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　私のライオンズ入会のきっかけは、同級生でありま
すL大仲より「異業種間の交流を通じて社会奉仕をす
る団体へ、社会勉強のつもりで入会をしないか」との
お誘いがあり、それが本クラブとの出会いでした。入会
させていただいて以来、良きメンバー様と楽しく共に
活動させていただいてまいりました。今般はからずも
今期の会長をとのご指名をいただき、お受けするか迷
っていた折、次のような詩に出会いました。

　この詩を何回も読み、朗読しているうちに、次のよう
な思いが湧き上がってきました。
　自分のためにだけ生きる生き方は、真に自分の生命
の生かし方ではない。自らの生命が人の助けになり、
誰かの役に立つということから自らの生きる存在の意
味が見出され、真の喜びとなると。
　さらに、仏教の最古の経典「法句経」の中に、「花の
香りは、風に逆らっては流れない。しかし、善い人の香

りは、風に逆らって
世に流れる」という
句があります。
　これらのことから
自分の生き方につい

て考えたとき、会長をお引
き受けする気持ちになり
つつありました。
　そんな時、お引き受け
する強力な決め手になっ
たのは、幹事さんは、私の
至らない所を十二分に補っていただける方を自分で
指名させていただける。また、各理事さんが応援して
いただけるということです。その上に、会員の皆さまか
ら、全面的に協力するからという力強いお言葉を戴
き、会長をお引き受けさせていただいた次第です。
　このお言葉通り、皆さまの力強いご協力を得て、上
半期のクラブ運営を無事に終えることができ、感謝申

し上げます。今日の
社会情勢の中、ク
ラブ会員の皆さま
のご尽力により、三
人もの新入会員を
お迎えすることがで

き、大変明るい展望が開けました。残された期間、精
一杯頑張って行く所存でございますので、どうぞよろし
くご支援いただきますようお願いいたします。
　メルピー・ジョーンズが目指したものを目指して
「いざ共に歩まん」
「笑顔で　活き活きとウィサーブ」

合  掌

何かをしよう　みんなのためになる
何かをしよう
良く考えたら 自分の体に合った
何かがある筈だ
弱い人なら弱い人なりに
老いた人には老いた人なりに
何かがある筈だ
生かされて生きている恩返しに
ちいさいことでもいい
自分にできるものをさがして　何かをしよう
一年草でも　あんなに美しい花をつけて
終わってゆくではないか

坂村　真民

会長挨拶

堺陵東ライオンズクラブ  会長　　楠　昭乗
会長をお引き受けするにあたり
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　2005年にL川井のスポンサーで堺陵東ライオン
ズクラブに入会させていただいてからわずか4年。
急遽2009年度の幹事指名の話をいただきました
が、それまで理事の経験もなく、幹事の役目の重
要さを聞いておりましたので、一旦は固辞いたしま
したものの、尊敬するL楠が会長を引き受けられ、
そのL楠のご指名ということなので理事の皆様の
力強いご協力をいただけるならとお引き受けさせ
ていただきました。
　以来、早半年が過ぎました。様 な々不手際があっ
たとは思いますが、不慣れな理事会運営、例会運
営にもかかわらず会長はじめ理事の皆様、そしてメ
ンバー皆様の暖かいご協力を得て何とか半年を経
過することができました。心からお礼申し上げます。
　今期のアクティビティも大半を終え、振り返って
見ますと、限られた緊縮予算の中、会長の「笑顔で
活き活きとウィサーブを一緒に楽しもう」のテーマ
通りメンバーの皆さんが一緒に楽しめるアクティビ
ティをさせていただいたと思います。

　私達の奉仕が確かに社会の様々な場面でお役
に立っていると実感するときが、何よりの喜びであ
ります。また一方でメンバーの方々に今日の例会は
楽しかったと喜んでもらえることも理事の喜びとす
るところであります。
　もう残すところ半年を切りましたが、楠会長のも
と、あの1年は楽しかったなとメンバーの皆様の記
憶に残るような年になるよう全力をつくしてがんば
りますので、皆様には更なるご協力をお願い申し
上げます。

初めてのゴルフコンペで優勝!!

新年家族例会

堺市長杯争奪少年剣道選手権大会の開会式にて

ライオンズクラブ 幹事　　水ノ上  成彰

幹事を拝命してはや半期
幹事挨拶
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　長期計画・リサーチ特別委員会では基本的に
1）ライオンズ・活動、長期的展望にたった改革、アク
ティビティのあり方、事業資金の集め方
2）地区運営の改革、地区役員・委員の選出方法、各
種委員会の統廃合の研究、リジョン・ゾーン制の見直
し、若手会員の育成、役員登用
3）クラブ運営の改革、合理化研究、事業費と運営費
の比率の問題、事務局合理化、統廃合、会員間のゼ
ネレーション・ギャップ、楽しい例会、テール・ツイス
ターの役割、等
　5・6回の委員会を開き各特別委員の意見を拝聴
し、基本方針に近づくよう鋭意努力中です。
　雑感として335B地区のどのクラブに於いても、会
員の減少又世代の問題、色 と々悩みを持っておられ
る由にございます。
　幸いなことに堺陵東ライオンズクラブでは、友愛の
絆が深く一致団結の出来たクラブだと感じておりま
す。出来るならば来年のクラブ活動の中でメンバーの
増員を最重点にしていただきたいと思っています。

　長期計画・リサーチ特別委員会での活動は今回で
3度目です。第一回目は、2006年度～2007年度で岡
田宏ガバナーより委員長を任命され、全クラブ（203ク
ラブ）の御協力を得て、アンケート調査をさせて頂きま
した。
　各クラブに配布させて頂き、後年においても参考資
料になると思います。第二回目は、2007年度～2008
年度で辻吉治ガバナーの組閣において、長期計画・リ
サーチ特別委員会を構成され（15名）、当クラブL川
井敏弘と共に幾つかの小委員会に分かれ、私の担当
としましては、「例会を楽シクするために」を重点的に
作成致しました。
　第三回目は、2009年度～2010年度で児玉隆ガバ
ナーの任命において、第二回目とほとんど同じメン
バーで構成され（再度L川井敏弘と御一緒）今回も小
委員会を作り、全体でのプロジェクトおよび各ポジ
ションにおいて作業を行っております。
　最後に当クラブ員の皆様には、多様に御心配・御負
担をお掛け致しておりますが、宜しく御配慮の程、お願
い申し上げます。

地区指導力育成委員を拝命して 地区指導力育成委員　大仲康暉

　今年度地区指導力育成委員を拝命し、半年近く活
動を行ってまいりました。
　地区の活動と致しましては、9月に「地区リーダー
シップセミナーの開催」、そして10月には「地区MERL
研修会の開催」を実施しました。
　リーダーシップセミナーでは、ライオンズクラブの良
さとその意義を再確認するということでテーブルディス
カッションを行い、ポジティブな発言のみにしぼったと
ころ前向きで明るい話題が続出しライオンズメンバー
であることの誇りを再確認することができました。ま
た、7Rにおいても現時点で2回MERL委員会を開催し
ており、各クラブ会長・会員委員長にお集まりいただき
何かと大変な時期ではありますが会員増強・ドロップ

防止に努めていただくようお願いをしております。この
ような活動の他には、「ライオンズクラブ検定問題集」
の作成に携わり、各委員がそれぞれの出題分野にわ
かれ、お互い知恵を出し合い問題を考えました。多く
のクラブで広く活用されればと思っています。
　このように委員長を中心とし、指導力の育成を図り
ライオンズクラブ活動へのモチベーションを高めるこ
とを目標にこれまで
活動してまいりまし
た。残りの任期も頑
張っていきたいと
思いますので宜し
くお願い致します。

川井敏弘

地区長期計画・リサーチ特別委員を拝命して

地区長期計画・リサーチ特別委員

夏　有民
地区長期計画・リサーチ特別委員

2010.3 SAKAI  RYOTO VOL.42

LIONS CLUB 4



新入会員として

南　醸人
未熟と大人

　入会してまもなく半期が過ぎようとしています。
まだご挨拶だけで、お話出来ていない会員の方 も々い
ます。
　僕は20代から起業した経緯などもあり、若手の起
業会に入会したり、友人数名と若手の会を発足して、
また新たに若い経営者を集るなどしてきました。
そこで、ライオンズ会員の諸先輩方と決定的に違うな
と思うことがあります。
比べること自体大変失礼な話なのですが、みなさんは
いつも自然体で紳士だと思います。落ち着いていて気
負いが無いというか、うまく表現出来ないのですが…
　今までの他の若手の会は、一部ですが飛んだり跳

ねたり、縦振れ横振れは当たり前みたいな感じでし
た。ご他聞に漏れず僕もその一員でした。何かいつも
みんなが互いに装っている感じがしていました。
　ライオンズの方々の言葉の端々には、人生のページ
数の厚み重みを感じることが多くあります。
そういった先輩方と関われる事に感謝しています。
今後も自然体で気負わずやっていきます。

内川隆司
ライオンズクラブに入会して

　平成21年8月に入会させていただきました。
歴史ある堺陵東ライオンズクラブに入会できたこと、クラ
ブ会員の先輩方とお会いできたことを嬉しく思います。
　私の仕事は冠婚葬祭の生花業であります。この業
界に入り18年程たちました。
　私の学生時分に祖父が種苗店を営んでいたことも
あり、生花に携わる仕事を探していました。その時に縁
があったのが今勤めている会社になります。
冠婚葬祭を専門に営業を行っている生花店でした。
受注は専門業者様からで、結婚式、葬儀式の設営会
場に往き、装飾を行っております。
　そして、儀式の時間が終わると片づけを行い会社へ
と戻る。この繰り返しなのです。結婚式は二度あること
もありますが、お葬式は二人として同じ方はいらっしゃ
いません。その中でも、個々に家庭環境の違いがあり
様々な儀式の形態があります。どのうような縁で結ば
れたのか、どんな最後だったのかは私共ではわかりま
せんが、注文頂いた内容の生花装飾を、手早く綺麗に
終わらせる事が私達の仕事であります。
　その限られた時間の中で、業者様やご家族の意を

汲めたときの喜びは言いようのない嬉しさがあります。そ
のような毎日が過ぎる中で考えることがあります。
　体の不自由も無く、結婚もできて、子供にも恵まれま
した。でも、世の中には沢山の支援を必要とする方達が
いらっしゃる、そう思うと自分は幸せだなと感じます。
　仕事も会社も皆と一緒に一生懸命頑張って、年が
過ぎ一線を離れることになった後は、自分にも出来るボ
ランティア活動などに参加したいと思っておりました。
ご縁があり堺陵東ライオンズクラブに入会させていた
だいたことを感謝しております。
　また、モットーにある、われわれは奉仕する=We 
serve　の精神でお役に立っていきたいと考えておりま
す。未熟ものですが、今後とも宜しくお願いいたします。
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「堺陵東ライオンズ（一泊例会）」
前計画委員長　小崎照夫

　平成21年5月23日・24日、新緑薫る有馬温泉月光
園にて一泊例会が総勢24名の出席を得て盛大に行
われました。L米田からの「予算が厳しいから、銭のか
からんアトラクションを考えろ!!」との命令のもと、思
案し「それなら全員参加でみんな徹底的に馬鹿にな
りましょ」と次のような演目を考えました。以下その報
告です。

●第1部　紅白歌合戦＆応援合戦
審査委員長L三原と審査委員L楠・L西谷による厳格
判定の結果、紅組の優勝となりました。
●出演者
1番　L 坂元（白組）　「さそり座の女」
2番　L 香川（紅組）　「海　その愛」
3番　L 森本（白組）　「昴」
4番　L 岩崎（紅組）　「浪花節だよ人生は」
5番　L 木村（白組）　「酒と涙と男と女」
6番　L 釜中（紅組）　「天命」

第2部　理事会手作りのオペラ
　　　　　　　　　　歌笑曲「出て来た男」
　昭和45年の春、テレビ・ラヂオで凄い人気だった月
亭可朝の歌笑曲「出て来た男」が当時大うけでした。
そこでこの歌を脚本化し、吉本流の演出で理事会幹
部がアホになり、たった2回の練習で舞台にあがると
いうドタバタ劇場を演じました。
●出演者
浅岡ルリ子に吉永小百合をたして2で割ったような
美人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・L米田
めし炊き女房に逃げられ浪曲子守唄を歌う 男A
ウルトラマン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・L紙野
真っ赤なバラとシルクハットが似合う手品師 男B
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　L山脇
水戸黄門とは大嘘で、実はただのスケベ爺 男C
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・L大仲
監督・演出・音楽・道具方・雑役
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・L小崎

絶唱歌手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・L 夏
踊り手・・・・・・・・・・・「出てきた男」の出演者全員＆
　　　　　　　　　踊りたい有志9名以上

第3部　堺陵東ライオンズの「お祭り」
フィナーレは、ご存知この方この歌で絶唱していただ
き、その他メンバー多数が鉢巻・ハッピ・クラッカー・
ラッパ・大うちわ・花吹雪で、まわりを練り歩き踊りまく
りました。
●出演者

かくして、有馬の夜は更けていくのでありました。

2010.3 SAKAI  RYOTO VOL.42

LIONS CLUB 6



アクティビティ

社会福祉委員長　紙野忠雄

前半を振り返って

　今年度社会福祉委員長に、拝命されまして約7ヶ
月過ぎました。L楠会長の方針（笑顔で活き活きと
ウィサーブ）のもとに、L大仲、L久我、共々協力して
頂き、下記の単独アクティビティを行いました。

◆昨年8月5日新日鉄グランドにおいて泉ヶ丘学院へ
の労力奉仕を致しました。野茂ベースボールクラブ
の御協力によりナイターで生徒の皆さまとクラブのメ
ンバーによる、対抗試合や、野球指導またプロに近
い体験もしていただきました。
　当日は暑さも忘れて生徒たちは、生き生きとして
色々なゲームに参加し盛り上がりました。最後は全
員で芝生の上でおいしいお弁当を食べ楽しい集いを
しました。

◆昨年9月17日に近隣の小学生の児童を土居川ク
ルーズに招待し堺の歴史ある街並みを探索していた
だきました。

　後半は、2事業予定しております。宜しくお願いい
たします。最後になりましたが、協力頂いたメンバー
の方、ならびに関係者各位に心からお礼申し上げま
す。
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アクティビティ Photo Library

2009.8.19 献血奉仕 2009.11.23 福祉バザー

2009.8.5  NOMOベースボールクラブ

2009.10.17 平和ポスターコンテスト

2009.9.17 堺のんびりクルーズ

2010.2.24
認定NPO法人日本アニマルトラスト 甲斐尚子理事長

日本アニマルトラスト　ハッピーハウスハッピーハウス 犬舎（建設中）

2009.9.21 堺市長杯少年剣道選手権大会

2009.9.23 大和川清掃

2009.9.6 堺少年相撲選手権大会
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例会風景 Photo Library

12.16 クリスマス例会 9.24 ガバナー公式訪問例会（児玉  隆ガバナー） 7.22 表敬訪問例会

8.26 納涼家族例会

9.9 大阪新梅田シティLC合同例会（堺太鼓みくに）

9.24 ガバナー公式訪問（7RIZ合同例会）

1.13 新年家族例会ライオンズロア

12.16 クリスマス例会 7.8 YCEシネド・ケラハさん

1.13 新年家族例会 会長よりプレゼント

1.13 新年家族例会 笑福亭松喬師匠

8.26 納涼家族例会
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平成21年11月5日　関西空港ゴルフクラブ

11月5日　優勝者　L岩﨑

11月5日　表彰式の様子

5月23日 太平洋六甲コース

優勝者　水ノ上 成彰
9月3日 天野山CC

優勝者　楠   昭乗
11月5日 関西空港ゴルフクラブ

優勝者　岩﨑 和弘

平成21年5月23日　太平洋クラブ六甲コース

　堺陵東ライオンズクラブに入会
して2年半、今年度の情報PR委員
長を拝命して半年が過ぎました。
この間に自分自身が学び成長し
たと実感した事が2つあります。
　まずひとつは、小さな親切を照れずにできる様に
なりました。街頭で他団体の募金でも納得できるも
のなら少額でも寄付したり、献血したり、困ってい
る人に声をかけたりできる様になりました。
　もう一つは、どの様な業務でも失敗を恐れずトラ
イすれば必ず成し遂げられると言う事です。という
訳で、情報PR委員会に一度も所属した経験のない
私が、手帳の制作から始まって、平和ポスターの募

集・展示会、そして各アクティビティの記録など、多
様な業務を、不手際を重ねながらも何とかここま
で辿り着く事が出来ました。これも一重に会長・幹
事・第一副会長をはじめとする各理事ならびにメ
ンバーの皆様のご支援ご協力があってこそと、心よ
り感謝申し上げます。残り半年を切りましたが、ま
だまだご迷惑をお掛け
する事も多いと思いま
す。引き続きご指導ご
鞭撻賜ります様宜しく
お願い致します。

PR・ライオンズ情報IT、会報編集委員会
　 　 委 員 長　木村壽男
　　　副委員長　舩本公明　委員 内川隆司

編 集 後 記

ゴルフ部 Golf Club

2010.3 SAKAI  RYOTO VOL.42

LIONS CLUB 10



2009年～2010年度　理事会・委員会構成2009年～2010年度　理事会・委員会構成

〈理事会構成〉

〈335-B地区関係〉

〈委員会構成〉

発行／堺陵東ライオンズクラブ
事務局　堺市堺区戎島町4丁45番地の1 リーガロイヤルホテル堺10階

電話072-224-1100　FAX072-224-1101

B　指導力育成委員 大仲康暉
B　長期計画・リサーチ特別委員 川井敏弘
B　長期計画・リサーチ特別委員 夏　有民

西　

谷　

昌　

幸

夏　　有民

社会福祉環境保全
市民教育等奉仕委員会

PR・ライオンズ情報
IT、会報編集委員会

出席・大会
接待、指導力育成委員会

会員・
会則、付則委員会

財務委員会

計画委員会 角田　　充

木村　壽男

山下　行雄

岩﨑　和弘

紙野　忠雄

薬害、糖尿病
視力保護、盲人福祉
聴力保護、言語障害
献血等健康委員会

堀内　房子

YCE、レオ、
青少年育成委員会

坂　

元　

正　

幸

小崎　照夫

香川　　哲

吉川　智明

舩本　公明

得津　正熙

釜中　与四一

大仲　康暉

山中　　勉

藤井　　勉

内川　隆司

久我　けい子
西原　健二

南　　釀人

渡部　良夫

三原　宏巳

川井　敏弘
三好　治雄

野里　　勇
髙橋　利雄

副委員長 委員委員長

第
二
副
会（
事
業
委
員
会
）

委員会名副会長

第
一副
会（
運
営
委
員
会
）

会 長

前 会 長

第 一 副 会 長

第 二 副 会 長

幹 事

会 計

楠　　　昭　乗
米　田　増　己
西　谷　昌　幸
坂　元　正　幸
水ノ上　成　彰
舩　本　公　明

ライオン・テーマー

テール・ツイスター

会 員 理 事

二 年 理 事

一 年 理 事

木　村　壽　男
山　脇　良　庸
岩　﨑　和　弘
小　崎　照　夫
角　田　　　充


