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「チャリティーゴルフ大会」開催の趣旨

2015～2016年度　浦安ライオンズクラブスローガン

『永劫の未来へ、愛と感謝と感動を』
心をこめてウィサーブ

東日本大震災から４年半、浦安市街地では、ブルトーザーや鉄槌の音が聞こえ、
街中もきれい整備されてきております。

以前にも増した明るく住みやすい浦安となることは間違いありません。これもひとえ
に市長をはじめ関係者のご努力によるものと感謝しております。

さて、我が浦安ライオンズクラブはおかげ様で44年を迎えることになりました。こ
の間ご支援いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

浦安ライオンズクラブの活動は、具体的には小中学校を訪問し、薬物の危険を警
鐘する薬物乱用防止教室、浦安駅前で実施する献血活動、少年野球大会の助成等
もろもろの地域に密着した活動を行っております。

ライオンズクラブの意義は、愛情に包まれた奉仕活動を行うことであり、常に皆様
に対しては感謝の気持ちを忘れずに接すること、そして実施した活動を全員で感動を
共有することだと思っております。

どうかこの獅子吼を手にされる皆様、浦安ライオンズクラブ奉仕活動にご参加いただけないでしょうか。お待ちしており
ます。

これからも地域に根差した奉仕活動を中心に据え、明るい未来を少しでも手中できたらとの思いで頑張って参ります。
どうか今後ともご支援・ご協力よろしくお願いいたします。

昭和47年４月に発足されて以来、浦安ライオンズクラブの皆様は、社会福祉
活動をはじめ、環境衛生活動、青少年健全育成活動など地域に密着した活動
に献身的に取り組まれ、浦安の発展に大きく寄与されております。ここに心より
深く感謝申し上げます。

東日本大震災から４年６か月余経ちますが、道路の復旧・復興工事の進捗状
況は７月末現在54％です。平成28年度末までの完了を目指し、今まで以上に強
い浦安市をつくっていきたいと思いますので、もうしばらくご不便おかけいたし
ますが、ご理解いただければ幸いです。

また、市民にとって、これからも魅力や活力のあるまち、誇れるまちとして持
続的に発展していくために、復旧・復興工事を最優先にしながらも、様 な々課題
や政策に取り組んでいるところです。

浦安ライオンズクラブのモットーである「We Serve」の趣旨に則った様 な々活動
に敬意を表しますとともに、本市の良きパートナーとして、浦安の復興、そして
新生浦安の実現にご支援、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

最後に、浦安ライオンズクラブのさらなる発展と、会員皆様のご活躍、ご健
勝を心から祈念いたしましてご挨拶といたします。

会長挨拶

ごあいさつ

浦安市長 松崎　秀樹 様
浦安ライオンズクラブ

第44期会長　Ｌ高梨　良茂

浦安ライオンズクラブは発足以来44年目を迎えます。本年は高梨良茂会長のもと
「永劫の未来へ、愛と感謝と感動を」をスローガンに、地域社会に貢献すべく様々な
奉仕活動に取り組んでおります。クラブ恒例のチャリティーゴルフ大会は、会員以外
の皆様方にご支援をお願いし、今回で34回目を迎えることができました。「継続は力
なり」と申しますが、私たちの奉仕活動が末永く続けられますのも皆様の温かいご理
解・ご協力が大きな支えであり、衷心より感謝申し上げます。チャリティーの収益金は、
全て浦安市内の地域社会福祉活動、国際親善交流、青少年健全育成の事業活動資
金として広く役立たせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

終わりに、皆様のご健勝とますますのご活躍をご祈念申し上げてご挨拶とさせてい
ただきます。

チャリティーゴルフ大会に寄せて 浦安ライオンズクラブ
チャリティーゴルフ実行委員長　Ｌ吉田　賢太郎

・盲導犬支援募金活動　・災害支援募金活動
社会福祉活動

・社会福祉協議会
・浦安市スカウト連絡協議会
・手をつなぐ親の会
・浦安市少年野球

・浦安青年会議所　青少年事業
・盲人留学生交流会
・市内盲導犬育成支援
・千葉県アイバンク協会

支援アクティビティ

・薬物乱用防止教室の開催
・薬物乱用防止キャンペーンの実施

青少年健全育成活動
・献血活動　・アイバンク献眼推進活動
環境衛生活動

浦安ライオンズクラブの奉仕活動

浦安ライオンズクラブ主催のチャリティーゴルフ大会開
催の目的は、クラブの各アクティビティ（奉仕活動）に利用
される予算として、ゴルフ参加者様より事業費をチャリ
ティーしていただくことにあります。その事業費はクラブ
の運営に利用するのではなく、クラブメンバーのドネー
ション（会員の寄付金）とともに、すべてアクティビティの
ために利用されます。

その収益金（事業費）は、クラブ会則により、クラブ運営のために支
出することを禁止されていることは、他の奉仕団体とは根本的に異な
るところで、これはライオンズクラブの誇りとするところです。
毎年恒例の開催としておりますが、今後ともさらに当クラブ活動を

ご理解いただくと共に、ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。
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浦安ライオンズクラブ第43期事業報告

市川パインツリーLC「松樹茶会」 薬物乱用防止教育認定講師養成講座薬物乱用防止キャンペーン納涼会ガバナー公式訪問合同例会 ファイナル例会クリスマス家族例会

【　抜　粋　】 2014年7月～2015年6月

2015年 内　　　容 場　　　所

2014年 内　　　容 場　　　所

第43期第43期

事業事業

第44期委員会組織

環 境 衛 生 委 員 会

社 会 福 祉 委 員 会

国 際 親 善 姉 妹 委 員 会
会 計 監 査

Ｌ増　田　　勉　
第一副会長　Ｌ古　河　守　男

Ｌ内　田　千　尋

Ｌ渡　辺　照　雄 Ｌ江　口　隆　定

Ｌ江　口　隆　定

Ｌ渡　邊　利　明
Ｌネタラ・B・タパ

Ｌ飯　盛　保　之
Ｌ渡　邊　利　明 Ｌ大　塚　恒　夫

Ｌ亀　井　正　博 Ｌ飯　盛　保　之
Ｌ梅　澤　　勇　 Ｌ内　山　昌　紀 Ｌ吉　野　眞太朗

Ｌ亀　井　正　博 Ｌ池　田　実　夫 Ｌ大　塩　達　弥 Ｌ吉　野　眞太朗
Ｌ保戸田　　優　 Ｌ丸　茂　陽　一

会 員 委 員 会
会 則 ・ 付 則 委 員 会

出 席 委 員 会

第二副会長　Ｌ熊　切　克　巳

Ｌ大　塚　行　雄
Ｌ小　川　純一朗
Ｌ内　田　千　尋 Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ指　田　勝　希

Ｌ鈴　木　政　高
Ｌネタラ・B・タパ Ｌ白　井　寛　之 Ｌ山　脇　　均　

青少年健全育成委員会

計 画 ・ 財 務 委 員 会

ＰＲ・ＩＴ情報委員会

Ｙ Ｅ 委 員 会

第三副会長　Ｌ飯　盛　保　之
Ｌ大　石　守　史

Ｌ丸　茂　陽　一 Ｌ古　河　守　男

Ｌ皆　川　光　司 Ｌ金　子　康　行
Ｌ長　野　朋　樹 Ｌ熊　切　克　巳 Ｌ鈴　木　政　高 Ｌ皆　川　光　司

Ｌ佐久間　　清　 Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ佐々木　　孝　
Ｌ増　田　　　勉 Ｌ加賀田　将　虎 Ｌ白　井　寛　之

チャリティーゴルフ委員会
特別委員会

Ｌ吉　田　賢太郎

地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ内田　千尋（浦安LC）
地区ガバナー・LCIF地区コーディネーター Ｌ吉原　稔貴（市川LC）

1R 1Z ZC Ｌ德岡めぐみ（市川パインツリー LC）
1R 2Z ZC Ｌ髙津　光晴（浦安シーサイドLC） キャビネット副幹事 Ｌ熊切　克巳（浦安LC）

キャビネット副幹事 Ｌ広瀬　直樹（浦安LC）
地区年次大会副委員長 Ｌ高梨　良茂（浦安LC）
地区国際大会参加推進副委員長 Ｌ古河　守男（浦安LC）

納 涼 委 員 会 Ｌ加賀田　将　虎
ク リ ス マ ス 委 員 会 Ｌ谷　口　教　仁 旅 行 委 員 会 Ｌ内　田　千　尋
国 際 大 会 参 加 委 員 会 Ｌ古　河　守　男 三クラブ合同アクティビティ Ｌ金　子　康　行 Ｌ飯　盛　保　之

333－C地区　キャビネット役員（出向者）

谷 口 教 仁

サンルートプラザ東京
・・・・・・・・・・・

料飲宴会セールス部
兼マーケティング部　部長

たに ぐち のり ひと

Ｌ池　田　実　夫

Ｌ指　田　勝　希
Ｌ大　塩　達　弥

Ｌ大　塚　恒　夫 Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ渡　辺　清　昭 Ｌ渡　邊　利　明

2012年6月入会（再入会）
池 田 実 夫

鮮魚仲買 有限会社池茂水産
・・・・・・・・・・・

代表取締役

いけ だ じつ お

2014年11月入会
ネタラ B タパ

インド・ネパール料理店
ZAIKKA（ザイカ）

・・・・・・・・・・・
取締役総務部長

2014年10月入会

総合福祉センター

高洲中央公園少年野球場
議会事務局
市長公室
千葉県経営者会館
ホテルグリーンタワー幕張
浦安ブライトンホテル
浦安ブライトンホテル
ホテルスプリングス幕張
オリエンタルホテル東京ベイ
高洲中央公園少年野球場
上野精養軒

江戸川河川敷
市民まつり会場
入船北小学校
久能カントリークラブ
千葉県経営者会館
東西線浦安駅前
若潮公園広場
日の出三番瀬沿い緑道
健康センター

山田ゴルフ倶楽部・東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
浦安市総合福祉センター 2F
たてやま温泉千里の風
フローラ西船
浦安市文化会館大ホール

東小学校
オリエンタルホテル東京ベイ
千葉県教育会館
シェラトン・グランデ・トーキョー･ベイ
市立日の出小学校
浦安市文化会館小ホール
ホテルオークラ東京ベイ
カンデオホテルズ千葉
市川市文化会館
千葉県経営者会館
幕張海浜公園見浜園「松籟亭」

東西線浦安駅前

総合福祉センター 2F
高洲中央公園少年野球場
レイクウッド総成カントリークラブ
ホテルニューオータニ幕張

浦安市総合体育館
UIFA事務所
三浦市民ホール「うらり」
文化会館3F
オークラ千葉ホテル
文化会館3F
富岡小学校
新潟テレサ

若潮公園広場
アメリカ合衆国ハワイ州

第64回「社会を明るくする運動」出発式・街頭キャンペーン
～8日（火）第97回トロント（カナダ）国際大会参加；L古河、L佐久間
第32回よみうり旗争奪少年野球大会開会式
浦安市議会議長表敬訪問
浦安市長表敬訪問
地区献眼推進研修会並びにサポーター講習会
女性・若手フォーラム
1R,1Z,2Z合同ガバナー公式訪問合同例会（9月第1例会）
ライオンズクエスト研修会
献血推進研修会
オーランド市長を囲む市民交流会（UIFA）
第67回浦安市少年野球大会閉会式
MD333主催｢LCIF開発セミナー」
浦安LC第33回チャリティゴルフ大会　於山田ゴルフ倶楽部・パーティ;東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
第20回市川リバーサイドマラソン大会開会式
薬物乱用防止キャンペーン　（キャラバンカー依頼）
入船北小学校「薬物乱用防止教室」開催
日本網膜色素変成症協会支援チャリティゴルフコンペ
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
献血（200ml×18名＋400ml×35名＝17,600ml）受付62名
花いっぱい運動
植樹祭「未来のために森をつなごう」
浦安市ふるさとづくり推進協議会理事会
3クラブ合同親睦ゴルフコンペ・懇親会
浦安手をつなぐ親の会クリスマス会
「ライオンズクラブをもっと楽しもう」フォーラム
第2回1R.1Z.2Z合同ガバナー諮問委員会
歳末チャリティー映画まつり

浦安市消防本部出初式
浦安市国際交流協会2015年新春交流会
第34回ライオンズスピーチコンテスト
浦安市経済関連団体合同賀詞交歓会
日の出小学校「薬物乱用防止教室」
第17回浦安市社会福祉大会
（公社）浦安青年会議所創立35周年記念式典
第1回地区ニューリーダー育成研究会
市川LCチャリティー寄席
地区献血、献眼、臓器移植研究会
市川パインツリーLCチャリティ茶会
献血奉仕活動
200ml×10名＋400ml×36ml名＝16,400ml　受付数60名　（否採血数14名）出席メンバー22名
第18回盲人留学生交流会
第68回浦安市少年野球大会開会式
第19回浦安中央LCチャリティゴルフ大会（2組参加）
第61回333-C地区年次大会（4月第1例会振替）
アワード；最優秀クラブ賞（銀賞）クラブリーダーシップ賞；L吉田；新入会員スポンサー賞；L内田、L金子
浦安青年会議所「第27回わんぱく相撲浦安場所」
浦安市国際交流協会5月理事会
三浦ライオンズクラブ゛50周年記念式典
国際交流協会2015年度総会
第3回地区緊急災害支援センター会議
第18回市民まつり実行委員会
富岡小学校「薬物乱用防止教室」
第61回333複合地区年次大会
～9日（火）ネパール大地震災害支援のため浦安LCよりLタパとCABから2名現地で支援活動
花いっぱい運動
～30日（火）第98回ホノルル国際大会参加；L吉田、L古河、L佐久間

7月 1日（火）
7月 4日（金）
7月 6日（日）
7月15日（火）
7月22日（火）
8月20日（水）
8月30日（土）
9月07日（日）
9月16日（火）
9月17日（水）
9月20日（土）
9月21日（日）
9月25日（木）
9月26日（金）
10月 5日（日）
10月18日（土）
10月27日（月）
10月28日（火）
11月 5日（水）
11月 7日（金）
11月 8日（土）
11月15日（土）
11月18日（火）
11月21日（金）
12月 7日（日）
12月 7日（日）
12月 8日（月）
12月20日（土）

1月11日（日）
1月18日（日）
1月24日（土）
1月29日（木）
2月 3日（火）
2月 7日（土）
2月20日（金）
3月 1日（日）
3月 2日（月）
3月14日（土）
3月15日（日）

3月27日（金）

3月27日（金）
4月 5日（日）
4月13日（月）

4月19日（日）

5月 9日（土）
5月 9日（土）
5月10日（日）
5月16日（土）
5月24日（日）
5月25日（月）
5月29日（金）
5月31日（日）
6月 1日（月）
6月 7日（日）
6月26日（金）
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浦安ライオンズクラブ第43期事業報告

市川パインツリーLC「松樹茶会」 薬物乱用防止教育認定講師養成講座薬物乱用防止キャンペーン納涼会ガバナー公式訪問合同例会 ファイナル例会クリスマス家族例会

【　抜　粋　】 2014年7月～2015年6月

2015年 内　　　容 場　　　所

2014年 内　　　容 場　　　所

第43期第43期

事業事業

第44期委員会組織

環 境 衛 生 委 員 会

社 会 福 祉 委 員 会

国 際 親 善 姉 妹 委 員 会
会 計 監 査

Ｌ増　田　　勉　
第一副会長　Ｌ古　河　守　男

Ｌ内　田　千　尋

Ｌ渡　辺　照　雄 Ｌ江　口　隆　定

Ｌ江　口　隆　定

Ｌ渡　邊　利　明
Ｌネタラ・B・タパ

Ｌ飯　盛　保　之
Ｌ渡　邊　利　明 Ｌ大　塚　恒　夫

Ｌ亀　井　正　博 Ｌ飯　盛　保　之
Ｌ梅　澤　　勇　 Ｌ内　山　昌　紀 Ｌ吉　野　眞太朗

Ｌ亀　井　正　博 Ｌ池　田　実　夫 Ｌ大　塩　達　弥 Ｌ吉　野　眞太朗
Ｌ保戸田　　優　 Ｌ丸　茂　陽　一

会 員 委 員 会
会 則 ・ 付 則 委 員 会

出 席 委 員 会

第二副会長　Ｌ熊　切　克　巳

Ｌ大　塚　行　雄
Ｌ小　川　純一朗
Ｌ内　田　千　尋 Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ指　田　勝　希

Ｌ鈴　木　政　高
Ｌネタラ・B・タパ Ｌ白　井　寛　之 Ｌ山　脇　　均　

青少年健全育成委員会

計 画 ・ 財 務 委 員 会

ＰＲ・ＩＴ情報委員会

Ｙ Ｅ 委 員 会

第三副会長　Ｌ飯　盛　保　之
Ｌ大　石　守　史

Ｌ丸　茂　陽　一 Ｌ古　河　守　男

Ｌ皆　川　光　司 Ｌ金　子　康　行
Ｌ長　野　朋　樹 Ｌ熊　切　克　巳 Ｌ鈴　木　政　高 Ｌ皆　川　光　司

Ｌ佐久間　　清　 Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ佐々木　　孝　
Ｌ増　田　　　勉 Ｌ加賀田　将　虎 Ｌ白　井　寛　之

チャリティーゴルフ委員会
特別委員会

Ｌ吉　田　賢太郎

地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ内田　千尋（浦安LC）
地区ガバナー・LCIF地区コーディネーター Ｌ吉原　稔貴（市川LC）

1R 1Z ZC Ｌ德岡めぐみ（市川パインツリー LC）
1R 2Z ZC Ｌ髙津　光晴（浦安シーサイドLC） キャビネット副幹事 Ｌ熊切　克巳（浦安LC）

キャビネット副幹事 Ｌ広瀬　直樹（浦安LC）
地区年次大会副委員長 Ｌ高梨　良茂（浦安LC）
地区国際大会参加推進副委員長 Ｌ古河　守男（浦安LC）

納 涼 委 員 会 Ｌ加賀田　将　虎
ク リ ス マ ス 委 員 会 Ｌ谷　口　教　仁 旅 行 委 員 会 Ｌ内　田　千　尋
国 際 大 会 参 加 委 員 会 Ｌ古　河　守　男 三クラブ合同アクティビティ Ｌ金　子　康　行 Ｌ飯　盛　保　之

333－C地区　キャビネット役員（出向者）

谷 口 教 仁

サンルートプラザ東京
・・・・・・・・・・・

料飲宴会セールス部
兼マーケティング部　部長

たに ぐち のり ひと

Ｌ池　田　実　夫

Ｌ指　田　勝　希
Ｌ大　塩　達　弥

Ｌ大　塚　恒　夫 Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ渡　辺　清　昭 Ｌ渡　邊　利　明

2012年6月入会（再入会）
池 田 実 夫

鮮魚仲買 有限会社池茂水産
・・・・・・・・・・・

代表取締役

いけ だ じつ お

2014年11月入会
ネタラ B タパ

インド・ネパール料理店
ZAIKKA（ザイカ）

・・・・・・・・・・・
取締役総務部長

2014年10月入会

総合福祉センター

高洲中央公園少年野球場
議会事務局
市長公室
千葉県経営者会館
ホテルグリーンタワー幕張
浦安ブライトンホテル
浦安ブライトンホテル
ホテルスプリングス幕張
オリエンタルホテル東京ベイ
高洲中央公園少年野球場
上野精養軒

江戸川河川敷
市民まつり会場
入船北小学校
久能カントリークラブ
千葉県経営者会館
東西線浦安駅前
若潮公園広場
日の出三番瀬沿い緑道
健康センター

山田ゴルフ倶楽部・東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
浦安市総合福祉センター 2F
たてやま温泉千里の風
フローラ西船
浦安市文化会館大ホール

東小学校
オリエンタルホテル東京ベイ
千葉県教育会館
シェラトン・グランデ・トーキョー･ベイ
市立日の出小学校
浦安市文化会館小ホール
ホテルオークラ東京ベイ
カンデオホテルズ千葉
市川市文化会館
千葉県経営者会館
幕張海浜公園見浜園「松籟亭」

東西線浦安駅前

総合福祉センター 2F
高洲中央公園少年野球場
レイクウッド総成カントリークラブ
ホテルニューオータニ幕張

浦安市総合体育館
UIFA事務所
三浦市民ホール「うらり」
文化会館3F
オークラ千葉ホテル
文化会館3F
富岡小学校
新潟テレサ

若潮公園広場
アメリカ合衆国ハワイ州

第64回「社会を明るくする運動」出発式・街頭キャンペーン
～8日（火）第97回トロント（カナダ）国際大会参加；L古河、L佐久間
第32回よみうり旗争奪少年野球大会開会式
浦安市議会議長表敬訪問
浦安市長表敬訪問
地区献眼推進研修会並びにサポーター講習会
女性・若手フォーラム
1R,1Z,2Z合同ガバナー公式訪問合同例会（9月第1例会）
ライオンズクエスト研修会
献血推進研修会
オーランド市長を囲む市民交流会（UIFA）
第67回浦安市少年野球大会閉会式
MD333主催｢LCIF開発セミナー」
浦安LC第33回チャリティゴルフ大会　於山田ゴルフ倶楽部・パーティ;東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
第20回市川リバーサイドマラソン大会開会式
薬物乱用防止キャンペーン　（キャラバンカー依頼）
入船北小学校「薬物乱用防止教室」開催
日本網膜色素変成症協会支援チャリティゴルフコンペ
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
献血（200ml×18名＋400ml×35名＝17,600ml）受付62名
花いっぱい運動
植樹祭「未来のために森をつなごう」
浦安市ふるさとづくり推進協議会理事会
3クラブ合同親睦ゴルフコンペ・懇親会
浦安手をつなぐ親の会クリスマス会
「ライオンズクラブをもっと楽しもう」フォーラム
第2回1R.1Z.2Z合同ガバナー諮問委員会
歳末チャリティー映画まつり

浦安市消防本部出初式
浦安市国際交流協会2015年新春交流会
第34回ライオンズスピーチコンテスト
浦安市経済関連団体合同賀詞交歓会
日の出小学校「薬物乱用防止教室」
第17回浦安市社会福祉大会
（公社）浦安青年会議所創立35周年記念式典
第1回地区ニューリーダー育成研究会
市川LCチャリティー寄席
地区献血、献眼、臓器移植研究会
市川パインツリーLCチャリティ茶会
献血奉仕活動
200ml×10名＋400ml×36ml名＝16,400ml　受付数60名　（否採血数14名）出席メンバー22名
第18回盲人留学生交流会
第68回浦安市少年野球大会開会式
第19回浦安中央LCチャリティゴルフ大会（2組参加）
第61回333-C地区年次大会（4月第1例会振替）
アワード；最優秀クラブ賞（銀賞）クラブリーダーシップ賞；L吉田；新入会員スポンサー賞；L内田、L金子
浦安青年会議所「第27回わんぱく相撲浦安場所」
浦安市国際交流協会5月理事会
三浦ライオンズクラブ゛50周年記念式典
国際交流協会2015年度総会
第3回地区緊急災害支援センター会議
第18回市民まつり実行委員会
富岡小学校「薬物乱用防止教室」
第61回333複合地区年次大会
～9日（火）ネパール大地震災害支援のため浦安LCよりLタパとCABから2名現地で支援活動
花いっぱい運動
～30日（火）第98回ホノルル国際大会参加；L吉田、L古河、L佐久間

7月 1日（火）
7月 4日（金）
7月 6日（日）
7月15日（火）
7月22日（火）
8月20日（水）
8月30日（土）
9月07日（日）
9月16日（火）
9月17日（水）
9月20日（土）
9月21日（日）
9月25日（木）
9月26日（金）
10月 5日（日）
10月18日（土）
10月27日（月）
10月28日（火）
11月 5日（水）
11月 7日（金）
11月 8日（土）
11月15日（土）
11月18日（火）
11月21日（金）
12月 7日（日）
12月 7日（日）
12月 8日（月）
12月20日（土）

1月11日（日）
1月18日（日）
1月24日（土）
1月29日（木）
2月 3日（火）
2月 7日（土）
2月20日（金）
3月 1日（日）
3月 2日（月）
3月14日（土）
3月15日（日）

3月27日（金）

3月27日（金）
4月 5日（日）
4月13日（月）

4月19日（日）

5月 9日（土）
5月 9日（土）
5月10日（日）
5月16日（土）
5月24日（日）
5月25日（月）
5月29日（金）
5月31日（日）
6月 1日（月）
6月 7日（日）
6月26日（金）

新メンバー
の紹介
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第43期をふりかえって

2014年7月～2015年6月まで、私、Ｌ内田千尋は333複合地区のPR情報委員長を拝命致しました。
333複合のＡ地区（新潟県）。Ｂ地区（栃木県）。Ｃ地区（千葉県）。Ｄ地区（群馬県）。Ｅ地区（茨城県）。

の各準地区より委員が任命され私が委員長となりました。
１－仕事の内容は準地区内の各クラブの事務処理において、インターネットで行っているクラブと

行っていないクラブがあるので、全てのクラブがインターネットで行えるように各委員が自分の準地区
に行き、指導育成をする。

２－複合地区年次大会の参加者の集計表については今まではFAXでの登録受付をしており、大会
事務局としては処理に大変な手数がかかっている。インターネットシステム「eMMR servannA」で行
えば年次大会登録業務の手間が半減し5準地区全てが恩恵を受けるので、この方法を導入した。

３－次に8複合地区。330（東京、神奈川、山梨、埼玉）331（北海道－道央、道北、道東、道南）332（青森、岩手、宮城、福島、山形、
秋田）333（新潟、栃木、千葉、群馬、茨城）334（愛知、岐阜、三重）335（兵庫、大阪、和歌山、滋賀、京都、奈良）336（徳島、高知、香川、
愛媛、鳥取、岡山、広島、島根、山口）337（福岡、長崎、大分、宮崎、佐賀、鹿児島、沖縄、熊本）より任命された代表委員が、
東京に集合して会議を開く場合は一回につき宿泊費を除いて交通費、400,000円掛かるので経費の節約の意味で各準地区の事務
局に担当委員が居て「ウェブ連絡会議」を行った。画面にお互いの顔が映る、議題一つ一つの点についても交代で意見が言える、
議事進行の流れも、スムーズに行える、大変便利な方法であります。次年度もこの方法で行うこととなりました。

以上が主な要点でありますが、私は今迄パソコンは勉強したことがありませんでしたが、今回、333複合地区のPR情報・IT委員
長というお役を頂き、80歳の手習いで勉強をいたしました。やればやるほど、世の中にこんなに便利なものがあるのかと、パソコ
ンをさわるのが大変楽しく成ってまいりました。

333複合地区　PR情報・IT委員会　委員長　Ｌ内田　千尋

私、Ｌ皆川光司は第43期（2014年7月～2015年6月）の環境衛生委員長を仰せつかりました。
年2回の献血活動、千葉県アイバンク協会への支援、日本網膜色素変成症協会への支援等の活

動を行なう委員会です。
当委員会の大きな事業は、やはり献血奉仕活動でございます。
今期は11月7日、3月27日に浦安駅前で献血を行ないました。通行人の方々へのメンバーによ

るお願いの声かけ（献血お願いしまーす）（御協力お願いしまーす）等とティッシュを配布したり
の一日でした。

そしてマイク＆スピーカーを使っての声かけも行ないましたので、さぞかし音量が大きく近
隣の商店の方々には大変ご迷惑をお掛けしたと思います。この場を借りてお詫び申し上げます。

しかしながら、お陰様で34,000mlという採血量の御協力を頂きました。本当にありがとうございました。
今後も浦安ライオンズクラブは献血活動を続けていきますので、我々の活動を見かけましたら、是非御協力をお願いいた

します。

環境衛生委員会　委員長　Ｌ皆川　光司

青少年健全育成委員会に関する活動は、その大半が薬物乱用防止に関するものでした。まず
最初に行ったのは市民祭りの場でキャラバンカーを使い市民の皆様に薬物乱用防止に関する映
像やパンフレットで薬物乱用の怖さを伝える事業でした。そこからは、主に小中学校に伺い「薬
物乱用防止教室」を開催する事でした。その内容は、DVDによる薬物乱用に関する映像を見て
頂き、ライオンズメンバーで寸劇を披露し、浦安警察署の方に薬物に関する現状をお話頂くと
いう流れで行いました。最初は進行に慣れない面もあり時間をかなりオーバーすることもあり
ましたが、次第にスムーズに行くようになりました。事前に研修会等にも出席させて頂き、改
めて薬物の怖さを実感していたので、子どもたちに薬物乱用は、「ダメ、ゼッタイ！」なんだと
いうことをぜひ伝えたいという強い気持ちで取り組んでみました。子どもたちも真剣なまなざ
しで聞いてくれていたので、多少は伝わってくれたのではないかと思います。危険ドラッグに関してもそうですが、手を変
え品を変え、様々な手段で薬物の危険は近寄ってくるので、子どもたちだけでなく保護者に向けても継続的にこのような取
り組みを行っていくことが大切だと実感しました。

青少年健全育成委員会　委員長　Ｌ加賀田　将虎

第43期吉田体制がスタートして最初の理事会において、会員理事として会員増強特別委員会の設置
を提案しました。

会長スローガンは先ず、第一に会員増強を揚げております。会員増強は我らがライオンズクラブの
みならず、全てのライオンズクラブの永遠のテーマーであるわけであります。おかげで近年、会員招
聘が功を奏し新会員が入会されましたが、一方では退会者、休会者もおります。

クラブ活動を積極的に運営するためには常時一定の会員数が必要であり且つ、理想でもあります。
そこで将来に向かって会員年代層のバランスを思うと若い年代層の入会者の増強が喫緊の問題と考え
ました。

この会員増強特別委員会にはクラブ内で経験者・年代層・その他等を考慮した委員を選任して理解と
協力のもと積極的な招請活動を行ってまいりました。結果、今期３名の新会員が入会され吉田会長の目標を上回る成果を上げました。

これらの活動で思いがけない事が分りました。それは、ライオンズクラブに入っていない人に、その理由を伺いますと
「誘われなかった」「何も言われなかった」「活動がわからなかった」「招聘者に選ばれ光栄である」「事情があって時間が取れな
い」「格式が高い」等いろいろな意見があって大いに参考になりました。でもこれらの事は我々のクラブ活動やＰＲが不足している
理由でもあります。今後も丁寧な説明に心がけねばならない、とともに当然のことですが何事も行動しなければ結果が出ません。

今後とも、会員委員会はもとより全会員が永遠のテーマーを意識して会員増に努めて下さるよう、ひいてはクラブの発展に繋がり
ます。ここに次期会員理事に貴重な関係資料を引き継ぎます。

会員増強特別委員会　委員長　Ｌ指田　勝希

当委員会の平成26年度予算は60万円でスタートしました。
主な活動を少し具体的に紹介しますと

１．「手をつなぐ親の会」が行なうクリスマス会に、私達が用意したクリスマスプレゼントを持参しサン
タクロースに扮装して会の皆さんにプレゼントを手渡す等の助成を行ないました。

２．「社会福祉協議会」が主催する歳末チャリティー映画祭の上映資金の一部を支援させて頂きました。
３．「ジュエリーボックス」の行なう盲人留学生交流会に提供される軽食費の支援をさせて頂きました。

以上の活動は間接的な支援でありますが永年続く大切な活動だと思っています。
これらの活動以外にも大切な募金活動を行なっています。盲導犬育成の為の募金活動です。市内

のホテルや店舗等のレジカウンターでご覧になる機会もあろうかと思いますが毎年一回これらの浄財
を公益財団法人「日本盲導犬協会」に送金しており、今年も63,739円を送り累計額は3,575,082円になりました。

以上が社会福祉委員会の行なう活動です。
どの活動も一年で行なう活動としては小さな事かもしれませんが、浦安ライオンズクラブが存続される限り続く大切な支援活動で

あると思っております。
今後とも皆様方のご理解とご支援ご協力の程何卒よろしくお願い致します。

社会福祉委員会　委員長　Ｌ小川　純一朗
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ネパール大地震支援について特
集
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今年４月25日にネパール大地震（Ｍ７.９）が起こり、甚大な被害が発生しました。浦安LCにはネパール国籍の
Ｌネタラ・バハドゥル・タパが在籍しており、早速に波木地区ガバナーに緊急支援要請を致しましたところ、333-Ｃ
地区全体で350万円を超える支援金が集まりました。６月１日～５日までＬ松本宰史第一副地区ガバナー、Ｌ藤原
宏高（船橋中央LC）、浦安LC代表のＬタパら３名は、日本から持って行った支援物資を被災者に直接渡すとともに、
支援金２万ドルをＡ２地区のLCに届けました。更にＬタパは６月８日まで残って、実兄の所属するネパール・ポカ
ラ市のライオンズクラブとともに車で４時間かけてゴルカという村に支援物資を届けて喜ばれました。また、Ｌタパ
に託された支援金50万円は被災者の仮設住宅40戸分の建設に使われることになりました。

Ｌ吉田　賢太郎

倒壊した史跡のダラハラ塔

支援の仮設住宅

ネパール山間部

333-C地区からの支援

被災地の惨状（2）

支援物資を子供たちに配布

バッタプールの被災地

Lタパから子供たちへ

被災地の惨状

持参のバックを贈呈

浦安ライオンズの名前が見える

ネパールのライオンズとともに

（写真提供：Ｌタパ）
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第98回国際大会ハワイ・ホノルル（2015年6月26日～7月7日）

浦安ライオンズクラブからは、Ｌ古河、Ｌ佐久間とＬ吉田の３名が参加しました。　
今大会はライオン山田實紘（美濃加茂LC）が日本人として34年ぶり２人目となる国際会長に就任する記念すべき
大会であり、大勢の日本人ライオン（１万人）がハワイに終結しました。６月27日は華やかなインターナショナル・
パレードがワイキキの浜通りで行われ、日本は３番目の早いスタートでした。28日は２万人参加の開会式に出席し、
29日はハワイ観光を楽しみました。30日の閉会式では、山田国際会長の就任演説が行われるとともに吉原稔貴地区
ガバナーが誕生しました。

パレード出発前

山田国際会長就任

カメハメハ大王の戦い地

戦艦ミズーリの艦上で

大会参加のメンバー

吉原ガバナーの誕生

戦艦アリゾナメモリアル

日本チームのパレード

ハワイ大会参加の３人

吉原ガバナーを励ます会

カメハメハ大王ゆかりの地を観光

Ｌ吉田　賢太郎

浦安ライオンズクラブアクティビティの紹介

薬物乱用防止キャンペーン

盲人留学生交流会支援

浦安市少年野球への支援

「手をつなぐ親の会」クリスマス会への支援

盲導犬支援募金活動 アイバンク献眼推進運動

「わんぱく相撲浦安場所」等への支援浦安市スカウト連絡協議会への支援

愛の献血運動

・ ボーイスカウト浦安第１団
・ ボーイスカウト浦安第２団
・ ガールスカウト千葉県第60団
・ ガールスカウト千葉県第80団
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「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止キャンペーンを、例年10月の
浦安市民まつり会場にて開催しています。薬物乱用防止に関す
る正しい知識が容易に理解できるよう工夫されたキャラバン
カーを展示し、車内の標本や模型、3Ｄ映像、ゲームなどを見学、
体験していただいていま
す。

「ジュエリーボックス盲人留学生交流会」は盲人留学生が視覚
障がいを持ちながら、言葉も文化も異なる日本で、鍼・灸・マッ
サージなどを学んで自国にもどり、自立を目指す若者たちを
励ますことを目的とした交流会です。

浦安市野球協会学童部では、世界野球大会
日本代表予選を兼ね毎年７月に少年軟式野
球世界大会（全国ブロック大会）を市内で
行っております。野球を通じ青少年健全育
成への活動に対し支援を行っております。

「わんぱく相撲浦安場所」などの青少年健全
育成事業を展開する公益社団法人浦安青年
会議所への支援を行っています。

社会教育として青少年の成長に貢献している
スカウト運動への支援を行っております。

浦安市総合福祉センターにて「手をつなぐ親の会」の恒例クリ
スマス会が行われますが、浦安ライオンズクラブの奉仕活動
において、一番永く継続して行われているボランティア活動
です。クラブで用意したクリスマスプレゼントを、メンバー
のサンタクロースがお一
人お一人にプレゼントし
ております。

盲導犬協会の募金箱を、市内の
事業所に設置し管理を行っており
ます。

1925年のライオンズクラブ国際大会に、三重苦の聖女と呼ばれたヘ
レン・ケラー女史が、ゲストスピーカーとして招かれ、そこで彼女はラ
イオンズクラブに対し「暗闇と戦う盲人のための騎士になってください」
と訴えました。以来、ライオンズクラブは視聴障がい者福祉や視力
保護の活動に重点を置いております。
浦安ライオンズクラブにおいてもアイ
バンク登録運動を展開しております。
献眼は角膜移植を必要とされる方々
に、ふたたび光を届けることが可能
となります。一人でも多くの方の善
意とご協力をお願いいたします。

献血は、尊い命を救う一人一人の崇高な精神と、多くの方々の
善意によって成り立っております。全国のライオンズクラブにおい
て献血運動を展開しておりますが、千葉県では県内の献血量の
約14パーセントを、県内クラブの献血活動により確保しております。
浦安ライオンズクラブでは、
千葉県赤十字血液センター
と協力し献血バスを年３回
ほど配車し、多くの献血協
力者を募ってまいります。

今期も、３回程度の献血活動を予定しておりますので、
ぜひご協力をお願い申し上げます。



第98回国際大会ハワイ・ホノルル（2015年6月26日～7月7日）
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29日はハワイ観光を楽しみました。30日の閉会式では、山田国際会長の就任演説が行われるとともに吉原稔貴地区
ガバナーが誕生しました。

パレード出発前

山田国際会長就任

カメハメハ大王の戦い地

戦艦ミズーリの艦上で

大会参加のメンバー

吉原ガバナーの誕生

戦艦アリゾナメモリアル
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LCIF（ライオンズクラブ国際財団）

メルビン・ジョーンズ・フェロー

ライオンズクラブ国際財団は、ライオンズクラブの活動を支援す
るために設立された財団で、ライオンズクラブ国際協会の人道事業
に資金を提供してサポートしております。LCIFの交付金を利用する
ことで、ライオンズは個別に行う以上の奉仕を実施することが出来
るのです。

LCIFの交付金はすべて献金によるもので、運営費は投資による利
息のみによって賄われております。

LCIFへの献金をしたメンバーに贈られる称号です。
2015年 L内田千尋 （18回）
 L古河守男 （18回）

ライオンズクラブとは

　　　　　　　　　　　　　1917年起草　1919年採択

・世界の人びととの間に相互理解の精神をつちかい発展させる
・よい施設とよい公民の原則を高揚する
・地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す
・友情、親善、相互理解のきずなによってクラブ間の融和をはかる
・一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし政党、

宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない
・奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげま

し、また商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、
道徳的水準をさらに高める

ライオンズは、世界の平和と地域社会の幸福を願い、世界中で地域社会のニーズに応えるため
に活動している、202カ国130万人の国際的なネットワークです。

　　　　　　　　　　　　　1954年採択

　We Serve（われわれは奉仕する）
「私」ではなく「われわれ」であるところ
が、ライオンズクラブの特徴です。皆が
力を合わせ人道奉仕を行い、助け合う。
そういう組織のモットーです。

　

「われわれは知性を高め、友愛と相互理
解の精神を養い、平和と自由を守り、社
会奉仕に精進する」

Liberty　　　自由を守り
　Intelligence   知性を重んじ

　　Our 　　　　われわれの
　　　Nation's   　　国の

　　　　Safety　 　　安全をはかる

「ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体」

「動き出そう！人々のために、世界のために」
（Do for People Do for World）

さがそう みつけよう ひろめよう
　　　　　　　　　　メルビンの夢　わたしたちの夢

－元気なクラブづくりのために－

国際会長テーマ　　山田　實紘 （美濃加茂ＬＣ）

2015-2016年度

333-C地区ガバナースローガン　L 吉原　稔貴（市川ＬＣ）
　　　　　

ライオンズクラブは国際的であり、世界最大の奉仕団体です。現在209カ国と地域、約135万人もの会員で構成され
ており、日本は世界第３位のライオンズ国です。千葉県（ライオンズクラブ国際協会333-C地区）でも135クラブ、約
3,600名のが奉仕活動をしております。

私たちの社会は自分だけでは成り立ちません。世界の平和と社会の幸せを願うライオンズクラブ員は、地域社会の
方々の協力を得ながら、労力と時間と賃金を提供し、広く社会福祉に役立つ奉仕活動を行っております。

スローガン

モットー

ライオンズの誓い

ライオンズクラブの目的
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ライオンズクラブ発行の広報誌

あなたも「浦安ライオンズクラブ」で活躍しませんか？ 浦安ライオンズクラブのご案内

●三浦ライオンズクラブ（330-B 8R 3Z）
●米国アナハイム市ブレックファーストライオンズクラブ

1982年12月3日　代表L6名　訪米し調印
1983年5月15日　代表L2名　訪日、訪浦し調印

●米国カリフォルニアガーデナー市
エルカミノライオンズクラブ（4L3）（1R提携）

会 長
前 会 長
第 一 副 会 長
第 二 副 会 長
第 三 副 会 長
幹 事
会 計
一 年 理 事
一 年 理 事
一 年 理 事

一 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
会 員 理 事
テールツイスター
ライオンテーマー
副ライオンテーマー

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

高　梨　良　茂
吉　田　賢太郎
古　河　守　男
熊　切　克　巳
飯　盛　保　之
芝　田　錦　一
伊　藤　能　孝
加賀田　将　虎
大　塚　行　雄
皆　川　光　司

渡　辺　照　雄
佐久間　　清
江　口　隆　定
長　野　朋　樹
内　田　千　尋
金　子　康　行
白　井　寛　之
大　石　守　史

理 事 会：第１火曜日　ライオンズ事務局 午後６時開会
第１例会：第２火曜日　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 午後７時開会　
第２例会：第４火曜日　ホテルオークラ東京ベイ 午後７時開会

333-C地区 1R 2Z 所属
スポンサークラブ　　市川ライオンズクラブ
結成式　1971年10月3日
認証式　1972年4月16日
日本国内で1623番目のクラブとして発足

〒279-0004
浦安市猫実1-19-36浦安商工会議所会館内

第44期執行部の皆さん
（左からＬ大石、Ｌ白井、Ｌ金子、Ｌ高梨、Ｌ芝田、Ｌ伊藤）

1971/10  浦安ライオンズクラブ結成
1974/10  三浦ライオンズクラブと姉妹提携
1980/2　米国エルカミノクラブと１Ｒ姉妹提携
1981/10  第1回チャリティーゴルフ大会開催
1985/5　財団法人千葉県アイバンク協会設立に寄付
1986/6　浦安シーサイドライオンズクラブ結成をスポンサー
1989/4　浦安市100周年記念表彰式参加
1990/1　浦安市とオーランド姉妹都市提携の記念植樹

1993/7　浦安中央ライオンズクラブ結成をスポンサー
1999/5　盲導犬助成チャリティーディナーショー主催
2012/4　浦安ライオンズクラブ40周年記念式典にて、
　　　　防犯パトカー寄贈

題字　関根　薫園氏
浦安ライオンズクラブ会報

「獅子吼」初号

TEL 047-353-2203  FAX 047-350-0729
E-mail : mail@urayasu-lc.jp
URL : http://www.urayasu-lc.jp/

浦安ライオンズクラブの歩み

浦安ライオンズクラブ誕生の記録 提携クラブ

理事会・例会会場

44期役員

事務局のご案内

ライオンズクラブの会員は、各地域で「仕事をしながら地域に役立つ奉仕活動をしよう」
と集まった人たちです。

ライオンズクラブでは奉仕活動のことを「アクティビティ」と呼び、一般にボランティア
団体では、ある特定の奉仕分野に特化して、専門的に活動されることが多いですが、ライ
オンズクラブの活動分野は非常に多岐にわたり取り組んでおります。地域社会をよくする
ために活動を実行し、地域のニーズがあれば何にでも取り組む姿勢があるのがライオンズ
クラブの特徴です。さらに活動のフィールドも地域を中心に、地区キャビネット、国際協
会本部やLCIFを通じて、県内・国内そして国際的にも貢献の場が広がります。

ライオンズクラブは、地域社会の生活、文化
福祉向上等の奉仕活動を展開し、世界平和を願
う、世界最大の奉仕団体です。社会の役に立ち
たいとお考えの方にとり、ライオンズクラブへ
の参加は最良の選択肢となります。ライオンズ
クラブの一員となることで、社会に貢献しなが
ら、自分の人生をより豊かに変えることができ
ます。ぜひあなたも「浦安ライオンズクラブ」で
奉仕活動を実践しませんか。

各種活動や行事への参加等ライオンズ
クラブでは、リーダーシップを磨く実践
の場があります。ビジネスの現場でも役
立つスキルが身に付きます。

自分の中の能力を伸ばす
AbilityAbility

さまざまな奉仕活動を通じて、職業や
年齢の違いを超えた多くの仲間と、厚い
絆を育むこととなります。

友情で結ばれた仲間
FriendshipFriendship

ライオンズクラブは国際的なネット
ワークです。国境を越えた奉仕活動や、
世界中の会員同士の交流を経験すること
ができます。

世界に広がる組織の一員
InternationalInternational

青少年の育成や、障がい者への支援活
動等、あなたの時間と能力を奉仕活動に
活かすことができます。

地域社会の力になれ
ActivitiesActivities
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ライオンズクラブ発行の広報誌

あなたも「浦安ライオンズクラブ」で活躍しませんか？ 浦安ライオンズクラブのご案内

●三浦ライオンズクラブ（330-B 8R 3Z）
●米国アナハイム市ブレックファーストライオンズクラブ

1982年12月3日　代表L6名　訪米し調印
1983年5月15日　代表L2名　訪日、訪浦し調印

●米国カリフォルニアガーデナー市
エルカミノライオンズクラブ（4L3）（1R提携）
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第 三 副 会 長
幹 事
会 計
一 年 理 事
一 年 理 事
一 年 理 事

一 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
会 員 理 事
テールツイスター
ライオンテーマー
副ライオンテーマー
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高　梨　良　茂
吉　田　賢太郎
古　河　守　男
熊　切　克　巳
飯　盛　保　之
芝　田　錦　一
伊　藤　能　孝
加賀田　将　虎
大　塚　行　雄
皆　川　光　司

渡　辺　照　雄
佐久間　　清
江　口　隆　定
長　野　朋　樹
内　田　千　尋
金　子　康　行
白　井　寛　之
大　石　守　史

理 事 会：第１火曜日　ライオンズ事務局 午後６時開会
第１例会：第２火曜日　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 午後７時開会　
第２例会：第４火曜日　ホテルオークラ東京ベイ 午後７時開会

333-C地区 1R 2Z 所属
スポンサークラブ　　市川ライオンズクラブ
結成式　1971年10月3日
認証式　1972年4月16日
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〒279-0004
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1971/10  浦安ライオンズクラブ結成
1974/10  三浦ライオンズクラブと姉妹提携
1980/2　米国エルカミノクラブと１Ｒ姉妹提携
1981/10  第1回チャリティーゴルフ大会開催
1985/5　財団法人千葉県アイバンク協会設立に寄付
1986/6　浦安シーサイドライオンズクラブ結成をスポンサー
1989/4　浦安市100周年記念表彰式参加
1990/1　浦安市とオーランド姉妹都市提携の記念植樹
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題字　関根　薫園氏
浦安ライオンズクラブ会報

「獅子吼」初号

TEL 047-353-2203  FAX 047-350-0729
E-mail : mail@urayasu-lc.jp
URL : http://www.urayasu-lc.jp/
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