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「すべてに感謝、楽しく We Serve！
！」

例会報告
第1291回

1月第二例会

ポスコン受賞者招待例会

2019年1月24日

ひときわ寒さが身に染みる今宵、例会場の城ホール
は熱気がいっぱいの賑やかな場になりました。
ポスコンの入賞者4人の関係者、総勢15名のゲスト
を招いてのレセプションホールは70％の出席率とは趣
が随分違います。
晴の場に相応しい緊張感も醸しつつLT ／ L吉川の
進行で始まりました。通常ゲストは幹事報告等が終
わって会場にお招きするところ多人数のため開会から
着席していただきました。子供たちには退屈だったか
もしれませんが、一般の方々に居て頂いて、LC活動
の一端を知っていただく良い機会になったと思いま
す。
指名委員の任命、上半期の収支決算報告、承認事項
が5件と進み、表彰状伝達式になりました。
賞状伝達の度に、子供たちにコメントを求めました
が、しっかりとお礼や自分の作品主旨を述べられたの
には感心しました。洋食のコースは如何だったでしょ
う。

南田遥菜さん／平和小

山田絢華さん／郡山西小

DMG MORI やまと郡山城ホール

来年もぜひ一緒に会食できるように応募してほしい
ものです。
食後のTTタイムには、会員皆さんがポスコン関連
でドネーションいただき、PR委員会としての遣り甲
斐になりました。有難うございます。
記事担当：ＰＲ委員会

山田夏輝さん／郡山北小

Ｌ鈴木利孝

杉本柚葉さん／平和小

■第41回 お城まつり 奈良県選抜少年剣道大会
平成31年3月31日 大和郡山総合公園施設（金魚スクエア）
真冬並みの寒気が日本列島を覆っている中、温かい
日差しが心地よい大会日和になりました。
奈良県下38団体320名の参加者が集い、礼に始まり
礼に終わる折り目正しい所作で開会式は進みました。
大会会長の上田清市長のご挨拶に続き大和郡山 LC 第
2 副会長 L 田口惠美子が、ご挨拶させていただきま
した。
演武は、昨年度優勝チーム修心館村本同上の皆さん
が「木刀による剣道基本技稽古法」を迫力ある動きで披

Ｌ上田市長「武士道とは」

露してくれました。
試合結果は下記の様になりました。
団体戦優勝
高学年の部 大和青少年文化研修道場
低学年の部 修心館村本道場
メン1本
個人戦優勝は
男子の部 下田 竜生君（修心館村本道場）
女子の部 宮田 美桜さん（柳生剣友会）

Ｌ田口 力強い挨拶

開会式

−２−

総勢320名

３３５-Ｃ地区アクティビティスローガン
第1294回

3月第一例会

みどりの日

「奉仕と友愛の輪で新たなる挑戦！」

2019年3月10日

DMG MORI やまと郡山城ホール玄関前

大和郡山ライオンズクラブでは、毎年3月10日は「み
どりの日」として30年前より、緑化推進環境保全活動
の一貫として今年も花の苗のプレゼントを行いまし
た。
セレモニーではＬ森田 久春会長が「早朝より300名
以上の市民の方々の参加を頂き誠に有難うございま
す。

花いっぱい

第1292回

2月第一例会

2019年2月14日

郡山の町を花いっぱいにして下さい。」そしてＬ上田
清市長も「今日お城の盆梅展が最終日です。満開の梅
をご覧ください。そして花に包まれて元気な町づくり
をしたいと思います。」とのご挨拶を戴きました。
今年の花は（ポリアンサス）
（マリーゴールド）
（ペ
チュニア）の３鉢をセットとし、400セットを用意しま
した。
あっと言う間に完了致しました。
つづいて例会ではＬ森田 誠の「ライオンズの誓い」
唱和。Ｌ森田 久春会長挨拶、３月誕生お祝いそして、
今年のメインアクティビティの発表がありました。
金魚スクエア（全国金魚すくい選手権大会8月開催）
前に出目金の「デメッキーモニュメント」の寄贈が承認
されました。
5月9日午後3時より贈呈式を行います。
最後は環境保全委員長Ｌ藤本 保文のローアで締め
くくりました。
記事担当：ＰＲ委員会副委員長 L松本隆善

DMG MORI やまと郡山城ホール

“次期会長 第55代L東口義巳に決定！”
Ｌ森田久春会長の開会ゴングで始まり、Ｌ渡邊茂則
のライオンズの誓い唱和で例会が始まりました。
本日は、指名例会と言う事で次期役員の選考発表が
あります。先ず初めにL森田久春会長の挨拶があり、
その後、年男の御祝いがＬ松本良一、Ｌ藤本保文、
Ｌ田
口惠美子、Ｌ中村久雄に渡され、続いて喜寿の御祝いを
Ｌ中野昌英、
Ｌ大野忠彦、Ｌ鶴田晴久に、そして、米寿
の御祝いをＬ岩井敏夫に会長から手渡されました。
また、今月の誕生日の御祝いは4名に記念品を贈呈さ
れました。
そして、指名会が始まりＬ.喜夛指名委員長より次
期役員候補者の氏名発表があり、選挙会へと進んで行
きました。
結果、次期会長にＬ東口義巳が決定し、今日までの

ライオンズクラブに対しての熱い思いのこもった挨拶
がありました。
そして和やかな食事と歓談後、Ｌ松本良一とＬ川端
章代によるＴＴタイムが行われ、メンバー全員でいつ
もの様に「また会う日まで」を合唱し、Ｌ赤熊清志のラ
イオンズローアで無事に例会が閉会致しました。
記事担当：ＰＲ委員会 Ｌ堀口伸一

−３−

大和郡山ライオンズクラブ会長スローガン
第1290回

1月第一例会

2019年1月14日

「初心にかえって、新たな一歩」

奈良ホテル

平成３１年１月１４日
（祝）奈良ホテルにおいて新年
家族例会が開催されました。
L辻井健によるライオンズの誓い唱和、L森田久春
会長の挨拶に続き、結婚記念のお祝いが該当するメン
バー１０名（組）に贈られました。食事タイムのアトラ
クションには瓢箪を加工した楽器を演奏しながら歌う
「ヒョウコマーズ」、おなじみの歌が次々に登場しアン
コールが止まらず手をつなぎ、輪になって大合唱まで
起こり会場は大いに盛り上がり！お楽しみ抽選会も豪
華賞品が揃えられて、抽選の度に悲喜こもごもの歓声
が上がりここでもたいへん盛り上がりました。

今年はメンバー、家族ともに出席者が多く平成最後
の年明けにふさわしい楽しい新年家族例会になりまし
た。
記事担当：計画委員会委員長 Ｌ安井吉信

おみやげいっぱい

金婚式おめでとう
（皆さんよく我慢しました）

第1295回

3月第二例会

2019年3月28日

Ｌ鶴田 会長賞ゲット

ヒョウコマーズ（ゲスト）
と大合唱

レストラン：カステッロ

お城の満開のしだれ桜・ちらほら咲きのソメイヨシ
ノを愛でながらの例会が城ホール内のレストラン「カ
ステッロ」にて開催されました。L 森田久春会長の挨
拶に続き「第 41 回お城まつり奈良県選抜少年剣道大

会」へ後援金の贈呈が行われました。そして次期幹事
L 五師より次年度委員会編成が発表され、続いて L 東
口次期会長より次年度の活動に対する抱負と各委員会
への希望、メンバーへの協力のお願いの挨拶があり、
着実にそして粛々と準備を進められている様子が感じ
られました。
本日の花見例会、ご家族お揃いでの参加メンバーもあ
り、お酒とビンゴゲームそしてカラオケが登場し楽し
いお花見となりました。
記事担当：計画委員会委員長 Ｌ安井吉信

カラオケで盛り上げてくれた女子会メンバー

−４−

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

金魚のお話シリーズ 第三話
～金魚の歴史～

PR委員会 Ｌ植村俊博
㈱植村養魚場 取締役会長

家計の一助となっていったと言われています。
やがて、領内の農民と組む、仲間人を経てこれを行
商に託し、諸国に販売するという産業が生まれ、郡山
の金魚の名声を高めていったそうです。
その後、明治維新を迎え廃藩となり、職を失った士
族がこれを契機に本業とし、さらに一般農家も副業と
する農家が１４０戸に及ぶ大盛況となり一気に郡山の
金魚養殖が拡大されました。
そして初夏になると京阪神への金魚の行商はいうま
郡山への金魚の歴史は、安保9年（1724年）柳沢吉里

でもなく、福井、金沢、能登まで範囲を広て稼ぐ行商

公が甲斐の国（現在の山梨県）より郡山藩へ入部されて

人は郡山から４０人前後も出て、相当な利益を上げて

郡山城主になられた際に趣味として飼育されていた金

いたという。今から思えば夢のような話です。

魚をご持参し、邸内で飼育され、その飼育を家臣に進
められた始まりである。
元文三年（1738年）家臣の中で特に金魚飼育に長じた
佐藤三左衛門の努力でコイ、フナの数万尾中より赤の
斑点のある二つの尾の種を得て、これを淘汰して優秀
な原種を得たと言われています。その後も佐藤は明治
の初めまで熱心に養魚を続けこれが郡山金魚養殖の源
流となっています。
江戸時代中期以降は、郡山藩士の間で趣味として金
魚飼育がかなり行われていたそうです。
文久三年（1863年）現在の大和郡山市東岡町に住んで
いた行商人、高田屋嘉平衛は広島から「獅子頭」の金魚
を持ち帰ったそうで、その金魚は頭部に肉溜があり、
尾は長く美しい金魚で広島では「オランダ」と呼んでい
たらしいが、郡山では「広島」と呼んでいたそうです。
はじめは、藩士の間で趣味として飼っていたが幕末
になると藩財政の悪化から下級武士の間で内職として
−５−

つづく

■8R2Z合同献血奉仕活動
1月19日（土）近鉄奈良駅前に於いて生駒LC、奈良西
LC、大和郡山LCの3クラブ合同による8R2Z合同献血
奉仕活動を開催いたしました。
早朝より多数のメンバーが駆けつけていただきまし
た。又、献血にご協力いただいた方へ進呈する食パン
３斤の袋詰め作業など、メンバーのお陰で順調に進み、
献血への呼びかけも活気あるものになりました。

メンバーの方々を始め、関係者の方々には、この場
をお借りして感謝申し上げます。
記事担当：保健福祉委員会委員長 Ｌ中山貴典

早朝よりご苦労様（近鉄奈良駅前）

第1293回

2月第二例会

献血例会

2019年2月13日

赤十字血液センター

今年度も2月28日に奈良県赤十字血液センターをお
借りして例会を行いました。
例会前にはL八木進一と桒澤アシスタントが献血を
されました。
L森田久春会長の
「寒さも少し緩み春の気配が近づ
いています」との挨拶のあと、シニア・マスター・キー
賞（25名のライオンズクラブのメンバーを会員として
推薦し承認）の伝達をL飯田喜代視がこの偉大な功績
の表彰を受けました。
次に日本赤十字献血推進ビデオ「ありがとう」を鑑賞
しました。
急性リンパ性白血病になった女子高生の苦しい闘病

生活と抗がん剤治療、あきらめかけた生命を88人の
方々から輸血を受け生きる希望をもらい大切な命を分
けてくれてありがとうという内容でした。
献血の必要性を再認識致しました。
その後、高橋幸博センター所長より平成30年度奈良
県赤十字血液センターからの報告があり、特に最近若
者の献血が少ないとの事、又、災害に関しての血液の
必要性、鉄分（レバー、ひじき、ほうれん草）を多く食
べて献血に協力して欲しいと要請がありました。
最後にL中山貴典のライオンズ・ローアで締め有意
義な献血例会でした。
記事担当：ＰＲ委員会副委員長 Ｌ松本隆善

Ｌ高橋のスピーチ

Ｌ中山のウォー

■2018年度 第9回ＬＧ会
2018年度 第9回のＬＧ会のゴルフコンペが、2月19
日(火)に法隆寺カントリー倶楽部にて開催されました。
天候はあいにくの雨でしたが、今回は会員拡大を目

今回も雨の中がんばりました

的としてメンバー 14名、他に招待の2名、計16名にて
行われました。
成績は雨の影響もあり、皆さん苦戦致しましたが、
1アンダーで、Ｌ堀口伸一が今季2度目の優勝を致しま
した。
その後、筒井の『麿』にて招待の方も含めて和やかに
表彰式と懇親会が盛大に行われ、お互いに懇親を深め
ました。
第９回ＬＧ会成績
優勝 Ｌ堀口 伸一
２位 Ｌ秋田 義雄
３位 Ｌ吉川 麿
記事担当：ＰＲ委員会 Ｌ堀口伸一

−６−

