専務理事

啓発―対外啓発活動担当責任者

広報―広報活動担当責任者

※委員会担当副理事長

福知山東

愛の光基金管理会

組織表

啓発滋賀

啓発京都Ｂ
アイ例会
啓発奈良
啓発京都Ａ
広
報
広
報
啓発京都Ｂ
啓発滋賀
広
報
啓発滋賀
アイ例会
啓発京都Ａ
アイ例会
アイ例会
啓発京都Ｂ
啓発京都Ａ
啓発京都Ｂ
啓発滋賀
啓発京都Ａ
啓発京都Ｂ
啓発京都Ａ

啓発奈良

木下

野田 芳朗
川久保啓一
和田 康夫
下田 吉美
古村
清
鍬田 茉南未
高橋 義公
飯田 喜代視
澤田 道男

山本

一盛

杉原
若原
上中
川合
谷口
安達
朝倉
藤野
西井
杉本
小木
藤原
服部
西谷
髙橋
西村
西尾
遠藤
天池
山元
林
森本
目片
平井
藤木
浦井
原田
平塚
町田

東野

章

広樹

美千代
邦弘
智成
智也
みゆき
佳子
利彦
泰志
啓行
憲央
武士
忠生
義彌
尚樹
東作
正憲
治
文一
誠一
晴美
相基
博子
ミヨ子
宏明
泰嘉
秀男
満義
鉄也
浩一

佳代子

京都洛陽

栗東

第二副地区ガバナー

キャビネット幹事

桜井

各種団体理事

ガバナー
委嘱理事

京都ミレニアム

大和郡山

京都府眼科医会

㈱わかさ生活

京都東

橿原

京都パレス

京都洛北

京都西

キャビネット会計

キャビネット運営委員長

地区視力委員長

京都新聞社会福祉事業団

奈良県眼科医会

京歯婦人会顧問

京都府医師婦人会

京都鳥羽

㈱わかさ生活

京都賀茂

草津

京都城南

京都紫明

京都東

京都ミレニアム

亀岡

京都鴨川

大津

京都桃山

能登川

京都淀

京都洛翠

京都グレース

京都鉾町

奈良セントラル

奈良

京都むらさき

啓発京都Ｂ
感
謝
啓発京都Ａ
啓発奈良
啓発京都Ａ
啓発京都Ｂ
感
謝
啓発奈良
広
報

昌平

アイ例会

事

理

常任理事

中井 正紀

2020年度
アイバンク

「目の愛護デー」於：ゼスト御池
日本アイバンク運動推進協議会全国大会
第 36 回アイバンクシンポジウム
感謝の集い」於：高台寺
「愛の光

永田 賢司
理事長
アイバンク愛の光基金管理会
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クラブ アクティビティ
Club Activities

京都南ＬＣ 第一回京都南ライオンズカップ 《フットサル大会》

眞田 健二

9月21日
（月）宝が池公園フットサルコートにおいて、『第一回京
都南ライオンズカップ』決勝戦が行われました。
本大会は昨季に開会されておりましたが、新型コロナ禍の影響
により決勝戦のみ順延を余儀なくされていた大会です。
京都府、京都市サッカー協会様のご協力をいただき、新規事業
が立ち上げられました。各地域においてフットサル大会は開催されて
ますが、開催がなされていない小学校就学前～小学一年生を対象とす
る大会で参加16チームでした。
想像していた試合内容とは裏腹に、技術力の高さにメンバー一同驚愕！男の
子だけのチーム編成と思いきや、女の子も先発出場！ボール捌きのレベルの高
さ！男の子にも負けない体幹！にも驚かされました。これも日々の練習の賜物。
練習成果を発揮できる大会を開催できた事は、青少年育成活動の一環は言うまで
もなく、吉田会長スローガン『未来につなぐ奉仕活動』に繋がる大会となりました。
☆優

勝：西山フットボールクラブ

☆準優勝：ランファンサッカースポーツ少年団
☆三

位：修学院フットボールクラブ

西陣中央サッカー少年団

大会後、サッカー協会・参加チームコーチ・京都南メンバー
で交流試合も行いました。
運動不足の兼合いかメンバー一同フラフラでした。

京都南 LC 京都グレースライオンズクラブ・テント寄贈記念例会

渡辺 敦子

第150回7月第二例会・テント寄贈記念例会を京都市立みつば幼稚園
にて開催致しました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、なかなか自由に遊べない子
ども達へ少しでもお役に立ちたい！と先日「京都グレースライオンズク
ラブ」から京都市立幼稚園（全15園）にワンタッチタープテントをお贈り
させて頂きました！
7月21日（火）には、みつば幼稚園にて数名の園児の皆さん達にもご参
加頂き受納式を執り行いました。
いつもの例会とは違い、子どもたちの笑顔や歌声に包まれ心温まる和やかな例会になりました事を教育委員会の
皆様、そして毎日の教育の場で大変お忙しい中、準備をして頂き
ました、みつば幼稚園奈良園長先生はじめ先生方に心より御礼申
し上げます。
各園でお好みのカラーを選んで頂
き、園庭や室内など工夫をして使用し
て下さっている様子を園のホームペー
ジでもご紹介頂き、嬉しい限りです！
今後もグレースは子ども達の笑顔の
ために活動を続けてまいります！
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クラブ アクティビティ
Club Activities

京都洛翠 LC 『新型コロナ禍で出来る奉仕を話し合い、子供達にマスクを寄贈』

会長

岡島 幹

京都洛翠ＬＣでは、4月からの自粛中に新型コロナ禍で出来
る奉仕を話し合い、子供達の健康を守る為にマスクの寄付をす
ることを決め、マスク集めを開始しました。
マスク寄付を呼びかけたところ沢山の方に賛同して頂き会員・
支部メンバーはもとより他クラブ会員の方々、一般の方々から
も沢山のマスクが集まりました。
「子どもたちの安全・安心の為に少しでも役立てていただければ」
という思いを込めて京都洛翠ライオンズクラブ（岡島 幹会長、
会員38人）は、7月17日（金）にマスク 700枚と非接触型体温計
を児童養護施設積慶園（京都市西京区）に寄付させて
いただきました。
古村園長は、「皆様のお気持ちのこもったマスク
を子供達の為に最大限に活用させて頂きます」と
おっしゃってくださいました。マスク寄付受納式
には、岡島会長・幹事、会計を含む京都洛翠ライ
オンズクラブメンバ−６人と地区 MC・IT 委員長
Ｌ岩澤有徑が出席、積慶園からは、古村園長・職員・園児２名が出席してくださいました。
今後も継続してマスク寄付事業を行いたいと思います。

京都嵐山 LC 京都両洋高等学校レオクラブ活動資金授与

PR 情報委員会委員長

河本 満高

2020年8月7日（金）、京都両洋高等学校レオクラブに、昨今の新型コロナの状況を考慮し、京都嵐山ライオンズ
クラブを代表しまして会長幹事が、激励訪問をさせていただきました。
当日は、前年度ガバナー感謝状及びトロフィー、そして今期の活動支援金の授与式をおこないました。補講の間
を縫って多くのレオメンバーも集まってくれました。
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クラブ アクティビティ
Club Activities

京都むらさき LC

献血活動

LCIF・献血委員長

澤井美智子

京都市スポーツ協会、第1副地区ガバナー L 佐々木由美子の協力のもと、西京極運動公園において実施致しました。
今回の献血活動は新型コロナ禍でどうなる事かと心配致しましたが、予想を超える方々の参加がありました。
当日、京都市スポーツ協会の方々や協会の事務所に常駐されている方々が続々と来場して下さり、お陰様でむら
さきライオンズクラブが準備した景品が不足するほどでした。
今回の活動で開催中の声掛けの大切さを感じると共に、広報活動の重要
性を改めて感じた一日でした。
【結果・・受付数 73名

綴喜 LC

献血数（400㎖）64名

不採血数 9名】

CN55周年記念事業

〜京田辺市〜

綴喜ＬＣは、CN55周年を迎え、記念事業の一環として地元地域へ
の貢献事業に取り組みました。
サービスエリアである京田辺市の要望に応じて、『アルコール消毒
液対応スプレーボトル』を合計500本（1ℓサイズ 200本・500㎖サイ
ズ 300本）寄贈しました。京田辺市より「中身のアルコール消毒液は
多方面からの寄付もあり備蓄があるが、大容量の物が多く、小分けに
して利用する為の空スプレーボトルが不足している」との現状を聞き、
今回の寄贈が実現しました。市内の学校をはじめ公共施設等に設置さ
れ、災害時の避難所向け用にも備蓄されます。今後も地域に寄り添っ
た奉仕活動を続けて参ります。
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会長

久村

浩

クラブ アクティビティ
Club Activities

音を感じる機器「Ontenna（オンテナ）」を寄贈～ 2R2Z ～ ２Ｒ２Ｚゾーンチェアパーソン

河本 泰史

２Ｒ２Ｚの京都東ＬＣ、京都洛中ＬＣ、京都岡崎白川ＬＣ、
京都うずら野ＬＣ、京都日吉ヶ丘ＬＣの５クラブは、富士通
エレクトロニクスが開発した聴覚が不自由な人に振動で音を

Ontenna
（オンテナ）

伝える装置「Ontenna（オンテナ）」１５セットを京都市動物園
に寄贈しました。
１１月１１日（水）に京都市長室にて門川大作市長に目録を
手渡しました。これは、親指ほどの機械を体に装着すること
で様々な音の振動を感覚で捉えるもので、１２月５日（土）に
は、動物園で披露するイベントを開催し、聴覚が不自由な人
たちの新しい楽しみ方として各所でこの方式が使用されるこ
とが新たな表現の光となるよう願っています。

栗東 LC 栗東市内の小中学校へ薬用ハンドソープの寄付

会長

寺田 範雄

栗東市内の小中学校11校へ新型コロナウイルス感染防止対策の為の薬用ハンドソー
プ 4ℓを 60本寄付いたしました。
8月28日（金）に栗東市教育委
員会の事務局において、名誉会
員である栗東市長 L 野村昌弘立
ち合いの下、贈呈式が開催され
ました。
新型コロナ感染防止対策の一
環に役立てれば幸いです。
又、一日も早くコロナの終息
を祈念いたします。

八日市 LC 東近江市への新型コロナウイルス対策支援金贈呈 IT・MC 委員会

委員長

渡辺 一郎

新緑の爽やかな 2020年5月26日（火）、当クラブ（会長 L 瀬戸俊
男）は、新型コロナウイルスの影響で休校が続き自宅待機を余儀
なくされている子どもたちを抱える家庭の子育て教育や家計面へ
のサポートをしてもらうため、東近江市へ支援金100万円の目録
を贈呈いたしました。
この度の贈呈は、他団体がマスクや消毒液の寄贈が多いことから、金銭にて様々な形で有効に役立ててもらいた
いという意を込めました。
緊急事態宣言解除後も新型コロナウイルスの影響が長
期化することも考えられる状況下、当クラブ一同の「We
Serve」の志が届き、一日も早い収束を願わずにはいられ
ません。
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クラブ アクティビティ
Club Activities

木之本 LC 「第26回木之本 LC スポーツ少年団交流大会」に代わる支援事業

速水 一生

今年度で第26回を迎える「木之本 LC スポーツ少年団交流大会」が、新型コロナウイルス感染拡大によりやむな
く中止としました。しかしながら、日頃、各競技に打ち込む子供達を応援する為、本大会に代わり当クラブ活動地
域内のスポーツクラブ（小学生対象）5競技（野球・剣道・柔道・サッカー・バレーボール）17団体に活動支援金を寄
付しました。
一日も早く新型コロナウイルスが終息し、来年度は子供達の活躍する姿を見られることを願います。

奈良西ＬＣ

2020 ～ 2021年度

初例会

7月1日（水）に 2020年度の初例会が奈良ホテルにて開催されまし
た。吉田新会長が掲げた本年度のアクティビティスローガンは「誠心
誠意の真心奉仕」であります。打算的な考えを持たず、真の志の奉仕
活動を目指し、メンバー全員で一丸となって突き進もうではありませ
んか。
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奈良西ＬＣ

いざ出陣！

MC・IT 委員長

西村

誠一

クラブ アクティビティ
Club Activities

大和郡山ＬＣ 献血者10,000人（献血量500万㎖）達成！

ＰＲ委員会

林 洋史

大和郡山ＬＣは、青少年育成・環境保全・献血推進を継続的三大事業として取り組んでいます。
そのうちの献血推進事業における今年度（2019 ～ 2020年度）の献血量が 500万㎖（献血者10,000人）を達成し
たことを記念して６月27日（土）イオンモール大和郡山においてセレモニーを行い、この日も多くの市民の方々に
献血にご協力いただきました。
10,000人目の献血者の大和郡山市九条町の中村洋子様には、花束と記念品を、そして前後２名の福田あかり様・
奥村武司様へは記念品をお贈りし、感謝の気持ちを伝えました。
また献血にご協力いただいた方々へ心ばかりのプレゼントを贈りました。
当クラブはこれからも献血事業に積極的に力を入れて取り組ん
でまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

橿原ＬＣ

第４７回橿原市こども野球大会

第47回橿原ライオンズ旗

青少年育成副委員長

山本

浩

橿原市こども野球大会

を 9月19日（土）～ 9月22日（火）の 4日間快晴に恵ま
れ開催いたしました。
今年は新型コロナ禍の中、開催が危ぶまれました
が、出来るだけ多く人が集まることはさけるという
ことで、開会式は行わず前年度の優勝旗等の返還式
のみを行いました、その後会長Ｌ吉田義正の始球式
により大会は始まり、皆様にご協力いただき無事終
えることができました。ありがとうございました。
開催中は新型コロナの影響で外出を控えられてい
た先輩方もご出席いただき子供たちの熱戦に歓声を
あげられ、今回は今井野球クラブが優勝され今期新
調した深紅の優勝旗を手にされました。
最終日にはサプライズゲストとして元阪神タイ
ガースでプロ野球解説者の八木裕さんにお越しいた
だき、決勝戦に華を添えていただきました。来年も
皆様にご協力をいただきますよう宜しくお願いいた
します。
31

地区ガバナー

L 松岡

第１副地区ガバナー L 佐々木

勲（京都南ＬＣ）

由美子（京都むらさきＬＣ）

広告案（サイズ

９cm×１９cm）

日 本 海警 備 保障 株 式会 社
（一社）全国警備業協会会員・（一社）京都府警備業協会会員
京都府公安委員会認定第２４号
本社

〒６２５－００２０
京都府舞鶴市大字小倉小字宮ノ前４番地の５
TEL （０７７３）６３－４５６７
FAX （０７７３）６３－４５８０
E-mail
nihonkai@nihonkaikeibi.jp

福知山 〒６２０－０８８８
営業所 京都府福知山市字堀２４０７－２（三建ビル１階）
TEL （０７７３）２３－５５７７
FAX （０７７３）２３－５５７８
第 2 副地区ガバナー

Ｌ一盛

広樹（舞鶴ＬＣ）

フェ
ェリ
リス
ス－
－ま
まる
るとと
フ
フ ェ リ ス－ ま る と

Feliz--團斗
團斗malto
malto
Feliz
Feliz
團斗
malto
全国各地から厳選⼊⼿した味噌に季節⾷材を
全国各地から厳選⼊⼿した味噌に季節⾷材を

全国各地から厳選⼊⼿した味噌に季節⾷材を
合わせた⽇本料理と美味しいお酒が楽しめる。
合わせた⽇本料理と美味しいお酒が楽しめる。
合わせた⽇本料理と美味しいお酒が楽しめる。
⼤正時代に建てられた京町屋を改築した情緒あ
⼤正時代に建てられた京町屋を改築した情緒あ
⼤正時代に建てられた京町屋を改築した情緒あ
る佇まいで、⽇常の喧騒を忘れてゆったりと寛
る佇まいで、⽇常の喧騒を忘れてゆったりと寛
る佇まいで、⽇常の喧騒を忘れてゆったりと寛
げるお店。個室完備で接待にも最適。
げるお店。個室完備で接待にも最適。
げるお店。個室完備で接待にも最適。

☏
☏ 075-354-1001
075-354-1001
☏ 075-354-1001
京都府京都市下京区⾼倉通仏光寺上る⻄前町
377-1
京都府京都市下京区⾼倉通仏光寺上る⻄前町
377-1

京都府京都市下京区⾼倉通仏光寺上る⻄前町
377-1
ランチ営業時間
11：30 〜 15：00（L.O.13：30）
営業時間
(L.O.22:30)
営業時間 17:00〜23:00
17:00〜23:00
(L.O.22:30)
営業時間
(L.O.22:30)
営業時間 17:00〜23:00
17：00 ⽉曜⽇
〜⽉曜⽇
23：00（L.O.22：30）
定休⽇
定休⽇
定休⽇ ⽉曜⽇

https://feliz-malto.com/
https://feliz-malto.com/
https://feliz-malto.com/
地区キャビネット幹事
Ｌ町田 浩一（京都南ＬＣ）

株式会社

オーダーメイド専門
MANO SHOP

マーノ

〒 600-8047
京都市下京区松原麸屋町東入る石不動之町676
TEL 075-585-4600 FAX 075-585-4611

https://www.manojapan.com
地区キャビネット会計

Ｌ平塚 鉄也（京都南ＬＣ）

キャンペーン 100
ライオンズクラブ国際財団
奉仕に力を
支援を必要とする世界

2.53億人の

失明者または
視力障害者

4億人の

糖尿病患者

自然災害は

15% 増加

245

毎日
人が
はしかで
亡くなっている

8億人が

2/3のこどもたちが

年

2分に1人の

いじめに遭っている

子供ががんと
診断されている

毎晩空腹を
抱えながら眠る

2025年までに

½

全人口の
が
水分不足問題に
直面する

キャンペーン 100：LCIF 奉仕に力を

LCIF はグローバル重点分野を掲げ、奉仕するライオン
ズを支援する「あなたの財団」です。増加する自然災害に
より、家や命が失われ、糖尿病が蔓延し、患者数は 2045
年までに 6 億 2900 万人に達すると予測されています。3
人に 2 人の子供が、いじめにあっていると報告しています。
このような状況でライオンズは立ち上がり、当事者たち
と共に闘っています。ライオンズは社会を変えようとい
う思いを胸に、情熱を持って奉仕しています。キャンペー
ン 100 は、世界中のライオンズに奉仕する力を与えます。
LCIF のキャンペーン 100 は、今後も世界中のライオン
ズを支援するために 3 億ドルの資金獲得を目指していま
す。LCIF の資金により変化を起こす力がライオンズにも
たらされています。

・世界的に視力障害の数を減らし、青少年に力を与え、災
害援助を提供することにより、奉仕のインパクトを高め
ます。

・糖尿病の蔓延に歯止めをかけ、糖尿病と診断された人々
の暮らしを改善します。
・小児がん、食料支援、環境保全の分野にグローバル重点
分野を拡大します。

イタリア・ミラノのライオンズクラブ国際大会で、キャ
ンペーン 100 委員長 L 山田實紘、元国際会長およびフラ
ンク・ムーア同副委員長・元国際会長は LCIF が 20182019 年度の資金調達目標を達成し、寄付総額が 1 億 1,090
万 3,738 ドルに達したと発表しました。
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【編集後記】

地区 MC・IT 副委員長

谷 康夫（竜王ＬＣ）

世界的に大流行している新型コロナウイルスの影響で、ライオンズクラブの奉仕
活動が計画的に実行できない中、各委員会ではリモート会議を活用しながら委員会
活動を推進し、各クラブへのアクティビティを支援しています。ＭＣ・ＩＴ委員会
では年 4 回発行のライオンタイムズも年 1 回に縮小しましたが、逆にＷＥＢライ
オンタイムスは毎月発行しています。変化するものが最後は生き残る！ダーウィン
の『種の起源』の通り、生き残りを掛けて、新型コロナ禍に対応していきましょう。
地区 MC・IT 委員／小原 麻央（京都堀川ＬＣ）、中川 晋一（綴喜ＬＣ）、山田 浩之（長浜ＬＣ）、
瀬崎 美保（奈良西ＬＣ）
担当地区運営委員／桂 幸光（京都南ＬＣ）、眞田 健二（京都南ＬＣ）

