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　ライオンズ歴は未だ10年少しと経験も浅い
私ですが、この度会長という大役を仰せつかり
ました。
　今期会長テーマであります「原点回帰、そし
て雄飛」につきましてこの誌面をお借りし少々
御説明させて頂きます。
　今期の準備を進めておりました３月にあの
未曾有の東日本大震災が発生しました。
あるメンバーからの「今動かずして何がライオ
ンズか」という言葉に依って我々堺陵東ライオ
ンズクラブはメンバー自身も募金すると同時に
震災後１週間で駅前での募金活動を実施し、
金額の多寡ではないにせよ、その結果３３５－
Ｂ地区に於いてトップクラスの献金をさせて頂
くことができました。
この募金活動を通じて得たものは大きく、私の
今期のテーマを模索する上での大きな手掛か
りとなったことは間違いありません。
　クラブに参加することが楽しいと感じる瞬
間、それはもちろんメンバー同士の触れ合いで
あり語らいでもあるのですが、突き詰めて考え
ますとやはり「奉仕すること」そこにつきるような
気がします。

原点に戻り基本に還ることで何か次のものが
見えそして前進する原動力にもなるものと信じ
ます。
　今期のアクティビティーとして震災に依り堺に
避難してこられた方々への生活応援及びハー
ベストの丘への一日招待を考えております。
また年末には泉ヶ丘学院でのクリスマスパー
ティーも行います。
献血活動につきましては、例会開催ホテルとの
タイアップにより今までにない多数の方々のご
協力を得ることができました。
計画委員会の皆様にはジャズを聞きながらの
家族例会や地元堺の探訪等楽しみな企画も
たくさん用意して頂いております。
　私自身入会当時先輩から教えられた「参加
することの喜び」を忘れることなく常に新鮮な気
持ちでクラブに参加して参りたいと考えます。
この１年間の活動を通じましてクラブ全員の
方 と々心がひとつになれればと願います。皆様、
この一年間何卒よろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、ＰＲライオンズ情報･Ｉ
Ｔ･会報編集委員会の方 に々は早速の陵東号
発行にご尽力頂きましたことに感謝致します。
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山中　勉

　昨年度はクラブ
運営に御協力いた
だき有りがとうござ
いました。
本年度も引続き第
一副会長を拝命し
ました。
　西谷会長の補佐
として原点回帰そして雄飛の方針を念頭に置き円滑な
クラブ運営と会員の絆を深め楽しい例会を心掛けて
参りたいと思います。（私事ですが昨年に還暦を祝って
いただき身体的にはゆっくりしたいと思っていました
が？）
　当クラブにおいて入会年で比べますと私は新旧メン
バーの中間の立場です。（ライオンズクラブではまだま
だ頑張って行こうと気持ちでは思っています。）先輩方
達のご指導のもと新しいメンバーと協力して第一副会
の皆さんと一緒に１年間何事にも一生懸命に頑張り
たいと思いますので宜しくお願いします。

第一副会長を拝命して

第一副会長挨拶
木村　壽男

　私は本年度、第二副
会長を拝命致しました
木村でございます。この
ような要職をお預かり
するには未だ経験不足
ではありましたが、信念
と指導力を持っておら
れるL西谷が会長に就かれるならば、その補佐的な役職
はそれほど難しくないと考え、比較的安易な気持ちでお引
き受けしました。
　しかし、お預かりする事業部は社会福祉委員会、献血
委員会、YCE委員会を抱え、奉仕活動の根幹であり、私の
予想に反して難しい判断の連続でした。
　特に本年度は、去る3月11日に東北地方で発生した未
曾有の大震災に直面し、L西谷会長の方針として、震災被
災者の支援活動を最優先に挙げられました。
　現在、その目標に向けて諸 の々活動を開始致しました
が、何ぶんにも未経験な事ばかりで、その場その場の判断
がついていかず今も苦労している次第です。
　震災被災者支援ACTとしては、既に前年度ではあります
が、街頭募金とメンバー個別の献金により総額4,364,422
円を、LCIFを通じて現地へ送金しました。被災者の皆様に
少しでもお役に立てて頂ければ幸いです。
　そして、今期は堺市へ避難中の被災者へ直接お役に立
てるよう生活用品の提供と、来る10月9日には堺市南区にあ
る「ハーベストの丘へご招待ACT」を実施いたします。被災者
相互の親睦とメンバーとの親交を深め、少しでも生活面や
精神面の不安を拭えるきっかけになることを願っています。
　この他にも地元奉仕ACTとして「泉ヶ丘学院でのクリス
マス会」、「少年剣道選手権」、「少年相撲選手権」、「福祉バ
ザーへの協賛」など継続事業も実施いたします。
　また、献血委員会でも8月9日の献血ACTで、リーガロイ
ヤルホテル堺様とのタイアップにより「ホテルのケーキセット
を提供」というキャッチフレーズで当クラブでは近年にない
多数の献血者を集めました。
　私が未熟者の第二副会長であるが故、メンバーの皆様
には何かとご面倒をお掛け致しますが、自分なりに精いっ
ぱい努力致しますので、今後ともご理解とご協力を賜りま
すよう宜しくお願い致します。
　最後に東日本大震災において亡くなられた多くの方の
ご冥福をお祈り致しますと共に被災された皆様には心より
お見舞い申し上げます。また、東北地方の一日も早い復興
をお祈り申し上げます。 

2011-2012年度　挨拶

第二副会長挨拶

幹事を拝命して

幹事挨拶
内川　隆司

　今期の会長、L西谷の指名をい
ただき、幹事に就任させて頂きま
した。
　前期、テーマの活動を行ってい
たこともあり、理事会や例会での
幹事L南の仕事も目にしておりま
したが実際にやってみると事の重大さや大変さを実感
しております。
　会長を支え、クラブ運営をスムーズに運ぶ立場であ
りながら、自分自身ライオンズクラブの知識も浅く、会
長はじめ理事役員・クラブ員の方々に教えてもらうばか
りで申し訳なく思っております。
　幹事の職責遂行しだいではクラブの盛衰を左右する
ことになりますので、解らないことは事前によく調べ、例会
では元気よくメリハリの効いた進行をすることを心がけ、明
るく楽しいクラブ運営に貢献していきます。会長方針「原点
回帰、そして雄飛」を軸に、本年度のクラブ活動をスムーズ
に運営していけるように皆さんと協力し努力をしてまいりま
す。今年一年宜しくお願いいたします。

幹

第 副
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　この度角田充様のスポンサー
により、堺陵東ライオンズクラブ
に入会させて頂くことになりまし
た、斉藤純二です。どうか宜しく

お願い申し上げます。また、入会に際しましては、皆様の暖
かいお引き回し、ご配慮を賜りましたこと、厚く御礼を申し
上げます。 此度の「感謝の気持ち」と、「初心」を礎とした活
動を重ね、微力ながらも努めて参りたいと思います。 若輩
者ではございますが、堺陵東ライオンズの諸先輩方の末
永いご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し
上げます。ありがとうございます。

斉藤  純二 　平成23年1月に、堺陵
東ライオンズクラブに入
会させて頂きました佐藤
です。早いもので半年が
過ぎ、先輩方に色 と々教
えてもらいながら楽しく

活動に、参加させてもらっております。
　入会する前に例会を見学させて頂いた時、格式の高さ
や先輩方の堂 と々した立ち振る舞いに、私にはまだまだ
早いのではないかと思いました。
　しかし、ライオンズクラブのモットーが｢われわれは奉仕
する＝Ｗe serve ｣と知り心が洗われる思いと共に、肩の
力が少し抜け楽になった様な気が致しました。　　  　
この奉仕する精神を忘れずに、日々過ごして行きたいと思
っております。まだ、入会させて頂いて日が浅く何も分かり
ませんので先輩方にはご迷惑をお掛けする事と思います
が、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

佐藤  澄人新会員として新会員として

はじめまして、よろし
くお願いいたします。
　今年度より、堺陵
東ライオンズクラブ
に入会いたしました
岩城と申します。
　入会して２ヶ月が
過ぎますが、まだま

だ会員の皆様方のお名前とお顔が一致しないという感じです
が、これからもっと会員の皆様の中にとけこんで行きたいと思
います。そして、何々が出来ると言う訳ではありませんが、少しで
も皆様と一緒に私の出来る事から、一生懸命、頑張って行きた
いと思います。
　私は、今は堺市に住みますが、岸和田生まれで、９月から始
まるだんじり祭りで育ちました。今となっては見物客もたくさん
見えられ『見せる』だんじり祭りになってしまいました。祭にかか
わる各種団体や各町の中では、熱の入るあまり喧嘩になったり
等ありますが、表向きには昔のように乱闘にはなりません。そん
な祭の町の中の若頭と言う団体を私は２年前に卒業しました
が、この季節になるとわくわくする次第です。ですが、そんな秋
祭の季節になろうとする中でも、大きな震災の中で大変な思い
をしている人がいるのは、何も変わりません。また、近くでは奈良
県や和歌山県でも台風で大変な事になってしまいました。堺陵
東ライオンズクラブにおいても、被災者の方々に支援と手を差
し伸べています。
　私も堺市において小さな会社を設立して２３年になり
ますが、今までも、この大阪の堺市の地で商売させてい
ただいて、ありがとうございますの気持ちで、ご近所の
沿道の掃除や溝のごみ掃除からと心がけてきましたが、
今回の入会を機にクラブの皆様と近づける様に私自身、
もう一段、階段を上りたいと思います。

岩城  孝佳

　２０１１年３
月にＬ堀内の
スポンサーに
より入会させ
ていただきまし
た。例会ではク
ラブ会員の諸
先輩方からい
ろいろとご指
導いただき、また楽しくお話もさせていただき、そしてまだ
数少なくはありますが奉仕活動にも参加させていただき、
この歴史ある堺陵東ライオンズクラブに入会できましたこ
とを光栄に思っております。
　早いもので入会して半年が過ぎようとしておりますが、
まだまだ知らないことばかりで至らない事が数多くあるか
と思います。しかし、今まで経験したことのない奉仕活動に
参加することで、微力ながらも自分にできることを一つず
つ頑張って取り組んでいきたいと思っております。
　先輩会員の皆様、どうか今後ともご指導、ご鞭撻を賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。

古田  幸子

ライオンズクラブに入会して

新会員として

新会員紹介

新

紹介

新会員として

介

新新会員として

新会新

員として
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情Ｐ）今回はわざわざ時間を
割いていただき有り難うござい
ます。

L三原）いやいや、時間はあるか
ら本当は夜にきてもらってご
飯を食べながらやりたかった
んだけど…（笑）

情Ｐ）ありがとうございます。
今回の家庭訪問は約25年ぶりの復活という事で、第一弾が
三原さんです

L三原）そうやな、たしかに昔はあったね。たしか夏君あたり
がやってくれていたような…

情Ｐ）そうです。実は今回の復活もＬ夏より「来期に情Ｐする
なら家庭訪問をしなさい！」っと、どうやるんですか？「昔の
陵東号読んでみい」ということで橋本さんに引っ張り出しても
らった次第です

L三原）それはいいことやね（笑）

情Ｐ）会社（三原染工㈱）のほうは相当歴史があるのじゃな
いですか？

L三原）そうやね、明治36年創業、今年で110年位かな、
今の社長は5代目になります。ただね堺の古地図には元
禄2年にうちの会社が載ってるんやわ　堺の役所の人も
間違いないな言うてくれたけど、もう古すぎて正確には
わかりにくい。

情Ｐ）元禄二年というと…江戸時代前期1689年
すごいですね！

ライオンズは行って楽しいが一番の目的！

かていほうもん

Ｌ三原宅ご訪問

L三原）当時は今と違って、例会よりもその後のほうが断然
長かったし、楽しかった。みんな趣味の会を作っていた
マージャン、歌、飲み屋とかに、それに全員が各々分か
れて行っていた午前様が当たり前でそれまでに家に帰る
と奥さんに「どうしたの？振られたの？何かあった
の？？」のビックリされた。飲み屋は全員ツケで飲んで
いたし、マージャンにはポケットに小切手帳を持って
行っていたね。　

情Ｐ）この長い38年間でやめようと思ったことは何度かあり
ましたか？

L三原）あったねー！一番きつかったのはオイルショックに後
の頃ね。実は堺陵東っていうのは、ほんまにメンバーみん
なが仲が良かった。他のクラブと比べると良く分かるけど
格段仲がいいクラブだった。それが結果的に仇に成ってし
まったんだと思う、当時は某銀行の支店長などもメンバーで
「オッ！」っていう感じでポーンと右肩叩けば翌日に1000
万円振り込まれていた。全員じゃなかったやろうけど無担
保での融資がポーンって感じでね。それでみんなで株を
やったり、昔で言う鼠講やね。そこへオイルショックで株価
の大暴落がきた。

※ここでＬ斉藤がすぐに調べてくれて当時の日経平均が5,000円
んから3000円割れに大暴落したことが判明

情Ｐ）ヘッー！４０％ダウンですか！バブル崩壊どころじゃな
いですね。

L三原）それはすごかった、急やったからね。　

情Ｐ）当時の株は信用ですか現物ですか？何倍増しですか？

【 挨拶 】 【 インテリジェンス 】

【 辞めようと思ったこと 】

情Ｐ）ところで三原さんは今年でライオンズ歴が38年を迎え
られたわけですが…

L三原）そうやね。当時、陵東ライオンズは設立二年足らず
で、僕は入ったものだから僕以外全員がチャーターやった
わけやね。僕が初のノンチャーターだった。当時クラブ内
には大正会っていうものがあって当時のメンバー70名弱の
２/3の40名以上が大正会で、その会が総てを抑えていた
ね。僕なんかはヒヨッコのヒヨッコでヒヨッコにも成れてな
い感じ。（笑）

※大正会：大正生まれの堺陵東チャーターメンバー

【 大正会 】

L三原）クラブ内ではみんな連帯感があって、フォローが凄
かった、当時はみんなプライド、格式、品格、一番拘ってい
たのはインテリジェンス！。知識人の集まりって感じでした
な。いわいる世間的にも知識人ね。礼節もあったし、今年
もあると思うけど登美丘との合同例会なんかでは、特に礼
節に拘っていた。
その後の笑い話だけど一時期、世間的にパンチパーマ大流
行した時があってメンバーの一人がそのパンチパーマをあ
てて来たことがあって、やはり先輩メンバーから、その髪型
はラインオンズの人間として相応しいか相応しくないかと
的確な注意があった、決して上から言うのではなくてね。

→
つづく
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　茅さんは滋賀県の大学に通う2回生、翔さんは東京の大
学に通う4回生、身長186ｃｍお二人ともファッション誌か
ら抜け出したような美男美女。とても爽やかな印象でした。
　奥様は本当にＬ三原同様、何の垣根も無く気さくに喋って
頂けるユーモアに溢れる明るい奥様。
　お2人のお孫様も何度も波佐見例会や家族例会の常連さ
んだったらしいです。昔はどこの家族もお孫さんや小さいお
子さんを連れてきていたとの事。
　賑やかで楽しかったんだろうなぁっと思いました。

L三原）現物はそんなに被害がなかったけど信用は5倍増し
だった。

情Ｐ）すごいですね。

L三原）そこでみんな軒並みやられたんやな。今思うことは当
時は浮かれててあほやったなぁ、ところが当時、最後の一
線を持ちこたえた人と最後の一線を越えていった人に別れ
る事になった。この違いは何なのかは分からないけどね。

情Ｐ）深いですね。

情Ｐ）最後の一線ってことですが…

L三原）そう僕はね、人は性善と思っている。
あの激動の時代、やむを得ずやめていった人がほとんど
だと思う。みんな個人対個人で付き合っていたから、そ
の中でもやめる前にちょっと一声、少しの一声をかけず
に（お金を工面してくれと）と言わずにやめていった人
達をみてきてね…

9月5日夕刻　Ｌ三原宅にて
左から奥様の孝子さん、お孫様の三原茅さん、お孫様の長井翔さん

【 性善説 】

L三原）山中君から下の年代が非常にまじめでいいと思
う。このままでいいと思うし、エールを送りたい。ただ
いつの時代にも大久保彦左衛門が居た。今も居ると思
う。貴重な存在だから、若手もちゃんと聞いて見習うこ
ともしてほしい。僕が思うのは若手からの意見として
「今は、もうこういう時代になっているんだよ」とか時
代の移り変わりなどを教えてほしい時がある
な。それと仲の良さをもっと育ててほしい.。

【 今後の堺陵東 】

L三原）この40年間でうちにはチャーターが残っていると言
うことは非常に珍しくて希少で大事なことだと言うことを
若いみんなに分かってほしい！

情Ｐ）もう少し詳しくお聞かせください

L三原）この40年間で天
寿を全うした人がどれだ
けいるかと思う？？
僕のスポンサーは近所
の 池さんっていうて
チャーターだったんだけ
ど僕を入れてわずか半年
で、くも膜下で42歳と言
う若さで亡くなった。ちょうど今の南君くらい違うかな～。
クラブをやめるって事は健康上、事業上、家庭の事情のこ
の3つ。ほとんどが事業上やむを得ず辞めていった人がほ
とんど。辞めるときに「あー辞められて良かったぁ！」なん
て思っている人は誰一人としていないと思う。

情Ｐ）それを乗り越えて残ってくれていると言う事実です
ね。

【 チャーターメンバーについて 】

○帰りの車内でＬ斉藤と

70歳と40歳では世間では普通に生活していたら合わな
いし出会わない世代だからこそ、貴重だと思う。
ポイントはなんといっても

【 行って楽しいが一番の目的 】
これやね！

情Ｐ）今回はどうもありがとうございました。例会でお会い
する三原さんとは又ぜんぜん違った印象で沢山のいいお話
有り難うございました。

L三原）それは例会とは違うよ、本音でしゃべれるからね。

情Ｐ）もっとお話いただきたかったのですが今回は失礼しま
す。

L三原）まだオランダと波佐見の話が出来てないから（笑）

情Ｐ）第2弾で是非お願いします（笑）

　25年前の家庭訪問を読んでいると「ジャーン！今回は
○○宅に突撃家庭訪問おじゃましましたぁ」みたいな軽い乗
りだったのが、いざ行ってみると堺陵東の歴史背景、人生観
などの重みで歴史小説を読んだような感動を覚え、栄枯盛
衰、感慨深くなりました。
　いつもニコニコと若手に対し垣根なく喋りかけて頂けるＬ
三原のような人ほど、苦労などは全く感じさせないものの、
人生苦楽を舐めながら生きてこられた一旦を垣間見れたよ
うに思い、つくづく「こんなにいい話が聞ける家庭訪問はい
いなぁ」と感動の中、2人は仕事へ戻っていきました。

→
つづく
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アクティビティ Photo Library

献血奉仕活動のアクティビティ
を行いました。ご協力ありがとう
ございました。

東日本大震災義援金募金活動（3月19日・20日街頭募金）

募金総額 1,220,188円
当クラブ単独義援金総額

（5月31日現在）4,364,422円
335B地区  単独クラブでは1位になりました！

献血奉仕活動
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バザー例会 バザー例会

勉強例会 例会風景

例会風景 例会風景

例会風景カラオケ カラオケの審査員

Photo Library
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泉ヶ丘学院クリスマス例会 泉ヶ丘学院クリスマス例会

年次大会 年次大会（最後まで残っていましたが抽選会行われませんでした…なぜ？？）

例会風景テールツイスターお任せ例会　

最終例会（複雑な表情？？次期会長）最終例会（最終例会にて満面の笑顔米田会長）
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納涼例会のスタート
です!!

Summer Festa
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2010～2011年度 堺陵東ライオンズクラブ  ゴルフコンペ

第1回　優勝

吉川　智明

第2回　優勝

水ノ上成彰

第3回　優勝

大仲　康暉

第4回　優勝

西原　健二

おめでとうございます

今回の陵東号は会員の皆様の自然な姿の写
真にこだわり、何度も読み返したくなるような
編集に心掛けました。
第44号発行にあたり、お忙しい中ご協力頂い
た会員の方々有り難うございました。

編 集 後 記

ゴルフ部 Golf Club

PR・ライオンズ情報　IT、会報編集委員会

　南　醸人　佐藤 澄人　斉藤 純二
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2011年～2012年度　理事会・委員会構成2011年～2012年度　理事会・委員会構成


