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会長スローガン
初心にかえって、新たな一歩

題字　会長 Ｌ森田久春
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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

「一年を振り返って」

～地区役員一年間振り返って～

早いもので、昨年7月の第1例会からもうすぐ１年が過ぎようとしています。
今年度のメインアクティビティの「デメッキー」のモニュメントの贈呈式も無事に終えさせていただき、１年の行
事もほぼ終了する事ができました。経験不足な私にとりまして、この１年は貴重な体験と身の丈を知る得難い１年
でした。全メンバー・キャビネット・事務局のご協力に対しまして心より感謝申し上げてお礼の挨拶とさせて頂き
ます。

新元号「令和」元年5月9日。大和郡山市総合公園「金
魚スクエア」（全国金魚すくい選手権大会開催会場）に
於いて、今年度L森田久春会長のメインアクティビティ「デ
メッキー」モニュメントの贈呈式を行いました。
L森田久春会長より、金魚のまち大和郡山をPRした
い。大和郡山ライオンズクラブが10年前に寄贈した「き

んとっと」とともに
可愛がってもらいた
いと挨拶。
　上田市長より、「金
魚すくい大会は今年
世界大会になりま
す。日本の文化を発

信し、広げる原点にしていきたい」とお言葉をいただ
きました。
これからも「金魚が泳ぐ城下町」として世界各国から
こられる方に、大和郡山を多いにPR出来ると信じて
います。

記事担当：ＰＲ委員会副委員長　L松本隆善

会長　L 森田久春

年度当初に各ゾーンの諮問委員会に出席し、ガバ
ナー方針を伝えると共に8Rとしての運営について話
し合いました。奈良西LC、桜井LCが55周年を迎えら
れ、会員増強に力を入れておられます。
YCEの活動については、初めて桜井LCが受け入れ
ていただき、大和郡山LCが2名、生駒LCが1名の受け
入れをしていただきました。
次年度はL小鍛冶ガバナーの下、8R一丸となって
335-C地区の活動に大いに協力していく事を申し合わ
せました。

L飯田喜代視

8Rリジョン・チェアパーソン

地区へ出向したことで、得られたことが沢山ありま
す。
まず部門賞で最優秀MC-IT委員会賞（若獅子発刊へ
の評価）をいただきました。
平和ポスターコンテスト地区表彰者4名、ホームペー
ジ再構築に貢献出来ました。
継続は、力なりとは言い古されていますが、若獅子
発行が続いている事への評価は非常に高いです。地区
のホームページへの投稿も今後も継続してください。

L 鈴木利孝

地区MC-IT委員会出向

■石製の大きな「デメッキ―」　金魚スクエアにモニュメント寄贈！

デメッキーでーす Ｌ森田（久）会長のメインアクティビティ
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□平成３１年３月３０日（土）
恒例のイオンにて献血キャンペーンを開催致しました。
昼から雨との天気予報が出ているなか、午前中は晴天
に恵まれ、順調に献血奉仕者の方に献血車にお越し頂
きました。
□平成３１年４月６日（土）
先週に続き、イオンにて献血キャンペーンを開催。
花見シーズンなのか心なしか来場者数が少ないからな
のか、献血者数も伸び悩みました。高齢化は進む昨今、
献血者数も減っているなか、血液を待っておられる方
が沢山おられます。どうか献血へのご協力何卒、宜し
くお願い致します。
□令和元年５月１８日（土）
令和に入って間もなく、献血者４００万CC９０００
人を達成!!
大和郡山ライオンズクラブ主催によるセレモニーを開
催致しました。

最初に大和郡山ライオンズクラブ　森田久春 会長の
挨拶で「全国的に血液が不足しており、輸血が必要に
なる沢山の方々がお待ちになっております。広く献血
のご協力をお願いします」。９０００人目、前後賞の
３人の方々に商品券、９０００人目、該当者の方には、
花束の記念品贈呈が行われました。

記事担当：保健福祉委員長　L中山貴典

■献血者400万CC　9000人を達成!!

2019年4月20日、久しぶりに京都府から滋賀県大津
へ会場を設け初夏の気候は、水辺の会場とミシガンの
乗船に期待が高まります。
式典に先立ち午前10時より代議員登録が琵琶湖ホテ
ルにてスタート。
400席の会場はほぼ満席。
今回は第二副地区ガバナーにお二人が立候補され、
予てよりアピール合戦が行われていました。結果地区
ガバナーエレクトにL小鍛冶正明、次期第一副地区ガ
バナーにL松岡勲、決選投票の結果、次期第二副地区
ガバナーにはL佐々木由美子が選任されました。

代議員は昼食を済ませ、大津市民会館の式典会場に
移動しました。
大会委員長L立岡功成より挨拶、ご来賓各位の祝辞
へと進み、ガバナーの年次報告次期役員への引継ぎセ
レモニーが行われました。
大津シフォニックバンドの素晴らしい記念コンサー
トで耳を癒され、熱気冷ます間もなく外輪船ミシガン
とビアンカに乗船し琵琶湖クルーズを楽しみました。
我がクラブは、振替例会で多数のメンバーが参加を
果たし、晩餐会のご馳走を戴きました。

記事担当：ＰＲ委員会委員　L鈴木利孝

■第65回地区年次大会

Ｌ佐々木　Ｌ松岡　Ｌ小鍛治

MC-IT 最優秀賞を受賞

琵琶湖ミシガンにて

次年度の大会は奈良でお待ちしています

「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
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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

今年は４月になってもまだ寒く、お城の桜もきれい
に咲く中、４月第一例会が開催されました。L森田久
春会長のゴング、L西川貴雄のライオンズの誓い唱和
で例会が始まりました。L森田久春会長の挨拶、その
後、１００周年記念会員増強賞の伝達（L尾関、L森）
１００周年記念奉仕レガシープロジェクト達成賞の伝

達（L喜夛理）がありました。
幹事報告、食事と続き、委員会報告後、２０１９年
度新委員会の会議等の日程調整があり、T・Tタイム
後「また会う日まで」、会唱。L西川仁美のライオンズ・
ローアで例会が閉会致しました。

記事担当：ＰＲ委員会委員　L澤井宏純

第1296回　４月第一例会　2019年4月12日　DMG MORI やまと郡山城ホール

Ｌ森田久春会長の開会ゴング、Ｌ五師正治のライオ
ンズの誓い唱和で例会が始まりました。 
その後、L森田久春会長の挨拶があり、地区ガバナー
ズアワード『ＭＣ・ＩＴ最優秀賞』の披露がありました。
本日は、現理事会の承認事項に加えて次年度理事会
の承認事項もあり、着々と次年度に移行して行く雰囲
気を感じながらの例会となりました。次年度会長のＬ
東口義巳の次年度スローガン及び基本方針が発表さ
れ、次年度スローガン「みんなで考えみんなで創るラ
イオンズ」そしてアクティビティスローガン「ひとりひ

とりの奉仕(ＷＥ ＳＥＲＶＥ)をカタチに」の具体的な
説明があり、「楽しくワクワクする例会」そして、 ライ
オンズライフが楽しくなる様な出会い、また奉仕活動
をカタチにと熱く論じておられました。
そして和やかな歓談タイム終了後、Ｌ松本良一、Ｌ安
井吉信によるＴ・Ｔタイムが行われ、メンバー全員で
「また会う日まで」合唱をして、Ｌ森 義治のライオンズ
ローアで例会が無事終了致しました。

記事担当：ＰＲ委員会委員　L堀口伸一

第1298回　５月第一例会　2019年5月9日　DMG MORI やまと郡山城ホール

今年度もあと残り6月例会を残すのみとなりました。
本日の例会は、L森田久春会長の開会ゴング、L渡
邉のライオンズの誓い唱和で始まりました。L森田
（久）会長から「石製デメッキ―を市へ寄贈したお話が
あり、金魚すくいが世界に羽ばたき国際交流に役立て
て欲しい」と挨拶がありました。
次にメルビン・ジョーンズ・プログレス・フェロー
にラペルピンの伝達がありました。
L飯田（9回目）・L足立（9回目）・L松本隆善（7回目）・

L八木（5回目）・L東口（4回目）・L田口（4回目）・L森田
久（3回目）おめでとうございます。
次に、アイバンクサポーター認定証の伝達がL飯田
に、そして、FWTヘアードネーションの伝達が興津
佳代様、飯田真帆様にありました。ご協力いただき有
難うございました。
次回は1300回記念例会です。盛大にやりましょう！

記事担当：ＰＲ委員会副委員長　L松本隆善

第1299回　５月第二例会　2019年5月23日　DMG MORI やまと郡山城ホール

Ｌ西川 ライオンズの誓い Ｌ森　Ｌ尾関　会員増強賞の伝達
レガシープロジェクト達成賞の伝達

Ｌ喜夛理

Ｌ五師 ライオンズの誓い MC-IT最優秀賞を受賞 Ｌ松本（良） Ｌ安井 Ｔ・Ｔタイム Ｌ森 ライオンズローア

Ｌ渡邉 ライオンズの誓い MJF 1000ドル献金しました
Ｌ飯田 アイバンクサポーター

認定証伝達Ｌ森田（久）会長の挨拶
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今年度もあと残り本日含めて2回の例会で終了し、
来月より新年度が始まります。
本日の例会は、L森田久春会長の開会ゴング、L冨
川のライオンズの誓い唱和で始まりました。L森田
（久）会長から「今年度もあと少し頑張りましょう」と挨
拶があり、次に6月お誕生日のお祝いがありました。
今年度と次年度の幹事報告があり、今日の例会が大
和郡山ライオンズクラブが発足して53年かけて達成でき
た例会開催1300回を記念してL尾関より乾杯のご発声！
本日は特別にL.TのL吉川とL八木幹事の発案でたこ

焼きの屋台が登場。皆さんに振舞われました。
食事タイム中、和楽器の生演奏がL安井（尺八）、邦
楽演奏家　折本大人樹（17絃箏・尺八）あり会場を和ま
せていただき1300回記念例会はいつもより楽しい時間
となりました。
ライオンズ・ローアはL上田清が担当、1300回はあ
くまでも通過点、1400回1500回と大和郡山ライオンズ
クラブが地域に根差した社会貢献ができる組織であり
たいと挨拶がありました。

記事担当：ＰＲ委員会委員長　L藤井　卓

第1300回　６月第一例会　2019年6月13日　DMG MORI やまと郡山城ホール

今年度最終例会。
本日の例会は、L森田久春会長の開会ゴングから始
まり現会長L森田（久）と次期会長L東口2名によるライ
オンズの誓い唱和で始まりました。
L森田会長から「令和元年のメインアクティビティ
デメッキー贈呈式も終わり一年が終わろうとしていま
す。会長として未熟な私を助けていただきました、キャ
ビネットの皆さん、メンバーの皆さん、事務局の桒澤
さんに感謝申し上げます。一年間ありがとうございま
した。」と挨拶がありました。
その後、各委員長様に一年間の労をねぎらいL森田

（久）会長より記念品の贈呈式がありました。
次に、現役員から次期役員にバッジ交換があり、次

年度に思いが引き継がれました。
その思いを受け継いだ次期会長L東口より「ただ今、
会長バッジを受け取りひしひしと重みを感じています。
私は美味しいトマトを作る喜びをお客様に教えていただ
きました。次期はメンバーさんの健康を考えるお手伝い
をさせていただきたいと考えています。みんなで考えみ
んなで作るライオンズを目標にして会員皆さんにとって
充実した一年にしたいと思っていますので皆さまご協力
よろしくお願いします。」と挨拶がありました。
ライオンズ・ローアは幹事L八木が担当、一年を締
めくくりました。メンバーの皆さん一年間ご苦労様で
した。

記事担当：ＰＲ委員会委員長　L藤井　卓

第1301回　６月第二例会　2019年6月20日　DMG MORI やまと郡山城ホール

ライオンズ誓いは
現と次期の会長で！ 1年間がんばった委員長さん達

ライオンズローアは
L八木幹事 皆さん1年間お疲れ様

1300回に乾杯！！

和楽器の生演奏 Ｌ上田 ライオンズローア おいし～い たこ焼きいかが

「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
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植物に関心を持って植物を大切にする体験学習の実
施。
5月13日、筒井幼稚園のさつま芋苗植えの実施。園
児６５名、奈良県立ろう学校園児２名と、朝９時から
開始。次期会長L東口の挨拶、L中谷が植え方の説明
の後、メンバー、園児と一緒に芋苗を植えましました。
　朝から晴天で暑くて汗をかきながら、暑い暑いと言
いながら植え、その後、大きなお芋ができますように
と水やりをしました。
記事担当：次期青少年育成員会委員長　L澤井宏純

■幼稚園のさつま芋の苗植え　体験学習（筒井幼稚園編）

5月21日雨の為5月24日、郡山北幼稚園の苗植えの実施。
園児91名と９時より開始。会長の挨拶、植え方の説
明の後、園児と一緒に植えました。芋苗が多くてトウ
モロコシの植える所の畝まで植え、園児と一緒に水や
りをしました。10月の芋掘りまで草ひきや肥料やり等、
２ヶ所の畑をライオンズのメンバー及び幼稚園で管理
をします。園児、先生、ライオンズメンバー等で10月
には芋掘り、焼き芋パーティーがあり、今から楽しみ
にしています。
記事担当：次期青少年育成員会委員長　L澤井宏純

■幼稚園のさつま芋の苗植え　体験学習（郡山北幼稚園編）
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PR委員会　Ｌ植村俊博
　㈱植村養魚場 取締役会長

いよいよこのシリーズも最終回となりました。

今年開催される第 25 回全国金魚すくい選手権大会は

世界大会に向けてワールドワイド化計画を進め、日本

の伝統としての「金魚すくい」を世界に発信しようと

しています。

そこで今回のお話は大会でポイを破らずにいかに沢山

すくうか、そのコツを金魚すくいの名人から伺い金魚

すくいの奥義を紹介させていただきます。

金魚のお話シリーズ　第四話

～名人の金魚すくい奥義とは～

①　ポイは紙ののりしろのある側が表で水切りが良い。

②　ポイの紙は全部水でぬらす。

③　ポイは斜めに入れて、水中では平行に移動し斜めに抜く。これは水の抵抗を少なくすることにつながる。斜め
に切ることでポイの端で金魚をすくう形に持っていける。（金魚が跳ねてポイに穴が開くことがあるので胴体
は紙の上、尾びれはポイの外に出ている状態が理想である。）

④　ポイはこまめに水から引き上げる。（水の中に浸けっぱなしは敗れる原因）

⑤　見た目で小さい金魚を選ぶ。（小さいのは軽い）

⑥　後ろから追うと逃げるので金魚の前か斜め横から不意を付く。

⑦　あきらめが肝心。（しつこく追われた金魚はポイの上で跳ねやすい。）

⑧　常に平常心で、かわいいなと言う慈愛の気持ちですくう。

⑨　ポイが破れてしまっても焦らず落ち着いて。

みなさん世界チャンピオン目指して

頑張ってください

今年は２５回
記念大会です
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平成31年4月5日(金)に8R1Z2Z親善ゴルフコンペが晴
天のもとディアパークゴルフクラブにて総勢73名で開
催されました。奈良西ライオンズクラブの設営にて行
われ、今回は第11回LG会も兼ねてと言う事で、当ク
ラブからは16名が参加致しました。

成績は、大和郡山ライオンズクラブが優勝・準優勝
と言う素晴らしいワンツーフィニッシュの結果となり
ました。そして、第11回LG会は、実力者のＬ.五師が
優勝、2位には久々の入賞Ｌ.森田 誠が入り、3位にはＬ.
森キャプテンが入賞致しました。
【親善ゴルフ成績】
（ダブルペリア方式）
　優勝　Ｌ.堀口伸一
　２位　Ｌ.松本良一
　３位　Ｌ.松原敬治（天理）
【第11回LG会成績】
（固定ハンディー戦）
　優勝　Ｌ.五師正治 
　２位　Ｌ.森田　誠 
　３位　Ｌ.森　義治

記事担当：ＰＲ委員会委員　Ｌ堀口伸一

■第11回ＬＧ会（8R1Z2Z親善ゴルフコンペ）

令和元年5月15日(水) ～ 16日(木)にかけて晴天のもと
LG会のマンスリーが開催されました。15日はプライ
ベートコンペの後、三重の湯の山温泉に宿泊し、総勢
14名で懇親会を開催致しました。
翌日は、当日参加の4名を加えて名門四日市カント
リークラブにて2018年度のグランドマンスリーが晴天
下総勢18名にて行われました。
結果は、下馬評通りマンスリーに強いＬ.冨川哲男
が見事に優勝、２位にはLG会のハンディー頭のＬ.五
師正治が優秀の美を飾りました。
また、2018年度の総合ポイントによる表彰もあり、
年間総合優勝は、Ｌ.五師正治、２位はＬ.堀口伸一、３
位はＬ.冨川哲男でした。

2018年LG会に参加頂いた皆様方、一年間お疲れ様
でした。
【第12回LG会成績】（固定ハンディー戦） 
　優勝　Ｌ.冨川　哲男 
　２位　Ｌ.五師　正治 
　３位　Ｌ.林　　洋史 
【2018年度 年間総合ポイント】
　１位　Ｌ.五師　正治　173P 
　２位　Ｌ.堀口　伸一　142P　　　 
　３位　Ｌ.冨川　哲男　136P 
　４位　Ｌ.松本　良一　125P 
　５位　Ｌ.森　　義治　115P 

記事担当：ＰＲ委員会委員　Ｌ堀口伸一

■第12回LG会（グランドマンスリー）

PR委員会1年を振り返ってひと言

名門 四日市カントリークラブにて

ディアパークゴルフクラブにて

優勝しちゃいました
L堀口

湯の山温泉 老舗旅館 寿亭にて

（左から） Ｌ堀口、Ｌ森田（久）会長、Ｌ藤井、
Ｌ鈴木、Ｌ松本（隆）、Ｌ植村、Ｌ澤井

皆さまありがとうございました。 ＰＲ委員会一同Ｌ藤井卓委員長
素晴らしい委員会メンバーと
1年間完走できたことに感謝！

Ｌ鈴木利孝
PR委員のナイスチームワークで
若獅子発行出来ました。

Ｌ堀口伸一
藤井委員長大役ご苦労様でした。
私は来年PR委員会副委員長なので
頑張ります。

Ｌ松本隆善副委員長
写真のコメント良かったね。
最高のメンバーでしたブラボー！

Ｌ植村俊博
金魚のお話シリーズ担当させて
いただき有難うございました。

Ｌ澤井宏純
皆様にお力添えいただいたお陰で、
楽しく書かせていただき有難うご
ざいました。

～次年度はＬ安井吉信委員長に引き継ぎます～


