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「笑顔と仲間の輪」３３５-Ｃ地区ガバナーテーマ

高台寺にある鬼瓦席（四畳半の茶室）は慶長年間の終わり頃、佐野浄益により造られた
もので、元々は武者小路千家の近くにあったものを、明治32年に高台寺に寄贈、移築さ
れました。点前畳の上の壁に鬼瓦が掛けられているところから鬼瓦席の名が付けられた
とのことです。その鬼瓦が獅子であることから今年度の表紙にさせていただきました。

表紙の解説

第38回大和郡山ライオンズクラブ杯学童軟式野球大
会が9月16日と21日の2日間、両日ともまずまずの天候
に恵まれ、９チームの参加で開催されました。
9月16日（月・祝）は、ホウワグランドで開会式と1回
戦・２回戦が行われました。開会式ではＬ東口会長が
「ケガや体調に注意して、日頃の成果を存分に発揮し
て頑張ってください。そして野球を楽しんでくださ
い。」と挨拶し、同会長の始球式により熱戦の火蓋が切
られました。
9月21日（土）は、ならっきー球場で、昨年度優勝チー

ムの小林ファイヤーズと平和レッドスワローズによる
決勝戦が行われ、熱戦の結果２-０で平和レッドスワ
ローズが征しました。続いて行われた閉会式では、優
勝チームにL東口会長より大和郡山ライオンズクラブ
杯が授与されました。決勝を戦ったチーム全員にＬ東
口会長とＬ五師幹事より記念メダルが掛けられ、最後
はメダルを胸に観客の祝福を受けながらダイヤモンド
を行進して大会の幕を閉じました。

記事担当：青少年育成委員会 副委員長 Ｌ林　洋史

■学童軟式野球大会

優勝：平和レッドスワローズ

準優勝：小林ファイヤーズ
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10月20日（日）、秋晴れの天候の中、お城周りの清掃
作業を地域のボランティア500名に集まっていただき
開催いたしました。
L東口会長の挨拶のあと、大和郡山市上田市長にご
挨拶をいただきました。谷垣教育長もお越しいただき
ありがとうございました。
親子まつり実行委員会、アイバンク愛の光基金管理
会に後援金を贈呈させていただき清掃開始。2時間の
清掃作業のあとは、本年、当クラブに入会したメンバー
のお店特製の美味しいカレーを参加者全員に振舞いま
した。清掃に参加していただきました3名にお話を伺
いました。片桐西小学校3年生の杉岡琥羽（こはね）さ
んは、「初めて参加しましたが掃除が好きになりまし
た。きれいになった後は気持ちいいです。ちょっとピ
リ辛のカレーが美味しかったです」と話してくれまし

た。また同小学校5年生の西澤滉喜（こうき）くんは、「落
ち葉をいっぱい拾って大変だったけど掃除は楽しい。
5回目の参加ですが、今年のカレーが一番や！」と話し
てくれました。そして同小学校6年生の牧野陽音（はる
と）くんは、「2回目の参加です。木の根を取るのが難し
かった。でも掃除は楽しかった。カレーめっちゃうま
かったのでおかわりしました。」と元気に話してくれま
した。インタビューに答えてくれた3名の小学生の笑
顔が素敵でした。有難う！
本当に沢山の方々にご参加ご協力をいただき誠に有
難うございました。来年も美味しいカレー作って待っ
ています。ぜひご参加くださいますようお願いいたし
ます。

記事担当：環境保全・アラート委員会
委員長 Ｌ藤井　卓

■清掃奉仕活動

「暑さ寒さも彼岸まで」と云われるが如き真夏のよう
に暑い日でしたが、満月を二日後に控えた１２日、慈
光院にて月見例会が開催されました。
例会前段では雲間のお月様を眺め、幻想的な二胡の
演奏を聴きながら美味しいお菓子と抹茶をいただくと
いう贅沢で優雅な至福のひと時を過ごすことができま
した。
場所を大広間に移しL東口会長の開会ゴングそして
L吉川の「ライオンズの誓い」唱和で後段の例会がス
タート。会長挨拶のあと入会式が執り行われ、L石田
薫が新しく仲間に加わりました。続いて９月誕生の６
名へ会長からの贈呈。幹事報告の承認事項では地区事
業における登録料をクラブが負担する件とLG会への

補助金についての２
案が提案され、いず
れも満場一致で承認
されました。
食事タイムの初め
にL中野昌英の発声
で乾杯、再び登場の川野夫妻による二胡演奏を聴きな
がら禅寺ならではの精進料理に舌鼓を打ちました。
TTタイムはＬ藤本とL冨川が担当し、「また会う日ま
で」合唱のあとL鶴田のライオンズ・ローア、そして
素晴らしい会場を提供くださったL尾関夫妻に感謝し
つつL東口会長の閉会ゴングにより月見例会の幕を閉
じました。             記事担当：PR委員長　L安井吉信

第1306回　9月第一例会　2019.9.12　慈光院：月見例会

左から 杉岡琥羽さん、西澤滉喜くん、牧野陽音くん

例会報告

「心ひとつ　ひろがる奉仕」３３５-Ｃ地区アクティビティスローガン
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「みんなで考えみんなで創るライオンズ」大和郡山ライオンズクラブ会長スローガン

今回の例会はレセプションホールの確保がかなわず
同ホール内のカステッロにて行われました、例会セレ
モニー後の食事タイムではお酒も振舞われゾーン・
チェアパーソンであるＬ中野昌英の発声で乾杯がおこ
なわれ宴会モードへ、そして久々のカラオケも登場し
ミニのど自慢大会へ展開、レストランということもあ

り和やかな雰囲気の中、親睦ムードあふれる例会とな
りました。TTタイムではＬ川端とアシスタントの桒
澤さんが華やかに会場を盛り上げてくれました。
なお、本日のライオンズの誓い唱和はＬ柳生、ライ
オンズ・ローアはＬ尾関紹保が担当しました。

記事担当：PR委員　L八木進一

第1307回　9月第二例会　2019.9.26　カステッロ

10月28日奈良ホテルに於いてガバナー公式訪問合同
例会が開催されました。ホストクラブである我がクラ
ブ会長のL東口のゴングで始まり、小鍛冶ガバナーの
挨拶がありました。小鍛冶ガバナーは会員増強を柱と
した、これからのライオンズクラブの在り方などにつ
いて力強く語られました。引き続き３クラブ（奈良西・
生駒・大和郡山）の現状について、ゾーン・チェアパー
ソンのL中野昌英より報告がありました。

食事タイムの中でのTTタイムでは当クラブTTのL
藤本保文・L林が準備した漢字クイズによりホッと一
息、心和むひとときとなりました。参加者全員で「ま
た会う日まで」を大合唱して閉会ゴングへ、そして小
鍛冶ガバナーはじめキャビネット地区役員の方々を拍
手で見送り幕を閉じました。

記事担当：PR委員　L松本良一

第1309回　10月第二例会　2019.10.28　奈良ホテル

清掃奉仕活動に引き続き三の丸会館２階の会議室に
おいて開催しました。開会ゴング、L川端によるライ
オンズの誓い唱和に続きL東口会長の挨拶、幹事報告
承認事項では国際平和ポスターコンテスト参加賞等購

入予算とバザー例会の予算が提案されいずれも承認さ
れました。TTタイムはL林とL脇村が担当、そしてラ
イオンズ・ローアはL林の雄叫びで幕を閉じました。

記事担当：PR委員長　L安井吉信

第1308回　10月第一例会　2019.10.20　三の丸会館：清掃例会
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「ひとりひとりの奉仕（WE  SERVE）をカタチに」大和郡山ライオンズクラブアクティビティスローガン

「郡山百話」より

柳澤甲斐守吉里

甲府1５万石の城主・柳沢美濃守吉保の長子吉里（は

じめは安暉）は、13歳で従四位下越前守、15歳で将軍

綱吉の一字を賜って吉里と称するなど、綱吉のおぼえ

目出度い親子であった。宝永６年（1709）１月10日綱吉

が死去し、５月１日に家宣の将軍宣下の儀式が終わっ

たので、これを機に吉保は自ら権力の座を離れ、６月

３日に隠居を許され、吉里は吉保の遺領15万千2百石

の相続を安堵された。この御礼に６月12日に登城して

いる。この日は大和国郡山城主本多信濃守忠直が、２

代目能登守忠常死去の跡目を継いだ御礼に登城してい

た。この日から15年足らずの後、この本多家が断絶し、

その跡へ吉里が移されようとは、2人とも夢にも考え

なかっただろう。

享保９年（1724）３月11日、吉里は甲府城から郡山城

へ国替の命をうけた。郡山の地は「禁裡（京都の皇居）

守護」を兼ねる大任の地であることを申し渡されてい

る。国替の命を受けた柳沢家中の驚き、城下の騒ぎは

大変であったようである。

享保９年５月７日、家老柳沢権太夫以下男女５千２

百８６人の大部隊は馬83疋を引き連れて４班に分かれ

て出発をはじめ、東海道は11泊から12泊、中仙道は10

日乃至11日の予定でいづれも所定の期日までに郡山に

到着している。

城付きの武具は甲府城に残し、郡山城に運んだ武具

は、弓1675張、矢26035筋、具足1713領、鉄砲3028挺、

槍1013筋等であった。これらは清水港から船で大阪ま

で運んでいる。

本多家が断絶した時から、城は丹波篠山の城主松平

紀伊守信岑（のぶみね）が預かっていたのを6月7日に受

け取ることに決まり、甲府城の引き渡しは遠江浜松城

主松平豊後守資俊（すけとし）に６月11日と決まった。

それ以後、甲州は天領となった。

吉里は郡山在城21年で、延宝２年（1745）９月６日に

江戸桜田幸橋の藩邸で死去した。59歳、江戸の月桂寺

に葬られた。

吉里は画を狩野派の清水洞郁に学び、画人伝にその

名を列ねているが、現存する作品は、その名に恥じな

い優品が多い。

和歌は、父吉保とともに冷泉為村・北村季吟や霊元

上皇の選を受け、遺っている連歌、俳諧は、『積玉和歌

集』などに、およそ２万首近くに及んでいる。その豊

かな文藻と熱心さは驚くばかりである。

知行高は、15万千２百88石で、大和・河内・近江・

伊勢の４ケ国にまたがっていた。この内、伊勢の飛地

は孫の保光時代に村替えがあって無くなっている。

吉里が郡山に入部した頃から、家臣の横田又兵衛が、

玩弄物として金魚を飼育していたので、郡山の金魚は、

この頃から続いている。
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青少年育成事業の一環としての年中行事である芋掘
りは10月28日に郡山北幼稚園、10月31日に筒井幼稚園
が両日ともに快晴の下実施されました。
　５月に苗を植えたお芋さんはどんなに大きく育っ
たのでしょうか、わくわくしながら畑に到着。10月下
旬にもかかわらず汗ばむ陽気の中で土の中から続々と
出てくるお芋さんに園児たちは大歓声を上げて大喜

び！　掘ったお芋さんは甘みを蓄えるためしばらく休
息し、11月下旬頃に焼き芋パーティーを楽しむとのこ
とです。
なお、この芋掘りサポートの参加メンバーは郡山北
幼稚園が10名、筒井幼稚園が18名でした。

記事担当：青少年育成委員長　Ｌ澤井宏純

■芋掘り体験学習会

今期３回目の献血キャンペーンは９月16日（月祝）、
学童軟式野球大会の開会式のあとイオンモール大和郡
山において行いました。大変忙しい思いで移動したメ
ンバーは10名、なごり暑さの中、献血へ協力を！との
呼びかけを行いました。

記事担当：PR委員長　Ｌ安井吉信

■献血キャンペーン
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月実績 累計

市内の11小学校の５～６年生を対象に国際平和ポス
ターを募集したところ611点が集まりました。その中
から３３５－C地区へ進達する優秀作品15点の選考を
９月25日事務局会議室にて行いました。選考にあたっ
たのはキャビネット及びPR委員で、子ども達が一生
懸命に書いた作品に甲乙つけがたく選考は難航しまし
た。約2.5％の狭き門を突破した15作品は地区におい
ても審査され様々な賞に輝きます。なお11月30日には
100年会館にて展示会を開催し披露されることになっ
ています。　　　  記事担当：PR委員長　Ｌ安井吉信

■国際平和ポスターコンテスト選考会

～ 第4回 ～
2019年度ＬＧ会の第4回のゴルフコンペを、9月20日（金）

快晴の中で、ルート25ゴルフクラブに於いてメンバー 16名
で、開催致しました。前回の春日台では皆さん苦労されま
したが、今回は優勝スコアーは7アンダー、2位も4アンダー
と言う事で、皆さんのスコアーが
とても良かった大会となりました。
優　勝 Ｌ堀口伸一
準優勝 Ｌ冨川哲男
３　位 Ｌ五師正治
プレー終了後は、郡山の『一心』

にて表彰式と懇親会が行われ、皆さん和気藹々と懇親を深
める一日となりました。優勝したＬ．堀口は久々の優勝の
嬉しさの半面、次回のハンディー激減に当面優勝は諦めた
様子でした。参加して頂いたメンバーの皆様、本当に有難
う御座いました。           記事担当：ＰＲ委員会 Ｌ堀口 伸一

～ 第5回 ～
2019年度ＬＧ会の第5回のゴルフコンペが、10月18日（金）

小雨の中で、隨縁カントリークラブに於いてメンバー 12名
と少し寂しい人数でしたが、開催致されました。前回の優
勝者が今回はブービーメーカーと言う失態を致しましたが、
入賞上位の方はスコ
アーも好調でした。
優　勝 Ｌ松本良一
準優勝 Ｌ五師正治
３　位 Ｌ森　義治
プレー終了後は、郡

山の『一心』にて表彰式と懇親会が行われ、皆さん和気藹々
と懇親を深める一日となりました。
次回は、天理ライオンズクラブのチャーターナイト55周

年記念コンペです。皆さん、精一杯頑張りましょう。
記事担当：ＰＲ委員会 Ｌ堀口 伸一

■ＬＧ会


