
URAYASU LIONS CULB

浦安ライオンズクラブ

45th 2016.9 No.83

333-Ｃ地区 1Ｒ2Ｚ

浦安ライオンズクラブ会報「獅子吼」　発行：浦安ライオンズクラブ　編集：PR・IT情報委員会

WWW.URAYASU-LC.JP



「チャリティーゴルフ大会」開催の趣旨

2016～2017年度　浦安ライオンズクラブスローガン

『和 ～We Serve～』

我がクラブ45周年、そしてライオンズクラブ国際協会100周年の期に会長となり、光
栄であると同時に責任の重さを強く感じております。

45年の歴史を築き上げてきた諸先輩の思いを踏まえ、更にこれから素晴らしい歴史
をメンバーと共に歩んでいきたいと思います。

今期のスローガンは「和」。まずは、期首の計画事項を確実に実行します。そして国
内、海外のライオンズメンバーと友好的に交流を深め、ライオンズマンとしての責任を全
う出来れば最高です！！

我がクラブ全メンバーと一致団結し、「国際クラブ姉妹提携」という最大の目標に
邁進していく所存です。長年にわたり我がクラブを支えていただいている皆様の更な
るご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

昭和47年４月に設立されて以来、浦安ライオンズクラブの皆様は、社会福祉
活動をはじめ、青少年健全育成活動や環境衛生活動など地域に密着した活動
に献身的に取り組まれ、浦安の発展に多大な貢献をいただいておりますことに、
心より深く感謝申し上げます。

本年は、市制施行35周年を迎え、６月には新庁舎が竣工・開庁いたしました。
新庁舎内には市民活動センター・協働会議室や市民ギャラリーを設置するととも
に、お子様連れの方も市役所が利用しやすいように、託児室や授乳室を設置し
ています。さらに、７月１日には、パスポートの申請から受け取りまで出来る窓
口も開設いたしました。

また、私たちの浦安の良さや魅力を改めて感じて頂き、より多くの方々の関心
が寄せられるよう、市の内外に浦安市の良さを新たに発信するシティプロモー
ションを本格的にスタートさせました。「浦安のこれからにワクワク！」をスローガ
ンに、様 な々ことに挑戦していきます。

浦安ライオンズクラブの皆様には、本市の良きパートナーとして、新たなステー
ジへと向かう浦安に対し、今後ともご支援、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45期会長　Ｌ古河　守男

浦安ライオンズクラブ45周年の節目に奉仕活動（各アクティビティ）を行なう上で、
事業予算の核となるチャリティーゴルフ実行委員長をお受けすることになり、今更な
がら責任の重さを感じております。

また参加頂きました皆様からの貴重なチャリティーゴルフの収益金は、全て浦安市
内の下記各種団体へ ①社会福祉事業　②青少年健全育成事業　③国際親善交流
事業に分け、役立たせて頂くことをお約束いたします。

尚、チャリティーゴルフ大会も今回で35回目を迎えますが、浦安ライオンズクラブ
の全ての奉仕活動は皆様のご理解ご協力のもとに成り立っておりますので、今後とも
多数のご参加をお願い申し上げます。

最後になりますが、私は根っからの晴れ男なので、当日は快晴の中、参加いただ
きました皆様のチャリティーの輪が広がりますことを祈念いたしまして、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伊藤　能孝

・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44期事業報告

【　抜　粋　】 2015年7月～2016年6月

2016年 内　　　容 場　　　所

2015年 内　　　容 場　　　所

新メンバーの紹介新メンバーの紹介

第45期委員会組織

環 境 衛 生 委 員 会

社 会 福 祉 委 員 会

会 計 監 査

Ｌ保戸田　　優　
第一副会長　Ｌ熊　切　克　巳

Ｌ大　石　守　史

Ｌ亀　井　正　博 Ｌ梅　澤　　勇　
Ｌ江　口　隆　定
Ｌ渡　邊　利　明
Ｌ渡　邊　利　明

Ｌ島　田　富美子Ｌ白　木　聖　代Ｌ小　林　祐　子
Ｌ児　玉　康　博

Ｌ江　口　隆　定

Ｌ内　山　昌　紀 Ｌ伊　藤　能　孝
Ｌ佐々木　　孝　 Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ白　井　寛　之

Ｌ児　玉　康　博 Ｌ谷　口　教　仁 Ｌネタラ・B・タパ

Ｌネタラ・B・タパ

Ｌ宇田川　博　信
Ｌ山　脇　　均　 Ｌ池　田　実　夫

会 員 委 員 会
会 則 ・ 付 則 委 員 会

出 席 委 員 会

第二副会長　Ｌ飯　盛　保　之

Ｌ皆　川　光　司
Ｌ鈴　木　政　高
Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ指　田　勝　希 Ｌ金　子　康　行

Ｌ渡　辺　照　雄
Ｌ児　玉　康　博 Ｌネタラ・B・タパ Ｌ増　田　　勉　

青少年健全育成委員会

計 画 ・ 財 務 委 員 会

ＰＲ・ＩＴ情報委員会

国 際 親 善 委 員 会

第三副会長　Ｌ広　瀬　直　樹
Ｌ加賀田　将　虎

Ｌ佐久間　　清　 Ｌ丸　茂　陽　一

Ｌ金　子　康　行 Ｌ芝　田　錦　一
Ｌ熊　切　克　巳 Ｌ長　野　朋　樹 Ｌ池　田　実　夫 Ｌ大　石　守　史

Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ内　田　千　尋 Ｌ内　山　昌　紀
Ｌ金　子　康　行 Ｌ亀　井　正　博 Ｌ佐久間　　清　

45周年記念行事実行委員会
特別委員会

Ｌ丸　茂　陽　一 チャリティーゴルフ委員会 Ｌ伊　藤　能　孝 Ｌ鈴　木　政　高
Ｌ谷　口　教　仁

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松本　宰史（南房総LC）
1R 1Z ZC Ｌ杉山　民生（市川LC） 1R 2Z ZC Ｌ岡本　武司（浦安中央LC）

地区FWT委員 Ｌ小林　祐子（浦安LC）地区ライオンズクエスト委員長 Ｌ広瀬　直樹（浦安LC）

納 涼 委 員 会 Ｌ池　田　実　夫 Ｌ白　井　寛　之クリス マ ス 委 員 会 Ｌ大　石　守　史
Ｌ小　川　純一朗三クラブ合同アクティビティ Ｌ古　河　守　男旅 行 委 員 会 Ｌ金　子　康　行

333－C地区　キャビネット役員（出向者）

Ｌ宇田川　博　信

Ｌ保戸田　　優　
Ｌ皆　川　光　司 Ｌ山　脇　　均　 Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ髙　瀬　治　之

Ｌ増　田　　勉　 Ｌ吉　田　賢太郎 Ｌ渡　辺　清　昭 Ｌ渡　邊　利　明

・・・・・・・・・
髙 瀬 治 之
株式会社ＢＳＳ
営業部長

たか せ はる ゆき

2016年7月入会

・・・・・・・・・
白 木 聖 代
株式会社
スーパーデューパー
代表取締役

しら き まさ よ

2016年7月入会

・・・・・・・・・
島田富美子
島田法律特許事務所
弁理士

しま だ ふ こみ

2016年７月入会

・・・・・・・・・
小 林 祐 子
株式会社サラヴァーヌ
代表取締役

こ ばやし ゆう こ

2016年７月入会（転籍）

・・・・・・・・・
児 玉 康 博
株式会社こころの風
取締役

こ だま やす ひろ

2015年10月入会

・・・・・・・・・
宇田川博信
栄商事株式会社
代表取締役

う だ がわ ひろ のぶ

2016年７月入会

総合福祉センター
高洲中央公園少年野球場
市長公室、議会事務局
UIFA事務所
商工会議所3F
市川市文化会館
オリエンタルホテル東京ベイ
佐野日本大学中等教育学校
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
浦安市文化会館
高洲中央公園少年野球場

山田ゴルフ倶楽部・パーティー：サンルートプラザ東京
ホテルスプリングス幕張
市川市文化会館
千葉県経営者会館
カンデオホテルズ千葉
浦安市文化会館
市民まつり会場
江戸川河川敷広場
オリエンタルホテル東京ベイ
千葉県経営者会館
東西線浦安駅前
若潮公園広場
カンデオホテルズ千葉
カンデオホテルズ千葉
日の出海岸沿い緑道
日暮里サニーホール
UIFA事務所
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
浦安ブライトンホテル
上野精養軒
オリエンタルホテル東京ベイ
浦安市総合福祉センター 2F
浦安市文化会館大ホール
カンデオホテルズ千葉
サンルートプラザ東京

東小学校
日の出小学校
オリエンタルホテル東京ベイ
カンデオホテルズ千葉
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
千葉県教育会館
サンルートプラザ東京
東野小学校
カンデオホテルズ千葉
東武ホテルレバント東京
柴又帝釈天「せい渓園」
健康センター 1F

東西線浦安駅前

浦安市役所
総合福祉センター 2F
日光・川治温泉
東西線浦安駅前
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

市川市文化会館

浦安市文化会館
UIFA事務所
浦安市総合福祉センター
カンデオホテルズ千葉
オリエンタルホテルズ東京ベイ
小山市立文化センター
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ
浦安市文化会館
功徳林

第65回「社会を明るくする運動」出発式・街頭キャンペーン
第33回よみうり旗争奪少年野球大会 開会式
浦安市長・浦安市議会議長表敬訪問
浦安市国際交流協会7月度定例理事会
浦安市民まつり実行委員会
地区年次大会打ち合わせ
第1回1R.1Z.2Z合同ガバナー諮問委員会
ライオンズクエストフォーラム全国大会
納涼家族例会（8月第2例会）
チャリティーコンサート
浦安市少年野球大会開会式
浦安LC第34回チャリティーゴルフ大会
献血推進研修会
市川パインツリーLC第15回松樹茶会
地区献眼推進研修会
地区ニューリーダー育成研究会
市民憲章運動推進第50回全国大会浦安大会
浦安市民まつり「薬物乱用防止キャンペーン」
市川リバーサイドマラソン大会開会式
ガバナー公式訪問合同例会（11月第1例会）
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
献血（200ml×9名＋400ml×48名＝21,000ml）受付78名
花いっぱい運動
ステップアップ！女性・家族会員交流会
千葉県アイバンク協会設立30周年記念式典
浦安市植樹祭「未来のために森をつなごう！うらやす絆の森」
山田實紘国際会長公式訪問講演会
浦安市国際交流協会11月定例理事会
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
浦安中央LC、CN記念例会訪問
MD333主催LCIF開発セミナー
第2回諮問委員会とリジョン委員会
浦安手をつなぐ親の会クリスマス会
歳末チャリティー映画まつり
千葉県ライオンズ元気大学
クリスマス家族例会　

浦安市消防本部出初式
日の出小学校「薬物乱用防止教室」
浦安市国際交流協会2015年新春交流会
第2回地区ライオンズニューリーダー育成研究会
浦安商工会議所賀詞交歓会
第35回ライオンズクラブスピーチコンテスト
浦安青年会議所2016年度新年会
東野小学校薬物乱用防止教室開催
他クラブの成功を学び合おう会
市川LC結成55周年感謝の集い
市川パインツリーLCチャリティ茶会
浦安市ふるさとづくり推進協議会理事会
献血奉仕活動
200ml×5名＋400ml×34名＝14,600ml　（受付合計50名・否採血者11名）
3クラブ合同アクト国旗掲揚台の贈呈
第19回盲人留学生交流会

～4日（月）親睦旅行（4月第1例会振り替え）
熊本地震災害義援金募金活動実施（188,502円CABへ）
333－C地区年次大会前夜祭
第62回333－C地区年次大会
地区年次大会アワード；ゾーン最優秀賞　災害支援特別功労賞；LネタラBタパ
浦安市ふるさとづくり推進協議会理事会
浦安市国際交流協会理事会
浦安手をつなぐ親の会定期総会
次期キャビネット構成員等研修会
市川南LCチャーターナイト10周年記念式典
333複合地区年次大会
浦安シーサイドLC30周年記念式典
浦安市市政施行35周年記念式典及び新庁舎竣工式
ファイナル例会　（ゲスト；7月入会予定者5名）

7月 9日（木）
7月12日（日）
7月15日（水）
7月18日（土）
7月29日（水）
7月31日（金）
8月10日（月）
8月22日（土）
8月23日（日）
9月 5日（土）
9月 6日（日）
9月15日（火）
9月17日（木）
9月27日（日）

10月 1日（木）
10月 2日（金）
10月 3日（土）
10月17日（土）
10月18日（日）
11月 1日（日）
11月 2日（月）
11月 6日（金）
11月 7日（土）
11月 8日（日）
11月13日（金）
11月14日（土）
11月16日（月）
11月21日（土）
11月18日（火）
11月21日（金）
11月26日（木）
11月27日（金）
11月30日（月）
12月 7日（日）
12月12日（土）
12月12日（土）
12月20日（火）

1月10日（日）
1月12日（火）
1月17日（日）
1月21日（木）
1月22日（金）
1月23日（土）
1月27日（水）
1月28日（木）
1月30日（土）
2月 6日（土）
3月13日（日）
3月15日（火）

3月18日（金）

3月24日（木）
3月25日（金）
4月 3日（日）
4月22日（金）
4月23日（土）

4月24日（日）

4月26日（火）
5月14日（土）
5月18日（水）
5月21日（土）
5月22日（日）
5月29日（日）
6月 3日（金）
6月 4日（土）
6月21日（火）
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浦安ライオンズクラブ第44期事業報告

【　抜　粋　】 2015年7月～2016年6月

2016年 内　　　容 場　　　所

2015年 内　　　容 場　　　所

新メンバーの紹介新メンバーの紹介

第45期委員会組織

環 境 衛 生 委 員 会

社 会 福 祉 委 員 会

会 計 監 査

Ｌ保戸田　　優　
第一副会長　Ｌ熊　切　克　巳

Ｌ大　石　守　史

Ｌ亀　井　正　博 Ｌ梅　澤　　勇　
Ｌ江　口　隆　定
Ｌ渡　邊　利　明
Ｌ渡　邊　利　明

Ｌ島　田　富美子Ｌ白　木　聖　代Ｌ小　林　祐　子
Ｌ児　玉　康　博

Ｌ江　口　隆　定

Ｌ内　山　昌　紀 Ｌ伊　藤　能　孝
Ｌ佐々木　　孝　 Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ白　井　寛　之

Ｌ児　玉　康　博 Ｌ谷　口　教　仁 Ｌネタラ・B・タパ

Ｌネタラ・B・タパ

Ｌ宇田川　博　信
Ｌ山　脇　　均　 Ｌ池　田　実　夫

会 員 委 員 会
会 則 ・ 付 則 委 員 会

出 席 委 員 会

第二副会長　Ｌ飯　盛　保　之

Ｌ皆　川　光　司
Ｌ鈴　木　政　高
Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ指　田　勝　希 Ｌ金　子　康　行

Ｌ渡　辺　照　雄
Ｌ児　玉　康　博 Ｌネタラ・B・タパ Ｌ増　田　　勉　

青少年健全育成委員会

計 画 ・ 財 務 委 員 会

ＰＲ・ＩＴ情報委員会

国 際 親 善 委 員 会

第三副会長　Ｌ広　瀬　直　樹
Ｌ加賀田　将　虎

Ｌ佐久間　　清　 Ｌ丸　茂　陽　一

Ｌ金　子　康　行 Ｌ芝　田　錦　一
Ｌ熊　切　克　巳 Ｌ長　野　朋　樹 Ｌ池　田　実　夫 Ｌ大　石　守　史

Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ内　田　千　尋 Ｌ内　山　昌　紀
Ｌ金　子　康　行 Ｌ亀　井　正　博 Ｌ佐久間　　清　

45周年記念行事実行委員会
特別委員会

Ｌ丸　茂　陽　一 チャリティーゴルフ委員会 Ｌ伊　藤　能　孝 Ｌ鈴　木　政　高
Ｌ谷　口　教　仁

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松本　宰史（南房総LC）
1R 1Z ZC Ｌ杉山　民生（市川LC） 1R 2Z ZC Ｌ岡本　武司（浦安中央LC）

地区FWT委員 Ｌ小林　祐子（浦安LC）地区ライオンズクエスト委員長 Ｌ広瀬　直樹（浦安LC）

納 涼 委 員 会 Ｌ池　田　実　夫 Ｌ白　井　寛　之クリス マ ス 委 員 会 Ｌ大　石　守　史
Ｌ小　川　純一朗三クラブ合同アクティビティ Ｌ古　河　守　男旅 行 委 員 会 Ｌ金　子　康　行

333－C地区　キャビネット役員（出向者）

Ｌ宇田川　博　信

Ｌ保戸田　　優　
Ｌ皆　川　光　司 Ｌ山　脇　　均　 Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ髙　瀬　治　之

Ｌ増　田　　勉　 Ｌ吉　田　賢太郎 Ｌ渡　辺　清　昭 Ｌ渡　邊　利　明

・・・・・・・・・
髙 瀬 治 之
株式会社ＢＳＳ
営業部長

たか せ はる ゆき

2016年7月入会

・・・・・・・・・
白 木 聖 代
株式会社
スーパーデューパー
代表取締役

しら き まさ よ

2016年7月入会

・・・・・・・・・
島田富美子
島田法律特許事務所
弁理士

しま だ ふ こみ

2016年７月入会

・・・・・・・・・
小 林 祐 子
株式会社サラヴァーヌ
代表取締役

こ ばやし ゆう こ

2016年７月入会（転籍）

・・・・・・・・・
児 玉 康 博
株式会社こころの風
取締役

こ だま やす ひろ

2015年10月入会

・・・・・・・・・
宇田川博信
栄商事株式会社
代表取締役

う だ がわ ひろ のぶ

2016年７月入会

総合福祉センター
高洲中央公園少年野球場
市長公室、議会事務局
UIFA事務所
商工会議所3F
市川市文化会館
オリエンタルホテル東京ベイ
佐野日本大学中等教育学校
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
浦安市文化会館
高洲中央公園少年野球場

山田ゴルフ倶楽部・パーティー：サンルートプラザ東京
ホテルスプリングス幕張
市川市文化会館
千葉県経営者会館
カンデオホテルズ千葉
浦安市文化会館
市民まつり会場
江戸川河川敷広場
オリエンタルホテル東京ベイ
千葉県経営者会館
東西線浦安駅前
若潮公園広場
カンデオホテルズ千葉
カンデオホテルズ千葉
日の出海岸沿い緑道
日暮里サニーホール
UIFA事務所
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
浦安ブライトンホテル
上野精養軒
オリエンタルホテル東京ベイ
浦安市総合福祉センター 2F
浦安市文化会館大ホール
カンデオホテルズ千葉
サンルートプラザ東京

東小学校
日の出小学校
オリエンタルホテル東京ベイ
カンデオホテルズ千葉
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
千葉県教育会館
サンルートプラザ東京
東野小学校
カンデオホテルズ千葉
東武ホテルレバント東京
柴又帝釈天「せい渓園」
健康センター 1F

東西線浦安駅前

浦安市役所
総合福祉センター 2F
日光・川治温泉
東西線浦安駅前
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

市川市文化会館

浦安市文化会館
UIFA事務所
浦安市総合福祉センター
カンデオホテルズ千葉
オリエンタルホテルズ東京ベイ
小山市立文化センター
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ
浦安市文化会館
功徳林

第65回「社会を明るくする運動」出発式・街頭キャンペーン
第33回よみうり旗争奪少年野球大会 開会式
浦安市長・浦安市議会議長表敬訪問
浦安市国際交流協会7月度定例理事会
浦安市民まつり実行委員会
地区年次大会打ち合わせ
第1回1R.1Z.2Z合同ガバナー諮問委員会
ライオンズクエストフォーラム全国大会
納涼家族例会（8月第2例会）
チャリティーコンサート
浦安市少年野球大会開会式
浦安LC第34回チャリティーゴルフ大会
献血推進研修会
市川パインツリーLC第15回松樹茶会
地区献眼推進研修会
地区ニューリーダー育成研究会
市民憲章運動推進第50回全国大会浦安大会
浦安市民まつり「薬物乱用防止キャンペーン」
市川リバーサイドマラソン大会開会式
ガバナー公式訪問合同例会（11月第1例会）
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
献血（200ml×9名＋400ml×48名＝21,000ml）受付78名
花いっぱい運動
ステップアップ！女性・家族会員交流会
千葉県アイバンク協会設立30周年記念式典
浦安市植樹祭「未来のために森をつなごう！うらやす絆の森」
山田實紘国際会長公式訪問講演会
浦安市国際交流協会11月定例理事会
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
浦安中央LC、CN記念例会訪問
MD333主催LCIF開発セミナー
第2回諮問委員会とリジョン委員会
浦安手をつなぐ親の会クリスマス会
歳末チャリティー映画まつり
千葉県ライオンズ元気大学
クリスマス家族例会　

浦安市消防本部出初式
日の出小学校「薬物乱用防止教室」
浦安市国際交流協会2015年新春交流会
第2回地区ライオンズニューリーダー育成研究会
浦安商工会議所賀詞交歓会
第35回ライオンズクラブスピーチコンテスト
浦安青年会議所2016年度新年会
東野小学校薬物乱用防止教室開催
他クラブの成功を学び合おう会
市川LC結成55周年感謝の集い
市川パインツリーLCチャリティ茶会
浦安市ふるさとづくり推進協議会理事会
献血奉仕活動
200ml×5名＋400ml×34名＝14,600ml　（受付合計50名・否採血者11名）
3クラブ合同アクト国旗掲揚台の贈呈
第19回盲人留学生交流会

～4日（月）親睦旅行（4月第1例会振り替え）
熊本地震災害義援金募金活動実施（188,502円CABへ）
333－C地区年次大会前夜祭
第62回333－C地区年次大会
地区年次大会アワード；ゾーン最優秀賞　災害支援特別功労賞；LネタラBタパ
浦安市ふるさとづくり推進協議会理事会
浦安市国際交流協会理事会
浦安手をつなぐ親の会定期総会
次期キャビネット構成員等研修会
市川南LCチャーターナイト10周年記念式典
333複合地区年次大会
浦安シーサイドLC30周年記念式典
浦安市市政施行35周年記念式典及び新庁舎竣工式
ファイナル例会　（ゲスト；7月入会予定者5名）

7月 9日（木）
7月12日（日）
7月15日（水）
7月18日（土）
7月29日（水）
7月31日（金）
8月10日（月）
8月22日（土）
8月23日（日）
9月 5日（土）
9月 6日（日）
9月15日（火）
9月17日（木）
9月27日（日）

10月 1日（木）
10月 2日（金）
10月 3日（土）
10月17日（土）
10月18日（日）
11月 1日（日）
11月 2日（月）
11月 6日（金）
11月 7日（土）
11月 8日（日）
11月13日（金）
11月14日（土）
11月16日（月）
11月21日（土）
11月18日（火）
11月21日（金）
11月26日（木）
11月27日（金）
11月30日（月）
12月 7日（日）
12月12日（土）
12月12日（土）
12月20日（火）

1月10日（日）
1月12日（火）
1月17日（日）
1月21日（木）
1月22日（金）
1月23日（土）
1月27日（水）
1月28日（木）
1月30日（土）
2月 6日（土）
3月13日（日）
3月15日（火）

3月18日（金）

3月24日（木）
3月25日（金）
4月 3日（日）
4月22日（金）
4月23日（土）

4月24日（日）

4月26日（火）
5月14日（土）
5月18日（水）
5月21日（土）
5月22日（日）
5月29日（日）
6月 3日（金）
6月 4日（土）
6月21日（火）
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第44期をふりかえって

ライオンズクラブの会長の任期が6月末で終わりました。ホットしております。
この間支えていただきました芝田幹事、伊藤会計はじめクラブのメンバーの皆様には大変お世話になりまし
た。心から感謝し御礼申し上げます。
さて、この一年の間いくつかの思い出に残る出来事がありました。この中で二つ取り上げてみました。
一つ目は浦安には私どものほかに浦安シーサイドライオンズクラブ、浦安中央ライオンズクラブがございます。

この三クラブで浦安市のために役立つアクティビティを行おうという計画がまとまりました。そして新庁舎建設に
伴いフラッグポール（掲揚塔）を合同で寄贈させていただきました。
二つ目は今年度のガバナーが市川ライオンズクラブから選出されました。ガバナー出身母体の市川地区と浦
安地区が地区年次大会の幹事クラブです。市川地区7クラブ、浦安地区5クラブのメンバーの皆様に大変なご協力いただき無事終了すること
ができました。本当にありがとうございました。
これらの活動を通じて体験いたしましたのは、ライオンズクラブは決して一人ではなく素晴らしい仲間がいて、いつでも一つの目標に向かい
一緒に走ってくれるという安心感があるということです。また、多くの仲間と知り合いとなり、そこに信頼が生まれます。
浦安ライオンズクラブは新しい仲間を募集しております。若い方、女性の方大歓迎です。一緒に奉仕活動やりませんか。お待ちしております。

前会長　Ｌ高梨　良茂

一昨年度は、青少年健全育成委員会という対外事業が主な活動が主となる委員会の委員長を
させて頂きましたが、昨年度は納涼委員会ということで対内的な活動を行う委員会の委員長を
拝命しました。昨年に比べれば、比較的負担の軽いものかと思っていましたが、いざ新年度が
発足すると8月の例会まであまり時間がないため、早速出欠の確認、アトラクションの選定、ラッ
キーカード用景品・子ども用のおみやげの準備、委員会メンバー集め、司会台本の作成等々やる
ことが山のようにありました。不安を感じながら準備を進めていましたが、委員会メンバーや
ホテルの方の多大な協力もあり何とか当日を迎えることができました。いざ納涼会が始まると、
家族間の交流も行うことができ、アトラクションも大変盛上がり、子どもたちにも楽しんでも
らえているようで安心しました。個人的にもこのような機会がないとホテルで家族で食事をすることもないのでライオンズ
クラブに感謝です。有難うございました！

第44期納涼委員会　委員長　Ｌ加賀田　将虎

青少年健全育成委員会の活動の中で重要な位置を占めるのが薬物乱用防止活動です。その一環として、
いくつかの市内小学校を訪問し、「薬物乱用防止教室」を実施しました。同教室は、最初にDVD鑑賞によ
り薬物乱用の弊害等を学び、そのあとに、薬物の危険が忍び寄ってくるパターンを寸劇形式で見てもらい、
最後に、浦安警察署の方に現場の実感等をお話していただく、そんな流れで進行していきます。
寸劇では、芸能プロダクションのスカウトを語る者から街角で声をかけられ、「ダイエットによい薬」を渡

されたり、受験生が、久しぶりに会った先輩から「眠くならない薬」をもらったりと、まさに、ある日突然、薬
物の方から忍び寄ってくることを実感させられます。しかも、“敵ではない”はずの身近な人、親しい人を経
由してくること（非常に残念なことですが、これが現実です）もあれば、危険性を隠し、騙して近づいてくる
ことも珍しくはありません。全てのケース、騙しの手口を学ぶことなど不可能ですし、どうせ、敵は、次から次へと新たな手口をひねり出し
てきますので、形式的な対応方法を教えるだけでは限界があります。そうであるならば、「自分ならどう対応できるか？」、「そもそも危険が
近づいていることに私は気がつけるのか？」、そんな視点から、各自が「薬物乱用の危険やその回避」を意識し、考えることができるように
なってもらう、そういうアプローチも重要になってくると思います。薬物乱用防止教室は、そのためのよい機会、絶妙な構成になっています
ので、今後も継続し、広めていきたいと思います。

第44期青少年健全育成委員会　委員長　Ｌ大石　守史

浦安ライオンズクラブ恒例のチャリティーゴルフ大会は今年35回の節目の年を迎えます。35年も永く
続けられたのも、大会の趣旨に賛同され参加されます皆さまの温かいご理解とご協力の賜と深く感謝
いたしております。毎年参加される常連さま、初めて参加の方もおられていろいろですが、地域に繋
がる大勢の皆さまが一堂に会してゴルフを楽しみながら社会貢献に寄与し、プレイ後のパーティーで
は和気藹 と々互いの絆を深めあうことは素晴らしいことだと思います。チャリティーゴルフ大会は我が
クラブの一大イベントであり、万全を期すため7月前より準備に取りかかっております。当日は大勢の
クラブ員が早朝より皆さまをお迎えし、気持ちよく一日を過ごせるようおもてなしの心で対応して参る
所存です。何分にも至らない点があるかもしれませんが、チャリティーに免じご容赦願います。
さて、浦安ライオンズクラブは､今年発足45周年を迎えます。これからも「ウイサーブ」の精神で、浦安市内の地域社会福祉活動、
国際親善交流、青少年健全育成の様 な々奉仕活動を推進して参りますので皆さまのご支援をよろしくお願い申し上げます。

第44期チャリティーゴルフ実行委員会　委員長　Ｌ吉田　賢太郎
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第99回国際大会 福岡（2016年6月24日～28日）

ネパールナイト 閉会式で松本ガバナー誕生の瞬間

閉会式会場でフィリピンの佐藤Lご夫婦と
町内の福岡山笠の前で

名古屋千種L.Cのメンバーの皆さん

福岡ヒルトンホテル
最上階レストランより福岡湾

福岡大会開会式
開会式会場ヤフオクドーム前

柳川の川下り 福岡大会コンベンションセンター内
谷島Lと浦安L.Cのメンバー

ネパールグッズ販売のメンバー YCEと国際大会交流会
福岡山王病院で

YCEのメンバーと福岡山王病院
交流会会場にて

インターナショナルショー
和太鼓「TAO」

記念写真 日光東照宮内で

日光東照宮の五重塔

大谷石採掘場内の
假屋崎省吾氏の作品

宇都宮餃子館 竜頭の滝 お酒によく合います

インターナショナルパレード

旅行委員長のＬ内田千尋です。今回、三役さんといろいろ相談し、二つ変更をいたしま
した。
１－日程の件、今迄は３月の第一（日、月）が恒例でしたが、４月に変更いたしました。
２－今迄は現地集合、現地解散がほとんどでしたが、たまにはバス旅行もいいのではない
か、往きも、帰りもバスだったら、あっちこっち観光が出来ておもしろいのではないかなー。
と言うことでバス旅行にしました。
尚、この事については、今までとは方法が違うので、一応「理事会」に諮って承認を頂いて
スタートいたしました。会計のＬ伊藤能孝さんがスターツツーリストの方をご存知とのことな
ので、早速こちらの希望を入れて、いくつかのコースと見積もりを提示していただきました。
三役さんと打ち合わせのうえ、テーマーを「絶景の大露天風呂を求めて日光・川治温泉バスの旅」と題してメンバーの皆様
にご案内をいたしました。それから間もなく他方で観光バス事故がいくつかテレビ報道され、タイミング的にまずいなー、
と心配しましたが、18名の参加をいただきましたので、ほっといたしました。
４月３日（日）午前８時15分、やなぎ通り沿いのガスト前に集合出発、羽生パーキングにてトイレ休憩、栃木県の「佐野
厄除け大師」にてメンバーそれぞれお参りをして、次に大谷資料館にて巨大地下空間を見学、地下30メートルで大変涼しい
ひと時をすごしました。そのあと宇都宮のギョウザ食べ放題で昼食をとり、日光おかき工房の工場見学と試食、買い物など
楽しみました。続いて、竜王峡を散策、斜面の登り下りで足の運動になりましたね。間もなく、湯けむりの里、「柏屋」に
到着、宴会のあと二次会、カラオケ等で大変盛り上がりました。
翌日は鬼怒川お菓子の城にて試食とお買い物をし、いよいよ今回のメインであります日光東照宮境内の説明を受けた後、
一般では入れない「将軍着座の間」にて、特別祈祷のあと客殿にて直会、特別授与品（金帯札、酒杯、グラス、福ばし）を
受けました。昼食後、羽生パーキングにてトイレ休憩し予定どおり何のトラブルもなくドライバーさんの安全運転のおかげ
で無事に浦安に帰れました。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。

第44期旅行委員会　委員長　Ｌ内田　千尋

ネパールナイトの会場で

14年ぶりの日本開催となった福岡国際大会。約120の国と地域から38,000人
のライオンたちが集まりました。浦安L.Cからは、飯盛L、熊切L、古河L、
タパL、広瀬L、丸茂L、吉田Lが参加しました。

第44期をふりかえって
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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

トピックスTOPICSTOPICS TOPICS
TOPIC

STOPIC
S
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STOPIC
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STOPIC
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浦安ライオンズクラブは、おかげさまで45周年を迎えるこ
とができました。記念式典は平成29年4月9日に行われる
予定です。
45周年記念バーナーを作成しました。

国際協会創設100周年祭を、ライオンズの神髄である奉
仕によって祝おうと、2014年度から「100周年記念奉仕
チャレンジ」がスタートしました。「青少年の奉仕を促そ
う」「視力を分かち合おう」「食糧支援をしよう」「環境を保
護しよう」の四つの奉仕分野で各クラブが事業を行い、
それぞれ2500万人、計1億人に奉仕しようという挑戦で
す。実施期間は14年7月から18年6月までで、4年度にわ
たって続けられることになります。

浦安シーサイドライオンズクラブ、浦安中央ライオンズクラブ
と３クラブ共同で浦安市のためにアクティビティを行おうという
計画がまとまりました。そして浦安市役所新庁舎建設に伴
いフラッグポール（掲揚塔）を寄贈させていただきました。

4月22日（金）東京メトロ東西線浦安駅前にて、熊本地震災
害義援金募金活動を行いました。多くの方からご協力をい
ただきました。ありがとうございました。（募金額188,502円）

45周年記念バーナー

フラッグポール寄贈 国際協会創立100周年

熊本地震募金活動

奉仕の歴史を奉仕で祝う
100周年記念奉仕チャレンジ
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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。



浦安ライオンズクラブアクティビティの紹介
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護しよう」の四つの奉仕分野で各クラブが事業を行い、
それぞれ2500万人、計1億人に奉仕しようという挑戦で
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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、209カ国135万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」

「次なる山を目指して」
（NEW MOUNTAINS TO CLIMB）

「希望あふれる海原  奉仕の帆を上げ
　　　　　　　　　　新たな百年へ  よーそろー」

国際会長テーマ　　Lボブ・コーリュー

2016-2017年度

333-C地区ガバナースローガン　L 松本　宰史（南房総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
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
L

古　河　守　男
高　梨　良　茂
熊　切　克　巳
飯　盛　保　之
広　瀬　直　樹
小　川　純一朗
長　野　朋　樹
内　山　昌　紀
白　井　寛　之
山　脇　　均　

池　田　実　夫
渡　辺　照　雄
加賀田　将　虎
皆　川　光　司
大　塚　行　雄
芝　田　錦　一
吉　田　賢太郎
大　石　守　史
ネタラ・B・タパ

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　サンルートプラザ東京 午後７時開会　
第２例会：第４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

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45期三役の皆さん
（Ｌ古河、Ｌ小川、Ｌ長野）

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

45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
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●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
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吉　田　賢太郎
大　石　守　史
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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　サンルートプラザ東京 午後７時開会　
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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
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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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