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「すべてに感謝、楽しくWe Serve！！」３３５-Ｃ地区ガバナーテーマ

この度は歴史と伝統のある大和郡山ライオンズクラ
ブの会長に指名を頂き大変光栄に思いますと共にその
責任の重大さを痛感しております。
平成11年12月14日大和郡山ライオンズクラブに入会
して19年ここまで育まれた先輩方々のご尽力やご苦労
に思いをはせ深く敬意を表すとともに継がれていく志
をしっかりと受け止めて、引き継いでいかなければと
思いも新たに気を引き締めています。
私のスローガン「初心にかえって、新たな一歩」は
クラブ運営のあり方を見直し時代と地域に根ざした
意識ある奉仕活動をしたいという気持ちが込められて
います。

アクティビィティスローガン「元気で楽しくＷＥ Ｓ
ＥＲＶＥ」
魅力と達成感のあるアクティビィティで元気で楽し
くＷＥ ＳＥＲＶＥを推進して参りたいと思います。
価値観の変化を伴いながら社会は進化を速めていく
中、我々ライオンズクラブの奉仕活動が地域社会の人
たちに理解され喜んで頂ける様、頑張って参りたいと
考えています。
この１年間皆様のご協力で楽しい例会・奉仕活動が
できます事をお願い致しまして、私の挨拶とさせて頂
きます。

会長　L 森田久春

会長就任にあたり

森田会長のもと、幹事と言う大役を受け始動しまし
た。
何分にも初めての経験で不安がいっぱいですが歴史
ある大和郡山ライオンズクラブの存在を汚さない様、
先輩方の経験、成功例、失敗談等何なりと教えて戴き
ご指導ご協力をお願い致します。一生懸命努めますの
で、本年度の1年間よろしくお願いします。

L八木進一

2018年度幹事を受けて

この度クラブの会計という重要な役を承って責任を
感じています。
経験もなくメンバーのお金を管理するという役が務
まるか不安でいっぱいです。
三岡財務委員長とのコミュニケーションを密にとっ
ていきたいと思います。
皆様のご支援ご協力よろしくお願い致します。

L 五師正治

会計を承って

大和郡山市長、教育長に表敬訪問に行ってきました。
行政の流れや市長や教育長の思いを聞かせて頂き、
行政についてや庁舎の建て替えの流れや、諸々の思い
を聞かせて頂き地域のために我々クラブの出来ること
は精一杯奉仕させていただきますとお話をさせて頂き
ました。
今年のメインアクトの思いを聞いて頂いたり、昨年
のガバナーの思いが出来「子どもと楽しむ、お出かけ
マップ」をお届けしますので郡山城址と風とんぼを載
せてもらってますので市内の施設に設置してください
とお願いをして来ました。

記事担当：第一副会長 L. 東口義巳

■市長表敬訪問

上田市長と

谷垣教育長と
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「奉仕と友愛の輪で新たなる挑戦！」３３５-Ｃ地区アクティビティスローガン

７月21日、市内５中学校と郡山高校の吹奏楽コン
サートがDMG MORI やまとこおりやま城ホール大
ホールに於て開催されました。
会場一杯の皆様にまず大和郡山ライオンズクラブと
はどんな団体でどんな活動をしているのかを知っても
らう為に「50年のあゆみ」のDVDを鑑賞して頂き、
次にL.森田久春会長の日頃の練習の成果を思う存分
発揮してガンバッテ下さい、そしてこのコンサートが
15回20回とつづく様に我々も頑張りますとの力強い挨
拶がありました。
続いて上田市長より西日本豪雨災害の復旧支援に大
和郡山市の職員もお手伝いに行っております。そして

皆さんも何事においてもガンバリと学びを大切にして
くださいとの言葉を頂きました。
演奏はまず郡山中学校コーラス部の合唱から始ま
り、郡山東中学校・片桐中学校・郡山南中学校・郡山
西中学校・郡山中学校そして最後の郡山高校のすばら
しい演奏には拍手喝采でした。ブラボー！
時間のたつのも早くL.田口惠美子副会長の「感動し
ました。とってもすてきな力強いコンサートでした。
先生方、家族の皆様に感謝して又お会いしましょう。」
との言葉で幕を閉じました。

記事担当：PR委員会副委員長　L.松本隆善

■～真夏の響宴～　【第13回青少年吹奏楽コンサート】

8月19日（日）第24回全国金魚すくい選手権大会の開
催会場である金魚スクエアにて開催しました。
全国から来られました1607名の選手と応援にこられ
た観客の皆さんにライオンズクラブのメンバーが大き

な声で「献血お願いします」とテッシュを配り献血の呼
びかけを行いました。献血にご協力いただきました
方々有難うございました。

記事担当：PR委員会副委員長　L.松本隆善

■献血キャンペーン　全国金魚すくい選手権大会

暑い中ごくろうさまでした
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「初心にかえって、新たな一歩」大和郡山ライオンズクラブ会長スローガン

例会報告

Ｌ．森田久春会長の開会ゴングで始まり、Ｌ．赤熊
清志のライオンズの誓い唱和で新年度の例会がスター
ト致しました。
そして、会長挨拶でスローガン「初心にかえって、
新たな一歩」アクティビティスローガン「元気で楽しく
Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」を信条に、この一年活動して行きた
いとの力強い宣言が有りました。
続いて贈呈式があり、「青少年吹奏楽コンサート」へ
の助成金贈呈、「やまとの夏まつり」への協賛金贈呈、
「平和小学校緊急避難体験会」への援助金贈呈、ＹＣＥ
ホストファミリー（Ｌ．松本良一）へ助成金贈呈が各々
に贈られました。次に本年度の入会式が盛大に行われ、

Ｌ．堀口伸一、Ｌ．林 洋史、Ｌ．山本裕加が新たに当
クラブの新しい仲間となりました。
続いて委託状の伝達、2017年度収支決算承認、2018
年度予算案承認などがあり、前年度役員に記念品の贈
呈と2017年度例会の皆出席表彰（12名）、また7月の誕
生日の御祝い、そして和やかな歓談の中、Ｌ．安井、Ｌ．
松本良一によるＴＴタイムが始まりました。最後にメ
ンバー全員で「また会う日まで」合唱とＬ．八木進一の
ライオンズローアで2018年度の初例会が滞りなく無事
に終了致しました。

記事担当：L.堀口伸一

第1278回　７月第一例会　2018年7月12日　DMG MORI やまと郡山城ホール

7月29日、前日の夜から当日未明にかけて台風12号
が通過、実施できるかどうか危ぶまれましたが集合時
刻には快晴となり一安心、定刻通り10時30分京都へ向
けて出発。
バス移動約１時間で伏見酒蔵の町へ、昼食場所「月
の蔵人」は酒蔵を利用したレストラン、見上げると高
いところに木組みが見え、周囲は壁のみで窓はない正

に蔵の中である。食後は町を探索し月桂冠大倉記念館
へ、創業者大倉氏は笠置出身であったことからの笠置
屋の屋号でスタートし月桂冠へ社名が変わったいわれ
や「玉泉」が最初のお酒であったとのガイド案内を受け
た。
目的地「右源太」へ
先に到着されていたゲストの地区名誉顧問・元協議

第1279回　７月第二例会　2018年7月29日　納涼家族例会

ＴＴがんばります新入会員です よろしくカンパ～イ会長 例会 第一声

新婚ホヤホヤです♥ 92名ものご参加ありがとう

貴船 右源太にて 来日学生 アンジェラです 川床で傘！？

孫マゴしてます

月桂冠見学

会議長のＬ奥村と第二副地区ガバナーのＬ松岡に出迎
えられて「右源太」へ入館。Ｌ松岡の挨拶では参加者の
多さを絶賛、ライオンズクラブに対する熱い思いが感
じられるとお褒めの言葉を頂戴した。Ｌ松本久実の結
婚祝い、YCE学生アンジェラさんの紹介とコメント、
Ｌ東口の農場で実習をしているタンザニアの学生さん

の紹介、そして幹事報告が終わったところで川床へ移
動。丁度その時に雨が降ってきて一旦着席したものの
食事を味わうことなく再び室内へ移動、「川床だったら
２倍３倍美味しいだろうなア」と口々に京料理に舌鼓
を打った。

記事担当：計画委員会委員長　L.安井吉信
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7月29日、前日の夜から当日未明にかけて台風12号
が通過、実施できるかどうか危ぶまれましたが集合時
刻には快晴となり一安心、定刻通り10時30分京都へ向
けて出発。
バス移動約１時間で伏見酒蔵の町へ、昼食場所「月
の蔵人」は酒蔵を利用したレストラン、見上げると高
いところに木組みが見え、周囲は壁のみで窓はない正

に蔵の中である。食後は町を探索し月桂冠大倉記念館
へ、創業者大倉氏は笠置出身であったことからの笠置
屋の屋号でスタートし月桂冠へ社名が変わったいわれ
や「玉泉」が最初のお酒であったとのガイド案内を受け
た。
目的地「右源太」へ
先に到着されていたゲストの地区名誉顧問・元協議

「元気で楽しくWe Serve」大和郡山ライオンズクラブアクティビティスローガン

■来日学生　アンジェラ
此の度は、335C地区2018年度YCE来日学生を２週
間ホストファミリーとしてお預かりしました。名前は
アンジェラ　コセンティーノです。イタリア北部の都
市、サスオロ（サッカーで有名）出身の17歳の高校生で
す。今回で当クラブは４年連続ホストクラブとして来
日学生を受け入れています。今年度第一ホストファミ
リーが来日寸前まで決まらず、アンジェラもさぞかし
心配したでしょう。
YCEに積極的な取り組みに、地区に於いても当ク
ラブは評価されております。
アンジェラから来日前に２回メールが届き、あこが
れの日本に来る日を楽しみにしており日本の文化、伝
統、自然を見分したいと綴られておりました。
来日して京都観光、西陣織の体験、東大寺、奈良公
園での鹿とのふれあい。
特にユニバーサルスタジオでは楽しかったのか子供
らしい一面も覗かしていた。
歓迎会では、ギター演奏あり、八木幹事もカラオケ
持参で歓迎会を盛り上げて頂きました。 
個々にスナップ写真を撮ったり、片言の英語を使っ
てお話をしたり、アンジェラも楽しんでおりました。

アンジェラの最後の言葉に日本はとてもいい国、お
世話になった皆さんのことはイタリアに帰っても一生
忘れません。私の夢は世界中を旅行して見聞を広め皆
さんの役に立ちたいと夢を語っていました。彼女は未
だ17歳です。この先大きな夢と大きな目標をもって羽
ばたいて行くでしょう。 

記事担当：青少年育成委員会　L.松本良一

歓迎会にて ギターによるウエルカム演奏 祇園祭にて

慈光院にて

アクアトレンディにて

会議長のＬ奥村と第二副地区ガバナーのＬ松岡に出迎
えられて「右源太」へ入館。Ｌ松岡の挨拶では参加者の
多さを絶賛、ライオンズクラブに対する熱い思いが感
じられるとお褒めの言葉を頂戴した。Ｌ松本久実の結
婚祝い、YCE学生アンジェラさんの紹介とコメント、
Ｌ東口の農場で実習をしているタンザニアの学生さん

の紹介、そして幹事報告が終わったところで川床へ移
動。丁度その時に雨が降ってきて一旦着席したものの
食事を味わうことなく再び室内へ移動、「川床だったら
２倍３倍美味しいだろうなア」と口々に京料理に舌鼓
を打った。

記事担当：計画委員会委員長　L.安井吉信
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８月９日DMG MORI やまと郡山城ホールレセプショ
ンホールにて開催。
猛暑の続く異常気象の中、L森田会長の開会ゴング
ではじまり、国歌斉唱、ライオンズクラブの歌合唱の
あと、L足立のライオンズの誓い唱和がありました。
奈良西ライオンズクラブ　L上司会長よりご挨拶を

いただき、CN55周年記念大会実行委員長であるL笹尾
より55周年記念事業のご紹介をいただきました。
最後に「また会う日まで」を合唱し、L渡辺の元気な
ライオンズローアで閉会しました。

記事担当：PR委員会委員長　L.藤井　卓

第1281回　８月第二例会　2018年8月23日　DMG MORI やまと郡山城ホール
臨時理事会が６時から開催され、慎重協議で時間が、
オーバーしました。で、例会も遅ればせで、ゴング。
台風20号襲来の影響は、色んな爪痕を残して四国を
駆け抜けました。当地は、大きな災害は無かったもの
の（身構えた割だけ拍子抜け）滋賀草津よりお招きして
た講師が、来れなくなり、例会も超省略。日赤からの

感謝状はL飯田から代理伝達。開会ゴングから間も無
く「また会う日まで」。折角の洋食は、折り詰め弁当に
変身してお持ち帰りでした。スープは？コーヒーは？
どうなったのでしょう。

記事担当：L.鈴木利孝

第1280回　８月第一例会　2018年8月9日　DMG MORI やまと郡山城ホール

L足立 男前 奈良西ライオンズクラブ L上司 会長

L渡辺のライオンズローア

L堀口の初ローア

「また会う日まで」合唱これなんて読むの…
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PR 委員会委員長　藤井　卓

ライオンズクラブの新しい年度がスタートしました。
私はＰＲ委員会の委員長として１年間広報誌「若獅
子」を担当させて頂きます。
内容はライオンズクラブの活動報告と連載記事とし
て金魚にまつわるお話を色んな方にお願いしていこう
と思っています。

第一回目は1995年（平成7年）から毎年夏に開催され、
今年24回目を迎えました「全国金魚すくい選手権大会」
のお話です。
今年の第24回大会は一般の部、小中学生の部、団体
戦の３部門とフレンドリーマッチに1607人が出場し熱
戦を繰り広げました。団体戦の決勝戦では１位と２位
が133匹で同点決勝戦となり波乗りジョニーが優勝し、
個人戦での最高引数は67匹でした。
私はイベント関係のお仕事をこの町でさせて頂いて
いる関係で第一回大会開催にあたり各種団体が集まっ
て実行委員会が立ち上がる時に大和郡山青年会議所の
メンバーとして出向させて頂きました。
当時、大和郡山市観光協会の石田会長の主導で会議

が進んでいきました。石田さんは金魚すくいをスポー
ツ競技にして日本一を決める大会にすることに熱い思
いをお持ちの方でした。
この時、私は石田会長と意見が対立してしまったこ
とがあるのです。
私はイベント会社を経営し演出や会場設営をする仕
事をしています。
お客さん目線でライブ感のある競技大会にして見て
いる人も楽しんで頂ける演出を提案しましたが、石田
さんは、スポーツ大会であり余計な演出はいらないと
言われまし
た。
３分間の
競技中に音
楽流しては
いけないし
司会者が実
況してはいけない。
静かな環境ですると言われました。
「位置について、よーいスタート」と言った後、3分
間無音ではライブ感が出ない、、、
地域振興課の担当者と何度も交渉にいきご理解いた
だけるまで時間がかったことを忘れません。
今では330インチの巨大スクリーンにライブ中継し、
３分間の競技中は軽快な音楽とともに名物司会者の
タージンさんが実況中継して会場一体感を演出してい
ます。

現在全国
大会の会場
は大和郡山
市総合公園
（金 魚 ス ク
エ ア）で す
が、第 1回

から4回までは大和郡山市中央公民館（三の丸会館）で
の開催でした。
次号は24年間で記憶に残った記録をご紹介させてい
ただきます。

つづく

金魚のお話シリーズ　第一話（前編）

～全国金魚すくい選手権大会～

第4回大会（三の丸会館）

第24回大会（金魚スクエア）

開会式の様子

競技の様子
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■2018年 ＬＧ会
2018年度ＬＧ会の第一回のゴルフが、7月11日(水) 晴天
の中、コマカントリークラブに於いてメンバー 15名の参
加で開催する事が出来ました。
優　勝　Ｌ．堀口伸一
準優勝　Ｌ．冨川哲男
３　位　Ｌ．五師正治
プレー終了後、焼肉「筒井」にて2017年度総会と懇親会
が行われ、冒頭 森義治ＬＧ会会長の挨拶と2018年度ＬＧ
会の基本運営方針が発表され、グランドマンスリーに向
けて今年も元気で活発なＬＧ会がスタート致しました。

記事担当：L.堀口伸一 LG会 今年も楽しくやるぞ！

■芋苗え　体験学習
青少年育成委員会担当事業
5月18日、筒井幼稚園より園児73名、奈良県立ろう
学校より園児８名の参加。
5月22日、郡山北幼稚園より93名で
朝9：00集合し園児たちの「おはようございます」の
声に清々しい気分になりました。
続いてL.森田久春会長の皆さん楽しみしていた、芋
苗え上手に植えてくださいネと挨拶のあとL.中谷より

植え方の説明があり、初めて土にふれる園児たちもい
てみんな楽しく
大きくなーれ　大きくなーれ　と願いを込めて芋苗
えをしました。
最後にライオンズのおじさん「ありがとうございま
した」のことばに感動！

記事担当：PR委員会副委員長　L.松本隆善

早く大きくな～れ

Ｌ中谷の説明を聞く園児

■アラート防災体験学習会
７月21、22日平和小学校にて防災宿泊体験学習が行
われ69名の参加者がありました。
２週間前、西日本豪雨災害で平和地区に避難指示が
でたこともあり、関心が高く、真剣に取り組みました。
防災、熱中症等講演。消火、夜間歩行等訓練、段ボー
ルよる寝床の作成等宿泊体験しました。夜は暑くなか
なか眠れなかったのですが、現在も災害を受け避難し
ている人々はどんな思いでおられるかと考えさせられ
大変有意義な体験学習でした。

集中豪雨、台風、等に備えて防災は日頃の備えが必
要であることも学びました。

記事担当：L.澤井宏純

平和小学校 体育館にて 真剣に聞いてます

委 員 長 ／ 藤井　卓 ／ イベント制作：（株）タック ／ 素晴らしいメンバーに恵まれて幸せです
副委員長 ／ 松本隆善 ／ 建築材料販売：大和金物（株） ／ 青少年事業担当イケイケドンドン！
委　　員 ／ 植村俊博 ／ 金魚・錦鯉・熱帯魚・卸、小売：（株）植村養魚場 ／ 金魚のお話しシリーズ担当します
委　　員 ／ 澤井宏純 ／ 大協（株）役員 ／ 読者に楽しく読んでいただけるよう頑張ります
委　　員 ／ 鈴木利孝 ／ 写真：グリーンフォトスタジオ ／ 写真屋の意地をぶつけます
委　　員 ／ 堀口伸一 ／ 倉庫業：近畿商工（株） ／ 新入会員で不安ですが先輩についていきます　　　　　　

2018 － 2019　PR委員会メンバー（名前・仕事内容・コメント）

一年間よろしくお願いします


