
SAKAI
RYOTO
LIONS CLUB

335-B7 R 1Z

2012.11

堺陵東ライオンズクラブ

Vol.46

33333333335555555 BBBB7777



ガバナースローガン

クラブ会長テーマ

「次代へ引き継ぐ奉仕の和」
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作詞・作曲　小崎照夫

１ まことの奉仕　世になすと
 慈愛にめざめ　出会いし友と
 こころのきずな　むすびあい
 もろびと助く
 奉仕のあかり　今ぞ燃え立つ
 堺陵東　わがライオンズ
 堺陵東　わがライオンズ

２ 世界の平和　願わんと
 使命にめざめ　出会いし友と
 手と手をとりて　かたりあう
 愛のとおとさ
 奉仕のあかり　今ぞ燃え立つ
 堺陵東　わがライオンズ
 堺陵東　わがライオンズ

３ 地球の未来　守らんと
 摂理にめざめ　出会いし友と
 自然のめぐみ　たたえあい
 暮らしすこやか
 奉仕のあかり　今燃え立つ
 堺陵東　わがライオンズ
 堺陵東　わがライオンズ

堺陵東
ライオンズクラブの歌
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　堺陵東ライオン
ズクラブに入会し
て今期 29 年になり
ます。
　堺陵東ラインオ
ンズクラブにおい
てゾーン・チェパー
ソンは 8 人目にな
ります。
　 丁 度、 堺 陵 東 ラ

インオンズクラブは今期 40 周年を迎える節目
の時に大役を授かり、感無量と共に責任感の重
さを感じております。
　過去を振り返ってみますと、20 周年の時に
幹事の指名を受け（当時会長 L 三原）オランダ
のロッテルダムハーバーライオンズクラブとの
姉妹提携に関係させて頂きました。
　14 年前に CLUB 会長の指名を受け、主な責
務として大阪新梅田シティライオンズクラブの
新クラブ結成、出席率向上の為例会時間の変更

（午後 6 時 15 分より午後 6 時 30 分へ）
また、初の母子福祉協議会との連携で青少年育
成事業の一環として、子供達と一緒になって野
外バーベキュー等を楽しんで、ライオンズクラ
ブの特性を知ってもらう様にしました。
　その後、地区のキャビネット委員・会員委員・
長期計画リサーチ委員長、その後長期計画リ
サーチ特別委員を 2 回（L 川井と御一緒）拝命
致しました。
　今期ゾーン・チェアパーソンに 1Z 夏有民（堺
陵東ラインオンズクラブ）２Z 西口恒己（堺登
美丘ライオンズクラブ）３Z 山田孝重（和泉大
阪ライオンズクラブ）3 名が就任致しました。
相談の結果 3 年間途絶えている地区委員様に表
敬・職務訪問の復活（以前の紹介だけではなく
職務説明をして頂く）を要請致しました所、快

く承諾して頂きました。
偶然にも菅ガバナー獅子八策の一環として、他
クラブ例会訪問を奨励なさっておられます。（カ
ルチャーカードの発行）
　また、諮問委員会の充実を図るため、年 4 回
の委員会には必ず地区委員の方々に出席を願っ
ております。
また、2 年ぶりに 7R 合同例会を 11 月 14 日に
計画しております。
　8 月 8 日にガバナー公式訪問も無事終了しま
した。（28 ゾーンで 1 番目）3 クラブ共（堺ラ
イオンズクラブ・堺浜寺ライオンズクラブ・堺
陵東ライオンズクラブ）高い評価を頂き、大変
うれしく思います。
　9 月の大きな予定と致しまして、9 月 11 日・
12 日は 335-B 地区アラート委員会本部長官菅
ガバナーの代行として、ライオンズクラブ国際
協会 35 準地区アラートフォーラム開催にて、
宮城県に訪問致します。
9 月 19 日は国際会長ウエイン、A. マデン国際
会長が名古屋に公式訪問で来られます。私も出
席します。
　これからも職務予定が多くあると思います。
　菅ガバナーの運営方針（獅子八策）を指導・
監督のもと、信念をもって責任者としてゾーン
の運営に当たりたいと思います。
　最後にメンバー各位に御協力宜しくお願い致
します。

335-B 地区 7R1Z　ZC 夏　有民
ゾーンチェアパーソンを拝命して
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　堺陵東ライオンズクラブに入会

し、今年で 10 年目になります。こ

こ数年の指名委員会のご苦労を一

番近くで見聞きし、何事も前向きに

取り組めば何とか成るという思い

と奉仕の気持ちで第 40 代会長をお

受けいたしました。私は今年度の会

長テーマとして「次代へ引き継ぐ奉

仕の和」としました。一番は会員

を増やしクラブ内の人材育成を行

い、次代へスムーズに移行できるよ

うに、9 代の会長の下、色々と教え

て頂いた事を自分も引き継ぎたい

と思ったからです。クラブにはメン

バーの数だけ友人がいます。例会に

は楽しく参加して頂き、委員会、奉

仕活動も出来るだけ多く参加する

事で、顔を合わせる機会も増え、和

やかに話をして相互理解を得れば、

クラブも活性化すると思います。今

年度は継続したアクティビティー

を行い、奉仕対象団体とより深い

絆を感じられるような奉仕をウィ

サーブの精神の思いで実行したい

と思います。

　40 周年の節目に当たり、昨年に続

き東日本大震災復興支援活動を周年

行事とリンクして行う予定です。

以上の事を念頭に一年間一生懸命に

頑張りたいと思いますので御理解、

御協力を賜りますよう宜しくお願い

致します。
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　入会して 3 年が経過し
ました。「あれから 3 年
経つのか・・・」時間経
過が、年々早く感じてい
ます。今期、第一副会長
を拝命し、責任の重さを
理解はしていますが、自
覚が足りません。先輩会員の方々のアドバイ
スを謙虚に聞き入り、理解から自覚へと深め
ていきます。
　山中会長とは、入会時に献血健康委員会で
委員長 L 堀内、副委員長 L 山中、委員に私と
いう 3 人構成で活動していました。新会員で
ある私の直属の上司という印象で、丁寧な指
導、時には厳しく、時には自然体での放任で
と、当時の上司と部下の、イメージのまま現
在に至ってます。上官に迷惑をかけず、支え
ていく気持ちで務めていきます。
　また、初体験である周年行事。40 周年記
念式典祝宴委員会に拝命したことも、何か意
味がある事と思い、次回の 50 周年実行委員
会への経験者の礎になればと一人で思ってい
ます。

　今年度、クラブ幹事をお引き受けするにあたり一言御挨拶申し上げます。
当年はクラブ結成四十周年という記念すべき時期に、幹事を担当させていた
だくことは光栄に思っていますと同時に大変な重責であることを痛感致して
おります。
　今後一年間は、Ｌ山中会長のもとメンバー皆様のお力添えをいただき、会長方
針に則り奉仕活動に邁進いたします。そして一年を過ぎ振り返った時、「二人以
上で一緒にいて、同じ体験し、共に感動し泣き笑いしながら、同じ時間を共に生きてゆくのはとても素
晴らしいことだ」の言葉を共に共有出来る様努力いたしたく存じます。

　私はライオンズクラブに入
会 し て、 は や 8 年 が 経 ち ま
す。以前、ロータリークラブ
に 1986 年から所属していま
したので、通算 26 年奉仕団
体としてのクラブ活動をして
きたことになります。言うま
でもなくライオンのモットーは「We　serve　私
たちは奉仕する」であります。またロータリーでは、

「I　serve　私は奉仕する」がテーマとなってます。
この違いはどこにあるのでしょう。ロータリーで
は、会員の職業倫理を高めて、自分の仕事を通じ
て社会奉仕することを目的としています。ですか
らクラブメンバーは一業種一人が原則です（現在
この規定は緩められているようです）。一方ライオ
ンは、社会奉仕をロータリーのように職業や個人
で行うだけでなく、チームワークを発揮して行う
ことに力点をおいていると思います。今年度のウェ
イン・A・マデン国際会長のテーマは「奉仕の世
界に飛び出そう !!」であります。また会長は「私
たちはただ奉仕するのではなく、情熱を込め献身
的に奉仕します。なぜなら私たちは他者を思いや
るからです。」｛LION8 月号から抜粋｝とも仰って
います。つまり「奉仕は私たち一人ひとりから始
まることを忘れずに」心をこめて I serve から We 
serve に昇華させねばなりません

第一副会長挨拶

幹事挨拶

第二副会長挨拶

第一副会長に就任して！
南　醸人

小崎　照夫

楠　昭乗
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　この度、L 夏のスポン
サーにより堺陵東ライオン
ズクラブに入会させて頂く
ことになりました林良平と
申します。
　又、入会に際しましては、
堺陵東ライオンズクラブの重臣の方々の厚いご配
慮を頂き、厚く御礼を申し上げますと共に初心に
帰りまして、堺陵東ライオンズクラブの一員として
早くクラブに溶け込んで、皆様と一緒にライオンズ
活動を微力ながら努めて行きたいと思いますので、
皆様方のご指導を宜しくお願い致します。

　前の堺東ライオンズク
ラブには 20 年と少し在
籍していましたので、各
種の委員会・役職を経験
させていただきました。
それぞれ大過なく、何と
か務めた、というところです。が、少し変わっ
た経験で、ひょんな経緯からクラブ幹事を 3 回
も務めた事もあります。おかげさまで他クラブ
の方の知り合いがその時ふえました。そんなこ
んなで、もうライオンズクラブで一生懸命活動
しようという気力もなく、一会員としてそれこ
そ大過なくゆっくりと新しいクラブライフを過
ごしたいと願っているのですが、それでも、ラ
イオンズクラブを通じて少しは世の中の役にた
つ事を続けたい思いと、仕事を離れ年齢も超え
て、色んな立場の、色んな経験を持った人と知
り合いになれ、親しく話しをできる魅力は捨て
がたく、また、堺東ライオンズが永年主催をし
た「ライオンズ・フットサルフェスタ・イン・堺」
の行く末も気になり、堺陵東ライオンズクラブ
にお世話になる事にしました。なぜ堺陵東ライ
オンズクラブに、と言われますとそれはやはり
L・夏の大きなお腹の押しです。と言う事で、例
会アフターにも重点をおいています。
　皆様どうぞ宜しくご指導・お付き合いをお願い
いたします。

　はじめまして、今回、
堺陵東ライオンズクラブ
に入会いたしました船越
と申します。入会する前
には、例会を見学させて
いただき、格式の高さや
立ち振る舞いなど、私にはまだまだ早いのではな
いかと思いました。しかし、これもチャンスかも
知れないとプラスに考えて、入会を決意いたしま
した。これから、もっと会員の皆様の中に溶け込
んでい行き、自分の出来ることから、コツコツと
一生懸命頑張っていきたいと思います。
　私は今は富田林市に住んでいますが、兵庫県淡
路市生まれで、三人兄弟の次男に生まれてきまし
た。その後、色々な方々の出会いがあり、色々な
経験と仕事をさせて頂きました。現在はメットラ
イフアリコで個人事業主として活動しています。
そして、JC 大阪高石青年会議所にも所属させて
頂き、ボランティア活動を積極的に参加させてい
ただき、地域活性のために努力してきました。
微力ながら、頑張って取り組んで行きたいと思っ
ております。先輩会員の皆様、どうか今後ともご
指導宜しくお願いします。

林　良平

北田　義和

船越　学

新入会
メンバー紹介

New Face

「新会員として」
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Ｌ岩城）ご入会の動機は？
Ｌ夏）私のスポンサー（中村さん）に勧誘された。奉仕
の団体やから参加してみないかと・・・。当時は正直言
うとピンとこなかった。だから意気に燃えて奉仕すると
かじゃなかった。集まりが月 2 回水曜日夜やと聞いて、
それならうちは水曜日が休みやし夜ならあいてる。これ
が一番の動機かもしれん。入会当初は気恥ずかしいもん
だから、例会中はバッチは着けるけど終わったらすぐに
はずしてた。そして皆で飲みに行ってた。
Ｌ岩城）ご入会当時の雰囲気はいかがでした？
Ｌ夏）何を精力的にやったか・・・までは覚えてないけ
どちょうど周年行事の終わった年だった。例会に出て皆
で親睦を深めることが楽しかったのは確かやな。
Ｌ岩城）やめたいと思ったことはありますか？
Ｌ夏）ライオンズが好きか嫌いかと聞かれれば好き。だ
から 1 回も思ったことはないな。やめる理由もないし。
例会が終わったら皆で飲みに行けるし（笑）
Ｌ岩城）長年の活動の秘訣について、若手にアドバイス
をおねがいします。
Ｌ夏）長年やっていると、だんだん役職もらって上に行
けるけど、でも次の年はヒラに戻ったりする。こういう
事が私は気にならない。ぜんぜん抵抗を持たないことが
長持ちの秘訣かな。そこは長いライオン歴の中で大事か
もしれない。
Ｌ岩城）なにか転機はありましたか？
Ｌ夏）9 年目に幹事をした事。当時は 9 年目でも役職未
経験者はいっぱいおったのに、ご指名をいただいた。ちょ
うど 20 周年の節目やったんや。ロッテルダムハーバー
ライオンズクラブと提携した時もその年やったし、ゾー
ン分裂（１ゾーンを１・２ゾーン）の時もそう。もとも
と堺は８つのクラブが１つのゾーンで仲が良かったんや。
同じ堺やから分けても大丈夫やと・・・。でも、結局交
流が減ってしまった。
Ｌ岩城）ゾーンチェアパーソンとして今期のテーマを教
えてください。
Ｌ夏）テーマは３つ掲げてる。一つ目は地区委員の表敬
職務訪問。皆にお願いして 3 年半やってなかったのを実
行し復活させた。二つ目は諮問委員会の設置。諮問委員
会というのは会長幹事が、ＺＣＰと地区委員からキャビ
ネ会議の報告を受ける委員会のこと。メンバーが地区委
員の事も知らない状態は良くないからな。これもカット
されたから今の地区委員は名前だけになってしまってる。
委員は頑張ってるのに誰が地区委員か知らない。例える
と、うちのメンバーが会長の名前も知らんのと同じよう
なもの。最近感じるのは省略省略で人のつながりがなく
なってしまってる。ＬＣにとって、これが一番よくない。
最後の３つ目は 11 月 14 日に行われる７リジョンの交流

会。7 リジョンもあって、お互いがぜんぜん知らんのはお
かしい。今回の規模は 400 人くらいかな。昔は 600 人やっ
たんやけど、規模が大きすぎて何でこんなことするんや。
という意見もあったけど、交流を深めるいいチャンスや
と思ってる。
Ｌ岩城）夏さんにとってのライオンズクラブは？
Ｌ夏）ひとことで言うと、ものすごい紳士の会。私の知っ
てる限りではピカイチやな。会長のときには 13 クラブ全部
回った。たぶん何で来るんやろ？とビックリしてたと思うけ
ど。でも、その時の顔見知りが今の２・３のゾンチャンなんや。
カルチャーカードを見て不思議な縁なんやと思ってる。だ
からぜひとも他のリジョンを見て回ってほしい。
Ｌ岩城）サッポロビール一筋なのは何故ですか？
Ｌ夏）そんなことまで質問するんか？ ( 笑 ) 今度の交流会
の時もサッポロを用意してもろて、ありがと。
Ｌ岩城）若手に願うことはなんでしょうか？
Ｌ夏）最近、労働奉仕だけが脚光を浴びているけど金銭奉
仕も兼ね備えて活動してほしい。クラブの人数が少ないと
資金力も少なくなるからどうしても労力奉仕のみで、とい
うことになってくるが会員としては物足りない気がする。
うちは、15 周年に土居川の桜並木を作り。20 周年はその
桜並木を延長した。25 周年が与謝野晶子像。これは観光
名所にもなってる。そして 35 周年にはカンボジアに小学
校建設。現地ですごい歓迎会を開いてくれた。こんなふう
に形となって残っているのは誇りに思う。もちろん労働奉
仕も大切だがバランスが必要だと思う。
　また、労力奉仕等については年を取ると気はあるけどカ
ラダが動かなくなる人も多くおられる。年配者はできるだ
けの補助はもちろんするが若い人が率先して動いてほしい。
　そして交流会の機会もできるだけ増やしてほしい。以前
は講演会、アトラクション、食事会と和気あいあいとやっ
てた。みんなお互いが初めての中、新しい人、若い人と顔
見知りになれる場所でもあるし、アクティビティなんかも
できたら、きっといい輪が広がる。
　最後にゾーンチェアパーソンが堺陵東ライオンズだけ
を持ち上げれないけど、うちはゾーンでもリジョンでも
NO.1 やと思ってる。紳士的やし、執行部が決めたことは、
気持ちよく協力してくれる。よそではワァワァ言い合って
るところもある。それは他のクラブを見に行って初めて自
分のクラブの良さが分かると思うことやし、いい経験にも
なる。皆にはカルチャーカード 10 枚ぐらい使ってほしい。

直撃インタビュー!直撃インタビュー!直撃インタビュー!ゾーンチェアパーソン ライオン 夏
ライオンズクラブ国際協会  335-B 地区 7R1Z

あっという間の 2 時間でした。
Ｌ夏には突然訪問したのにお忙
しい中、快く対応してくださり
ありがとございました。本当は
もっとたくさんお話ししました
が、紙面の関係で載せることができなかったのが残念です。
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献血

剣道
小学校6年　山本　悠里 （やまもと ゆうり）様
小学校5年　水ノ上義久 （みずのうえ よしひさ）様
小学校5年　石田　　樹 （いしだ いつき）様
小学校4年　小笠原　悠 （おがさわら ゆう）様

少年剣道　演武

2012.11 SAKAI  RYOTO VOL.46

LIONS CLUB 8



やぁっ!Sumou!

相撲

国際平和ポスター

宝塚観劇記念
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納涼例会

編 集 後 記

PR・ライオンズ情報　IT、会報編集委員会　岩城 孝佳・佐藤 澄人・斉藤 純二・水ノ上 成彰

みなさまに御協力いただきましてありがとうございます。
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2012年～2013年度

理事会構成

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 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 10階

電話072-224-1100　FAX072-224-1101

南 　
　

醸　

 

人

大仲　康暉

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・大会委員会

財務委員会

計画委員会 堀内　房子

岩城　孝佳

山下　行雄

西原　健二

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

久我けい子

YCE、レオ、
青少年育成委員会

小　

崎　

照　

夫

江田　　晃

川井　敏弘

西谷　昌幸

佐藤　澄人

得津　正煕

有満　昭彦

舩本　公明

上田　隆司

柳川　博嗣
古田　幸子

水ノ上成彰
斉藤　純二

夏　　有民
井上　周一
北田　義和
船越　　学

米田　増己
内川　隆司
林　　良平

香川　　哲

藤井　勉

三原　宏巳 紙野　忠雄

岩﨑　和弘

吉川　智明GMT（会員増強）委員会
GLT（指導力育成）委員会

三好　治雄会則、付則委員会

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
）

理事会・委員会構成

会 長

前 会 長

第 一 副 会 長

第 二 副 会 長

幹 事

会 計

山　中　　　勉

西　谷　昌　幸

南　　　醸　人

小　崎　照　夫

楠　　　昭　乗

米　田　増　己

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
（計画委員長）

佐　藤　澄　人

井　上　周　一

吉　川　智　明

有　満　昭　彦

堀　内　房　子


