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　堺陵東ライオンズクラブ第46代会長を拝命い
たしました佐藤澄人です。
　若輩者ではございますが、精一杯努めてまい
りたいと思っております。そして幹事を引き受け
て下さったL西谷昌幸をはじめと致します理事の
方々クラブメンバーの方々にはご協力頂けます
こと、本当に感謝申し上げます。
　今期会長テーマとしまして「広げよう奉仕の
心We　Serve」と致しました。これは、ライオンズ
クラブのモットーでありますWe Serve 私たちは
奉仕するという素晴らしい精神を色々な方々に
知って頂きライオンズクラブは奉仕団体であるこ
とを幅広く知って貰うことで会員増強に繋がるの
ではないかとの思いからです。
　クラブ活動方針としましては、①アクティビティ
を中心に活動し、全員参加に努める②青少年の

育成に力を入れる③クラ
ブ例会を楽しく行う④会
員増強5名を目標とする
⑤クラブ会員相互の親
睦をはかる。この5項目
を柱として活動してまい
ります。　
　さて、ライオンズクラブは今期から大幅な組織
変更がありました。グローバルアクションチーム
の発足、理事会、委員会の構成、名称の変更と多
数変更点があり戸惑いもありますが何とかこの
新しい組織体制を構築させ次期に繋げたいと
考えております。最後になりますが充実したアク
ティビティそして、楽しい例会が出来ますように
頑張ってまいりますので皆様どうぞ宜しくお願い
致します。

会長挨拶 会長　佐藤　澄人

会長テーマ

地区ガバナースローガン

広げよう奉仕の心  We  Serve

全ては “ We Serve ” の為に ～変革にチャレンジ、そして前へ！～
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只今、7Rを代表し、参加させていただいています。
拝命前に先輩LのL川井、L大仲に「本業を優先させた
いので、地区委員への出席回数は、年間8回くらいで
よろしいでしょうか？」などと、大変失礼な相談をさせ
ていただきました。ところがいざ期が始まると、準備
委員会の開催、委員会は本町で毎月開催、表敬を含
むと8月末で既に12回以上出席しています。

それにはGST委員
長が活力溢れる女性
の方で、つい釣られて出席数が増えていってる次第
です。また前期でのL大仲ZCの活躍が素晴らしく（複
合、地区を合わせて7つの表彰。）注目されているのも
あり、その後の堺陵東LCからの地区委員という事も
あるのか？何かと便宜を図って貰っています。また地
区を代表されて、出席してくる他所のLCの方々におき
ましても、顔を合してみると魅力的な話が多く、その
方々との食事の機会なども自然と増えていきます。そ
れらの本業の合間を縫うようにLC活動を行うことに
ついては、「自分は将来今より忙しくなる、その時の為
にLC活動を通じて訓練させていただいている。」と言
い聞かせて活動しています。今後、地区へと続く若手
の皆様にもお伝えしたいことは、「やってみると結構
楽しいものですよ！」です。

この度佐藤会長の幹事役を勤めさせて頂くことと
なりました。18年目にしての初の大仕事ではあります
が、準備の期間も含めてとても楽しい時間を過ごさせ
て頂いております。

Ｌ佐藤は私の会長時代にＬ堀内のスポンサーによ
り入会して頂いたというご縁もあり、深い繋がりを感
じております。また、皆から好かれその人望は誰もが
広く認めるところでありますが、その人柄故協力して
頂ける仲間もたくさんおられます。そのような中で私

に幹事役として声を掛け
て頂いたその重さをしっ
かりと受け止め、佐藤会
長をいかに輝かせるか
をこの1年間の私の最大
のテーマとして努力して
まいります。

今期の会長活動方針のうち「青少年育成」は一番
の柱でありますが、メンバー各位にご協力を賜り、今
期からの新しい枠組みでありますＧＡＴを中心とし
た活動を円滑に進めることができるよう陰ながらしっ
かりと支えて参りたいと考えております。

1年間クラブがひとつになれるよう努力してまいり
ますので、幹事役としてまだまだ力不足の点はどうか
ご容赦頂きたく存じます。

この1年間皆様のお力添えを賜わりたく、心よりお
願い申し上げます。

幹事　　西谷　昌幸

335-B 地区　GST 委員　南　醸人

GST地区委員（社会福祉委員）の拝命を受けて

幹事挨拶
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46年度　佐藤会長より第1副会長を拝命頂き、入
会5年目の私にとっては　身の引き締まる思いでご
ざいます。

また、クラブ組織が大幅に変わっており、前途多難
な今期ではありますが、佐藤会長のテーマ　（広げよ

う奉仕の心We Serve）をモッ
トーに諸先輩方が築き上げ
てこられた堺陵東ライオンズ
クラブの一員として恥じない
活動をさせて頂きますよう、
日々勉強・努力させて頂きた
いと思っています。

今期会長方針で「子供達に
関するアクティビティに力を入れる」と掲げられてい
ます。その一環としてはじめてのアクティビティの計
画が掲げられ、佐藤会長や奉仕委員長のL木村が計
画に向かって活躍されています。微力ながら達成でき
ますよう協力させて頂き目標を達すればと思ってい
ます。

まだまだ未熟者ではございますが、精一杯頑張ら
せて頂く所存でございます。メンバー皆様、御指導、
御鞭撻の程宜しくお願い申しあげます。

第二副会長となるにはまだまだ微力ですが、会長ラ
イオン佐藤のもと、今年は、なりよりもアクティビティの
充実と楽しい例会を開催し、新入会員の方々にも充実
した素晴らしいクラブだと言って頂けるよう、尽力した
いと決意しております。

拝命後２カ月が経ち、年間計画発表・職務表敬訪
問・ガバナー公式訪問１Z合同・納涼家族例会など大
変充実した例会に加えて、新入会員が早くも３名入会
し、とても活気のあるクラブになって参りました。

また、今年度よりプロジェクターとスクリーンを導入

し、例会の進行もスムーズに
行えるようになったことも大き
な進歩だと思っております。

今感じていることは、アク
ティビティ精神旺盛な会員の
皆様に支えて頂いて、第二副
会長役を出来るのは、とても
光栄でやりがいがあると感じ
ております。

本年度、地区ガバナースローガンは「全ては“We 
Serve”の為に ～変革にチャレンジ、そして前へ！～」ま
たクラブ会長スローガンは「広げよう奉仕の心　We 
Serve」を掲げられました。

この先も『We Serve』の精神をモットーに皆さんと楽
しい例会を実践して行く覚悟です。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます！

第一副会長　挨拶

第二副会長　挨拶

01

02

第一副会長　宮本　裕嗣

第二副会長　岡山　茂成
第二副会長を拝命して
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原田　智子
この度、L河野尚樹のスポンサーにより

2017年10月に入会させて頂きました原田
智子と申します。錚々たる諸先輩方がいらっ
しゃるこの堺陵東ライオンズクラブで、私の
ような者が入会させていただいていいのか

と思っておりましたが、初めて例会に参加させていただいた時
から温かく迎えていただき、また皆様とお話させていただく中
で、熱い友愛の精神とクラブに対する想いを目の当たりにし、
ここで沢山のことを学ばせていただき、もっと自分自身を成長
させなければいけないと感じました。堺陵東ライオンズクラブ
で皆様と一緒に活動させていただくことを通して、多くのこと
を勉強させていただき、自分を磨き、クラブに貢献できるよう
精進してまいりたいと思っております。至らない点も多い若輩
者ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

井上　裕介
佐藤澄人様のスポンサーにより，2018年

7月に堺陵東ライオンズクラブに入会させて
いただきました。クラブの皆様には本当に暖
かく入会を迎えていただき，7月にはＲＣ・Ｚ

Ｃ・地区委員の皆様や同じゾーンの会長・幹事が訪問される例
会に合わせて入会式をしていただきました。また8月には合同
例会にて地区ガバナーから直々にお祝いの詞をいただきまし
た。本当に身に余るような光栄でとても感謝しております。

まだまだ未熟な私ですが，自分の所属する委員会だけでな
く，いろんな事業に積極的に参加させていただき，そこで諸先
輩方の背中を見て習い，励み，一日でもはやく自分の考えや行
動が地域貢献，社会奉仕につながっていくように精進しますの
で，ご指導のほどよろしくお願いいたします。ライオンズ活動を
通じた自分自身の成長が今から楽しみで仕方ありません。

髙城　竹正
平成29年11月にL河野のスポンサーによ

り、堺陵東ライオンズクラブに入会させて頂
く事になりました。格式高い堺陵東ライオン
ズクラブに入会させて頂きましたことを光
栄に思っております。

L河野のFacebookからライオンズクラブの活動を知る事と
なり、私も奉仕活動や多くの方との出会いを作って行きたいと
いう思いから、L河野に堺陵東ライオンズクラブに入会させて
頂きたいと言う気持ちをお伝えしました。

その後、L河野からのご厚意で入会に向けて働きかけて頂
いたお蔭で、現在は奉仕活動も含めライオンズクラブの活動
に楽しく参加させて頂いております。これからも「ありがとう」を
たくさん積み重ねていける奉仕活動に力を入れて行きたいと
思います。まだまだ未熟者ではありますが、諸先輩方のアドバ
イスを頂戴し楽しくライオンズクラブの活動に貢献して行く所
存であります。どうぞこれからも宜しくお願い致します。

山田　英範
この度、河野尚樹様のスポンサーにより

2018年４月に入会させて頂くことになった
山田英範と申します。格式があり歴史のあ
る堺陵東ライオンズクラブに入会させて頂
いたことを光栄に感じます。

入会後、約半年が経過いたしました。この半年間、たくさん
の諸先輩方に温かく迎えて頂き、様々な行事に参加させて頂
いた事により、堺陵東ライオンズクラブの存在意義、そして活
動の大切さを実感しております。

この先、私自身に何が出来るのか。どのような形で社会に貢
献し、恩返しをしていくことが出来るのか。今現在答えを見つ
けることはまだまだ出来ていませんが、日々の活動の中でたく
さんの事を学び、いつかは立派なライオンとして認めてもらえ
るような存在になりますので、どうぞ皆様ご指導ご鞭撻の程な
にとぞよろしくお願いいたします。

上田　稔
この度、2018年7月にL佐藤のスポン

サーにより、堺陵東ライオンズクラブに入会
させて頂きました上田稔と申します。私は
29歳で起業し会社は17年目を迎えます。企

業づくりは経営者団体でもあります大阪府中小企業家同友会
に13年間所属し、学びと実践を行って参りました。ライオンズ
クラブには父が以前所属しており地域社会の為に奉仕活動を
行っていた事を自負しておりました。私も45歳の節目になり縁
あって導かれたような気がしてなりません。これからは堺陵東
ライオンズクラブでの奉仕活動を通じて自身の人間性を更に
磨き、地域社会の為に尽力して参りたいと思っております。

まだまだ未熟者ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。

山口　雅之
みなさん初めまして。7月から堺陵東ライ

オンズクラブに入会させて頂きました。山口
雅之と申します。まずは私自身のことについ
て書かせて頂きます。私は税理士法人良知

という税理士事務所を運営させて頂いています。父の代から
数えますと25年間、堺で税理士事務所を営ませて頂いており
ます。私自身は監査法人に勤務しておりまして、事務所に入所
してから10年が経ちます。ライオンズ倶楽部のことは、先輩の
先生方が入会されていたこともあり、私のようなものがまさか
入会させて頂くことが出来るとは思ってもいなかったので、本
当に光栄なことだと思っております。ライオンズの奉仕の精神
に則って奉仕活動に励んで行きたいと思います。先月、今月と
子供食堂の見学や食材の提供をさせて頂きました。そこで、子
供やその親御さんたちが子供食堂で作られているご飯をおい
しそうに食べている風景を見て、自分が運んだ食材で子供た
ちが喜ぶカレーやデザートが作られる姿を思い浮かべると何
やら、仕事とは違うすがすがしい気持ちが心に浮かんできまし
た。まだ分からないのですが、これが奉仕の悦びというものな
のかと感じました。これからも奉仕活動に励みますのでよろし
くお願い致します。

新 会 員 紹 介
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〈委員会構成表〉

理事会・委員会構成理事会・委員会構成2018年～2019年度2018年～2019年度

委員会名 委員長 副委員長 委員

財務委員会 江　田　　　晃 三　好　治　雄 山　下　行　雄

会員委員会 河　野　尚　樹 香　川　　　哲 大　仲　康　暉

マーケティング・
コミュニケーション委員会
IT（情報技術）委員会

髙　城　竹　正 岡　山　茂　成
北　田　義　和
森　　　日出夫

奉仕委員会

　・社会福祉 ・環境保全
　・アラート ・献血
　・YCE ・青少年育成
　・ライオンズクエスト

木　村　武　志 林　　　良　平

大　仲　康　暉
岩　﨑　和　弘
舩　本　公　明
小　崎　照　夫
堀　内　房　子
水ノ上　成　彰
西　原　健　二

岩　城　孝　佳
原　田　智　子
山　田　英　範
井　上　裕　介
上　田　　　稔
山　口　雅　之

指導力育成委員会
会則及び付則委員会

宮　本　裕　嗣 川　井　敏　弘 三　原　宏　巳

例会計画委員会 八　木　弘　晃 有　満　昭　彦
（出席委員長）

吉　川　智　明

楠　　　昭　乗

米　田　増　己

南　　　醸　人

構成メンバー

GAT
（グローバル・アクション・チーム）

ファシリテーター（促進者）…佐藤澄人
GLT（指導力育成） …宮本裕嗣
GMT（会員増強）…河野尚樹

GST（奉仕）…木村武志
FWT（家族・女性増強）…原田智子
LCIF…有満昭彦

会 　 　 長 佐　藤　澄　人

前会長 クラブ LCIF コーディネーター 有　満　昭　彦

第 一 副 会 長 【 G L T 】 宮　本　裕　嗣

第 二 副 会 長 岡　山　茂　成

幹 　 　 事 西　谷　昌　幸

会 　 　 計 江　田　　　晃

奉 仕 委 員 長 【 G S T 】 木　村　武　志

マーケティング・コミュニケーション委員長 髙　城　竹　正
会 員 委 員 長【GMT】 河　野　尚　樹
プログラム・コーディネーター 八　木　弘　晃
2 年 理 事 南　　　醸　人
1 年 理 事 大　仲　康　暉
◆ ラ イ オ ン・ テ ー マ ー 原　田　智　子
◆ テ ー ル・ ツ イ ス タ ー 河　野　尚　樹

大　仲　康　暉

〈クラブ役員・理事会構成表〉
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