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ブルックリン・ベッドフォードスタイべサント 

ライオンズクラブ（アメリカ） 

 

３３５－Ｂ 地区ガバナースローガン 

《 ＫＡＩＺＥＮ ～未来を拓く～ 》 

３３５―Ｂ地区 ガバナー   正岡  章 

吹田江坂ライオンズクラブ 

 

会長テーマ 

《 明るい未来へ Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 》 

３３５―Ｂ地区 ３・４Ｒ２Ｚ 

大阪帝陵ライオンズクラブ 会長 長生 忠之 
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★開会宣言並びにゴング 

Ⅼ浅川靖弘からⅬ長生忠之にゴングが引き渡されました。 

我が帝陵ＬＣの伝統で新会長は初就任です。 

新会長により開会宣言と開会ゴングが初めてなされました。 

 

 

★ライオンズの誓い 

Ｌ浅川靖弘 前会長によりライオンズの誓いが宣誓されました。 

 

★例会訪問 

本日の例会訪問者は富田林ＬＣの方々です。 

会長Ｌ京谷 精久 

     Ｌ山田 康弘 

Ｌ𣏤栂木秀之 

     Ｌ渡邉 楡井 

     Ｌ吉留 博美 

     Ｌ杉山 暁雲 

 

 

 

 

 

 

 

★会長挨拶   L 長生忠之     

この度、伝統ある大阪帝陵ライオンズクラブの会長職を賜りまし

た長生忠之でございます。 

何分にもまだ入会 6 年目の駆け出しでございますので、諸先輩方

のご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。  私

のテーマは「未来に向けて We Serve」です。 

従来通りのアクティビティを遂行してまいります。例えば、献血

運動、たんぽぽ作業所との合同清掃、薬物乱用防止講座の開催な

第１３６９回例会 
日時 令和３年７月６日（火） １２:１５～１４:００ 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 信貴の間 
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どです。とはいえ、まだまだ安心できないコロナの状況を見据えながら、各事業を執り行っていきた

いと思っております。 

そして例会ではコロナ対策を取りつつも、会員の誕生日の贈り物とし

て、生まれた日の新聞をプレゼントしたり、クイズをしたりと、楽しい

内容になる様努力してまいりたいと思っております。 

最後にここ 2 年ほど、コロナ禍の為、家族会やクリスマス会の開催が

できませんでしたが、今年度はぜひ実行したいと思っております。 

 

★承認事項 

会長Ｌ長生忠之より「第５８期運営基本方針」が、続いて、会計・財務委員長Ｌ斉藤満弘によ

り「年間行事予定・予算案」が発表されました。詳細は第５８期運営計画に記載されています。

いずれも全員一致で承認されました。 

 

★第５７期会計報告 

前会長Ｌ浅川靖弘より第５７期会計報告がなされ、前会計監査委員長Ｌ鎌田友晴より承認さ

れました。 

 

★第５８期各委員長の紹介 

運営委員会  委員長について 第一副会長Ｌ家根本正志が 

事業委員会  委員長について 第二副会長Ｌ藪内優典が 

特別委員会  委員長について 会長Ｌ長生忠之が 

紹介し、活動内容について説明されました。詳細は「第５８期運営計画」をご覧ください。 

★地区委員の紹介 

３３５―Ｂ地区３・４Ｒサポート委員会委員にＬ東 博史が 

ＭＣ・ＩＴ委員にＬ浅川靖弘が就任され、それぞれが挨拶され、 

クラブを挙げてフォローすることになりました。 

 

★今月の誕生月のお祝い        Ｌ家根本正志 

  Ｌ藤田健次（１０１歳） 

  Ｌ中田勝利 

  Ｌ斉藤満弘 

  Ｌ塚田恭嗣 

  ＬＬ浅川文子 ＬＬ小林美絵子 

 

 

★幹事報告              Ｌ塚田恭嗣 

前幹事Ｌ家根本正志から次いで今期幹事Ｌ塚田恭嗣から幹事報告があり承認されました。 

幹事報告は理事会報告をご覧ください。 
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★一言メッセージ 

Ｌ．藪内 優典 阪神もメッキはげてきた～。 

Ｌ．鎌田 友晴 会長他委員長の皆様、今年一年、宜しくお願いします。 

Ｌ．浅川 靖弘 いよいよ長生丸の出航です。これからの一年間よろしくお願いします。 

Ｌ．杉野 林一 杉野の杉は漢字です。杉の木は日本だけの木、日本独自の木です。ではなぜ中

国で杉という漢字が作られたのでしょう。実は違う種類の木だったのです。

日本人はそれに気付き椙という国字を作ったのですが… 

Ｌ．梶谷 信廣 58 期会長長生丸、出航一年間、無事を祈る。 

Ｌ．畑谷 明彦 新年度スタートですね。不安がいっぱいの船出となりましたね。 

Ｌ．東  博史 第 58 期長生丸、3・4リジョンとして初出航ご期待申し上げます。 

Ｌ．小林 繁昭 第 58 期長生丸の出航に、明るい未来へ頑張りましょう！ 

Ｌ．武輪 興治 第 58 期のスタート、7月第一例会これからの一年間無事進行される様にご祈

願申し上げます！ 

Ｌ．中田 勝利 今期Ｔ.Ｔを拝命致しました。3 回目かな？ 長生丸、平穏な航海をお祈り致

します。 

Ｌ．中村 哲也 第 58 期スタート‼ 会長・幹事・会計、理事も頑張って行きましょ。 

Ｌ．平松  明 長生会長のご健闘を祈ります。 

Ｌ．森山 哲郎 第 58 期 7月度第一例会でいよいよＬ長生会長の出発門出となります。コロナ

禍の中、大変ですが大いに活躍されることを期待します。 

Ｌ．家根本正志 第 58 期長生丸船出に際し、富田林 LC より多数の来客を賜り、幸先良いスタ

ートが切れました。この一年よろしくお願いします。 

Ｌ. 長生 忠之 ふつつか者ですが、一年間会長職頑張ります。皆様方のご協力お願い致しま

す。 

Ｌ. 斉藤 満弘 夏に向かって走ろう。 

Ｌ. 藤原 成樹 うちの Dr、スタッフ全員、コロナのワクチン打ちました。今度は僕がコロナ

ワクチンを打つ方に回ります。インテックへ行く予定ですが遠いです。 

Ｌ. 塚田 恭嗣 富田林 LCの皆様、本日はお越し下さり誠に有難うございます！素敵な例会と

なりました。 

★ファイン＆ドネーション    合計  １１０,０００円          Ｌ斉藤満弘 

 

★出席率                                  Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

38 名 23 名 4 11 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

19 名 0 名 76.0％  
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★ライオンズロア 

富田林ＬＣのメンバーの方々にして頂きました。 

 

 

 

★閉会宣言並びに閉会ゴング                      Ｌ長生忠之 

 
 

 

 

 

 

★開会宣言並びに開会ゴング                   Ｌ長生忠之 

★ライオンズの誓い                       Ｌ森山哲郎 

★会長挨拶                           Ｌ長生忠之 

★幹事報告                           Ｌ塚田恭嗣 

幹事報告は理事会報告をご覧ください。 

★社会福祉協議会セミナー 

阿倍野区社会福祉協議会の事務局 伊藤知加様に例会訪問を 

して頂き、７月９日に開催された「災害ボランティア 

セミナー」での話とアラートに関するクラブと地域の連携 

について講演頂き、勉強会を開催しました。 

  

★一言メッセージ 

Ｌ．藪内 優典 沈黙は金。 

Ｌ．鎌田 友晴 コロナ予防注射 2回目打ちました。これでコロナとは訣別ですか？ 

Ｌ．浅川 靖弘 7/15TLG で優勝させてもらいました。ハンデのお陰ですが、これからも楽しく 

ゴルフのできるように願っています。 

Ｌ．梶谷 信廣 長かった梅雨もようやく明け、夏本番...暑中お見舞い申し上げます。 

Ｌ．畑谷 明彦 いよいよオリンピック始まりますが、色々と問題が起こっていますが、大丈夫

でしょうか？ 

Ｌ．東  博史 オリンピックを楽しみましょう！ 

Ｌ．武輪 興治 いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。このコロナ禍で

大変な中、選手達の応援をしましょう！ 

Ｌ．中田 勝利 暑くなってきました。明日は梅田Ｌのゴルフです。今日は初Ｔ.Ｔ頑張ります。 

Ｌ．中村 哲也 ワクチン一回目の翌日 39.1℃ 二回目の翌日も 39.7℃ 大丈夫ですかね？ 

Ｌ．森山 哲郎 梅雨も明けて猛暑の日々が続きます。またコロナ禍も続行中です。どうぞ 

ご自愛頂きます様に。 

第１３７０回例会 
日時 令和３年７月２０日（火） １２:１５～１３:３０ 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 信貴の間 
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Ｌ．家根本正志 22 日よりオリンピック、只過ぎるのみ。わが帝陵は、明るい未来へ GO。 

もとい、We Serve 頑張りましょう！ 

Ｌ．長生 忠之 会長に就任 20 日目。まだまだ勉強しなければいけない事がたくさんあり 

ますね。 

Ｌ. 斉藤 満弘 夏本番、暑さに向かって走れ！ 

Ｌ．藤原 成樹 暑かったです。ここまで来るのに。 

Ｌ．豊田 太平  

Ｌ. 塚田 恭嗣 今週末にもオリンピックが 開催されます。大事なく無事閉会できることを 

祈念しています。 

 ★ファイン＆ドネーション   合計９１,０００円            Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率                                Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

38 名 23 名 4 11 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

16 名 1 名 74.0％  

 

 ★ライオンズ・ロア                          Ｌ鎌田友晴 

 ★閉会宣言並びに閉会ゴング                      Ｌ長生忠之 

 

 

 

 

 

 

 ★開会宣言並びに開会ゴング                      Ｌ長生忠之 

   例会に先立ち故Ｌ杉野林一のご冥福を祈り黙祷を捧げる。 

   続いて開会宣言並びに開会ゴングが行われる。 

  

★ライオンズの誓い                          Ｌ藤原成樹 

  

★会長挨拶                              Ｌ長生忠之 

   ８月１９日にＬ杉野林一がお亡くなりになり、ご冥福をお祈りいたします。 

   冊子などにつき数々のご尽力を頂きました。６月の準備委員会で、お父様が第２代帝陵ライ

オンズクラブ会長をなさり、親子共々ご協力頂き感謝するしだいです。ドネーションも多額

の金額を頂きました。 

 

第１３７３回例会 
日時 令和３年９月１４日（火） １４:００～１５:３０ 
場所 阿倍野産業会館 ３階 
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★誕生月のお祝い           Ｌ家根本正志 

  ８月 Ｌ臼井敏雄 Ｌ鎌田友晴（古希） 

     Ｌ平松 明 Ｌ長生忠之（古希） 

     ＬＬ平井百次 ＬＬ東 博史 ＬＬ廣瀬裕平 

 

  ９月ご結婚祝い  Ｌ武輪興治（ご子息） 

 

★幹事報告              Ｌ塚田恭嗣 

   幹事報告は理事会報告をご覧ください。 

   ８月例会中止の為、行事結果報告と９月行事予定 

の発表が有りました。 

 ★各種委員会報告 

 ・ＴＬＧ会             Ｌ斉藤満弘 

   ９月１５日（木）奈良ロイヤルＣＣ開催 

 ・ＣＮ５７準備委員会        Ｌ浅川靖弘 

   役割分担について 

 ・大和川再生委員会 

   前年度予算の残りを旧４Ｒ各クラブそれぞれに返 

金しました。 

   

・感謝状              Ｌ長生忠之 

    阿倍野区役所三面モニュメント時計リニューアルの 

件で、大阪市より感謝状を拝受しました。 

 

 

 

 ★一言メッセージ 
Ｌ．藪内 優典 お久しぶり‼ 

Ｌ．鎌田 友晴 明日ＴＬＧ ガンバルよ！ 

Ｌ．浅川 靖弘 まだコロナも多いですが、皆様お体に気を付けて下さい。 

Ｌ．東  博史 最近物忘れが激しくなりました。皆さんいかがですか？ 

Ｌ．小林 繁昭 ワクチン接種、全国 50％・・・？？遅いな～ 

Ｌ．武輪 興治 久しぶりの例会ですね～！なかなかコロナ禍も収まりそうにありませんね。 

Ｌ．中田 勝利 Ｌ杉野、亡くなられて寂しいです。Ｌ杉野のようにアクティビティ頑張ってい

きましょう。会員増強！ 

Ｌ．中村 哲也 がんばりまーす。 

Ｌ．森山 哲郎 久方ぶりの例会です。楽しい例会になります様に！また季節の変り目です。ご

自愛下さい。 
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Ｌ．家根本正志 頭が回りません。体も回りません。口だけ回ります。 

Ｌ．長生 忠之 今月より第 2・4火曜日にジェイコムＴＶ(11ch)演歌ジャックスで僕の「長生忠

之 昭和歌謡 石原裕次郎を唄う」が始まりました。見逃した方は後日ユーチュ

ーブで流します。見て下さい。 

Ｌ. 斉藤 満弘 夏に向かってガンバロー 

Ｌ. 塚田 恭嗣 明日、ワクチン 2 回目接種してきま～す。来月からは免疫ができるはずなので

少しホッとしています。 

★ファイン＆ドネーション   合計７０,０００円          Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率                             Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

36 名 22 名 4 10 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

13 名 0 名 56.5％  

 

★ライオンズ・ロア                        Ｌ中田勝利 

 

★閉会宣言並びに閉会ゴング                    Ｌ長生忠之 

 

 

 

 

 

 

 

★開会宣言並びに開会ゴング                   Ｌ長生忠之 

 

★ライオンズの誓い                       Ｌ家根本正志 

 

★会長挨拶                           Ｌ長生忠之 

  少しコロナも収まりつつあり、今年度前半の行事を皆様と共に努力し、実行してまいる所存

でございます。コロナ禍でもあり少しでも多くの方々が参加して頂ける例会を作り上げて

参りたく思っております。どうか皆様方のご協力の程、お願い致します。 

 

★幹事報告                           Ｌ塚田恭嗣 

幹事報告は理事会報告をご覧ください。 

 

第１３７４回例会 
日時 令和３年９月２８日（火） １４:００～１５:３０ 
場所 阿倍野産業会館 ３階 
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★各種委員会報告           Ｌ家根本正志 

  １２月２１日（火）忘年家族例会をホテルモントレ 

グラスミア大阪で開催します。参加者５０名を 

予定しています。宜しくお願い致します。 

 

★一言メッセージ 

Ｌ．藪内 優典 人間はみな裁判官 他人は有罪 自分は無罪 

Ｌ．鎌田 友晴 この暑さも 9月までか！ 

Ｌ．浅川 靖弘 第 1回チャーターナイト準備委員会を開催させて頂きました。コロナも少し収

まってきました。無事に開催できます様に。 

Ｌ．梶谷 信廣 新型コロナで世の中は変わってしまった。コロナ一日でも早く終息願う 

Ｌ．畑谷 明彦 随分涼しくなりました。季節よりもコロナ・コロナで 1 年が過ぎてゆきます。 

Ｌ．東  博史 やっとコロナが落ち着いて来て、少し安心感が出て来ましたね！ 

Ｌ．武輪 興治 やっと緊急事態宣言が解除されます。気をゆるさずに感染に注意しましょう 

Ｌ．中田 勝利 日曜日、第 2回目接種受けました。昨日昼前から熱が出て来ましたが、今日 

平熱になっています。 

Ｌ．森山 哲郎 コロナの感染者数がかなり減ってきました。30 日緊急事態宣言も解除され、待

ち遠しかった飲酒も出来そうです。しかし油断は禁物ですね～！ 

Ｌ．家根本正志 10 月 1 日より酒が外でのめそうです。まずはよかった。 

Ｌ．長生 忠之 今月末で緊急事態宣言解除になります。チャーターナイト 57 が出来たらいい

ですね。 

Ｌ．塚田 恭嗣 今月末で緊急事態明けます！行楽シーズンで旅行も行きやすくなりますね！ 

 

★ファイン＆ドネーション   合計７０,０００円            Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率の発表                             Ｌ森山哲郎 

出席者がコロナ禍にあり少なくなっています。 

声かけをしてより多くのメンバーの参加をお願いします。 

 

 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

36 名 22 名 4 10 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

12 名 4 名 63.6％  

 

★ライオンズ・ロア                          Ｌ畑谷明彦 

★閉会宣言並びに閉会ゴング                      Ｌ長生忠之 
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★開会宣言並びに開会ゴング                   Ｌ長生忠之 

 

★ライオンズの誓い                       Ｌ斉藤満弘 

 

★会長挨拶                           Ｌ長生忠之 

 

  

★例会訪問 

 

Ｌ中田勝利ご紹介で、石山 登氏が 

例会訪問されました。 

 

 

 

 ★アワード表彰 

   ＬＣＩＦキャンペーン１００アワード賞の授賞式がありました。 

       Ｌ東 博史 

                    Ｌ長生忠之 Ｌ斉藤満弘 Ｌ畑谷明彦 Ｌ中田勝利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★今月のお誕生祝い 

   Ｌ松尾雅泰            ・ご結婚節  Ｌ塚田恭嗣   １０周年 

ＬＬ臼井敏雄 

 

  ★幹事報告                     Ｌ塚田恭嗣 

    幹事報告は理事会報告をご覧ください。 

 

第１３７５回例会 
日時 令和３年１０月５日（火） １２:１５～１３:３０ 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 信貴の間 
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 ★各種委員会報告 

   ・次世代リーダー育成セミナー（１１/２９）受講予定者  Ｌ塚田恭嗣 

   ・ＭＣ・ＩＴ委員会の報告         Ｌ浅川靖弘 

   ・第１回リジョン会議の報告        Ｌ浅川靖弘 

   ・第１回ガバナー諮問委員会報告      Ｌ東 博史 

 

 ★一言メッセージ 

Ｌ．藪内 優典 阪神ファンであり続ける事は修行です。 

Ｌ．畑谷 明彦 暑いですね Natsu Come back ですね。 

Ｌ．平井 百次 例会欠席お詫び 

Ｌ．東  博史 株価が下がりましたね。 

Ｌ．武輪 興治 令和 3年は大借金の年！大変だ～！ライオンズもボチボチガンバルゾ～ 

Ｌ．中田 勝利 暑いですね。明日から 3連チャン。体もつかなあ？ビジター石山さん 

よろしく。 

Ｌ．中村 哲也 皆さんお元気ですか？乗りこえるぞ！ 

Ｌ．家根本正志 昨日は赤富士が見られ 2年程長生きできそうです。年末にむけてがんばろう。 

Ｌ．長生 忠之 10月に入りライオンズ活動全開となります。皆様方のお力を借り頑張ります。 

Ｌ．斉藤 満弘 秋に向かって走れ 

Ｌ．藤原 成樹 歯科医師会も大学も理事会関係が WEB 会議から一挙に対面になりました。 

理事会ラッシュです。 

Ｌ．塚田 恭嗣 100 代首相に岸田さんが決まりましたね。 

 

★ファイン＆ドネーション   合計７０,０００円            Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率の発表                             Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

36 名 22 名 4 10 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

13 名 3 名 72.7％  

 

★ライオンズ・ロア                          Ｌ中村哲也 

  

★閉会宣言並びに閉会ゴング                      Ｌ長生忠之 
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★開会宣言並びに開会ゴング                   Ｌ長生忠之 

 

★ライオンズの誓い                       Ｌ中田勝利 

 

★会長挨拶                           Ｌ長生忠之 

 

 ★アワード表彰 

Ｌ塚田恭嗣 Ｌ森山哲郎 Ｌ東 博史 Ｌ梶谷信廣 

                     Ｌ家根本正志 Ｌ浅川靖弘 Ｌ長生忠之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★幹事報告                           Ｌ塚田恭嗣 

   幹事報告は理事会報告をご覧ください。 

 

 ★各種委員会報告 

   ・国際平和ポスター選考会 

     丸山小学校    ８１作品 

     晴明丘小学校  ２３０作品 

     晴明丘南小学校 １１６作品 

 

会場に展示の作品から投票の結果２作品を 

選出しました。１０月２９日の３・４Ｒ２Ｚ 

選考会に提出します。 

 

 

理事会での理事の皆さんより各小学校

から５作品、計１５作品選出して頂きま

した。 

第１３７６回例会 
日時 令和３年１０月１９日（火）１２:１５～１３:３０ 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 信貴の間 
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 ★一言メッセージ 

Ｌ．藪内 優典 阪神ガンバレッ‼ 

Ｌ．浅川 靖弘 昨日 LCIF セミナーを受けてきました。大変長く感じましたが、今日皆様にど

れだけお伝えする事が出来るか？ 

Ｌ．梶谷 信廣 朝夕めっきり冷え込むようになりました。 

Ｌ．畑谷 明彦 来週には経済復活の様ですが、新型コロナは収まるのか？ 第 6 波再来か？ 

誰もわからない・・・どういう事？ 

Ｌ．東  博史 秋ですね！すずしくなりましたね。久々に腰痛になりました。ポスターはど

れも素晴らしかったです！ 

Ｌ．小林 繁昭 朝晩すっかり寒くなりましたネ。体調管理をしっかりしましょう。 

Ｌ．中田 勝利 石山さん、本日も例会訪問ありがとうございます。 

Ｌ．中村 哲也 優勝 断念しました。 

Ｌ．森山 哲郎 急に朝夕、冷え込んでいます。どうぞご自愛下さい。 

Ｌ．家根本正志 令和 3年も 2ヶ月と 12日を残すだけとなりました。来年に向かい病気などに

気を付けて元気で頑張りましょう。 

Ｌ．長生 忠之 来月 16 日チャーターナイトが浅川委員長のもと成功しますように・・・・・ 

Ｌ．藤原 成樹 この日曜日、内の勤務医の結婚式に行ってきました。その少し前はスタッフ

の結婚式。式が続きましたが、どちらもお酒なしの披露宴でした。 

 

★ファイン＆ドネーション   合計７０,０００円            Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率                                Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

36 名 22 名 4 10 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

14 名 0 名 63.6％  

１
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★ライオンズ・ロア           Ｌ小林繁昭 

 

★閉会宣言並びに閉会ゴング       Ｌ長生忠之 

 

 

 

 

 

 

 

 

★開会宣言並びに開会ゴング                   Ｌ長生忠之 

 

★ライオンズの誓い                       Ｌ梶谷信廣 

 

★会長挨拶                           Ｌ長生忠之 

  この度はコロナも収まり、本日地区ガバナー正岡章様他３名の方々。そして３・４Ｒリジョ

ン・チェアパーソン佐野圭一様、また３・４・Ｒ２Ｚゾーン・チェアパーソン四宮義久様の

来訪を受け、光栄の至りであります。また、他にもサポートドッグ協会の村上陽子様はじめ

中本朋也様（Ｌ森山哲郎ご紹介）と多くの方々の参加を得て嬉しく思う次第です。 

また、本日は石山登様の入会式が出来る事が何よりも大きな行事となりました。 

 

  ★例会訪問  

    本日の例会訪問者 

    ・３３５-Ｂ地区ガバナー   Ｌ正岡 章 

     キャビネット幹事      Ｌ森田健一郎 

     キャビネット会計      Ｌ花房 博夫 

     ＦＷＴコーディネーター・ＦＷＴ委員長 Ｌ大塚純子 

３・４Ｒ ＲＣ        Ｌ佐野圭一 

     ３・４Ｒ２Ｚ ＺＣ      Ｌ四宮義久   

     

 

・日本サポートドッグ協会理事 村上陽子 様 

    ・中本朋也 様（Ｌ森山哲郎ご紹介） 

 

 

 

第１３７７回例会 
日時 令和３年１１月２日（火）１２:１５～１３:４５ 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 信貴の間 

ＲＣ Ｌ佐野圭一 ＺＣ Ｌ四宮義久 
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★ご挨拶    ３３５-Ｂ地区ガバナー     Ｌ 正岡 章 

    各クラブの訪問を望んでいます。今年目指しているのは会員 

満足度の向上及び充実度。１１月７日和歌山、２１日舞洲での 

ＢＢＱ大会の数多くの参加をお願いします。まだまだ８ヶ月 

残っているので、各アクティビティの達成をお願いします。 

 

  ★承認 

    「只今、会員理事Ⅼ森山哲郎より紹介されましたＬ石山 登氏を我がクラブへお迎えする

ことについて全員にお諮り致します。ご異存がなければ盛大な拍手でお迎えください。」と

の提案が有りました。結果、全会で盛大な拍手が有り、入会が承認されました。 

 

  ★入会式 

３３５-Ｂ地区ガバナーＬ正岡 章より 

「我々は楽しく明るく目標に向かって頑張りましょう！」 

との歓迎の言葉がありました。 

 

 

正岡ガバナーによる 

バッヂ授与 

 

 

 

 

 

★新入会員の弁 

  Ｌ石山 登 

    この度は１１月に入会のお許しを頂きました石山です。私は中央区の人間ですが、 

入会させて頂きましたところ、阿倍野区中心の帝陵ライオンズクラブのメンバーさん 

でもつながりのある方が何人かおられましたので、ご縁があったのだと感じております。

何かお役に立てるかわかりませんが、自分のペースでやっていけたらと思っております。

何卒よろしくお願い致します。 

 

  ★日本サポートドッグ協会 理事 村上陽子様 

    サポートドッグとのかかわりあいについて説明がありました。 

毎年の寄付のお礼を述べられました。 

 

  ★今月のお誕生祝い 

      Ｌ平井百次（欠席）   Ｌ石橋源三    ＬＬ豊田太平 
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  ★幹事報告             Ｌ塚田恭嗣 

     幹事報告は理事会報告をご覧ください。 

 

  ★各種委員会報告 

    Ｌ浅川靖弘 ・ＭＣ・ＩＴ委員会で、国際平和ポスターの選考について 

          ・１１月２６日たんぽぽ作業所の利用者さんと大阪さくらＬＣとの 

合同清掃奉仕実施について 

    Ｌ中村哲也  １０月１２・１３ ３３５-Ｂ地区３・４Ｒの献血で受け付けは１０９名。

特に初めての方が多数おられた。１１月５日栄光時計、１１月１９日 

あべの献血ルーム、よろしくお願いします。 

 

  ★例会訪問者の挨拶 

    ・３・４Ｒ リジョン・チェアパーソン Ｌ佐野圭一 

       伝統ある帝陵さんが今後も活発にご活躍されるよう 

お願い申し上げます。 

    ・３・４Ｒ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン Ｌ四宮義久 

       楽しい例会をやっていってください。 

ＢＢＱに参加よろしくお願いします。 

    ・３３５-Ｂ地区ＦＷＴコーディネーター・ＦＷＴ委員長 Ｌ大塚純子 

       帝陵ＬＣ様の益々のご発展ご活躍をお祈り申し上げます。 

 

  ★一言メッセージ 

Ｌ．鎌田 友晴 今日の例会、多くの例会訪問者の方々、また入会式といっぱいの行事が有り

ます。早く帰れます様に！ 

Ｌ．浅川 靖弘 石山登様入会おめでとうございます。大歓迎します。これからよろしくお願

いします。 

Ｌ．梶谷 信廣 本日の第一例会、地区ガバナーL 正岡はじめ沢山の方々例会訪問をして頂き

有難うございます。久々の入会式 L 石山登、入会おめでとうございます。 

Ｌ．畑谷 明彦 新型コロナ治まったのか？なかなか寒くはなりませんがもう 11 月！ 

Ｌ．東  博史 石山氏ご入会おめでとうございます。お忙しい中、正岡ガバナーはじめ地区

役の皆様、例会訪問有難うございます。 

Ｌ．武輪 興治 善き秋晴れが続いていますね。選挙も終わりコロナも終息してほしいもので

す。 

Ｌ．中田 勝利 Ｌ石山、本日はガバナー他地区役ご臨席の下、帝陵ライオンズクラブへのご

入会、誠に有難うございます。今後ともよろしくお願いします‼ 

Ｌ．中村 哲也 Ｌ石山、ご入会、おめでとうございます。 
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Ｌ．森山 哲郎 本日はガバナーをはじめ沢山の例会訪問され、石山登さんの入会式に花を添

える例会になります。又、中本さんもビジターとして例会に来て頂きました。

楽しい例会になりそうです。 

Ｌ．家根本正志 石山登様 入会、おめでとう。今後よろしくお願いします。 

Ｌ．長生 忠之 本日は大阪帝陵ライオンズクラブの例会に多数の方々の参加有難うございま

す。楽しい例会になりますように。 

Ｌ．斉藤 満弘 チャーターナイトに向かって走れ 

Ｌ．石橋 源三 今朝の新聞では大阪市内のコロナ感染者 3 名とありましたが、本当でしょう

か？数字を操作されているのでしょうか？ 

Ｌ．藤原 成樹 ご入会おめでとうございます。そして有難うございます。これからもよろし

くお願いします。 

Ｌ．塚田 恭嗣 本日は入会式、誠におめでとうございます‼ 

 

★ファイン＆ドネーション   合計１１１,０００円           Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率                                Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

37 名 23 名 4 10 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

18 名 1 名 86.4％  

 

★ライオンズ・ロア 

 ３３５-Ｂ地区ガバナー   Ｌ正岡  章 

 キャビネット幹事      Ｌ森田健一郎 

   キャビネット会計     Ｌ花房 博夫 

   ＦＷＴコーディネーター・ＦＷＴ委員長 

  Ｌ大塚純子 

   ３・４Ｒ   ＲＣ     Ｌ佐野圭一 

   ３・４Ｒ２Ｚ ＺＣ     Ｌ四宮義久 

 

 

 

★閉会宣言並びに閉会ゴング       Ｌ長生忠之 
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第一部  記念例会 

 

  ★ご来賓の入場 

  ★司会                Ⅼ塚田恭嗣 

  ★開会宣言及び開会ゴング       Ｌ長生忠之 

  ★国家斉唱＆ライオンズクラブの歌斉唱 

  ★ライオンズの光 朗読        Ｌ武輪興治 

  ★来賓の紹介             Ｌ浅川靖弘 

  ★会長挨拶              Ｌ長生忠之 

  ★祝辞 

     大阪市阿倍野区 区長 山田国広 

ライオンズクラブ国際協会３３５-Ｂ地区第２副地区ガバナー Ｌ西尾良典 

     スポンサークラブ 大阪阿倍野ライオンズクラブ会長     Ｌ児玉昌文 

 

  ★ＣＮ５７周年記念事業披露       Ｌ浅川靖弘 

   ・大阪市阿倍野区役所三面モニュメント時計リニューアル 金一封 

   ・大阪府血液センター              献血奉仕活動 

   ・社会福祉法人福祉ネット大和川利用者        合同清掃 

   ・南大阪ラグビースクール               金一封 

   ・阿倍野区少年野球連盟記念誌広告協賛         金一封 

   ・特定非営利活動法人日本サポートドッグ協会      金一封 

   ・あべの文化祭２０２１協賛金             金一封 

   ・阿倍野社会福祉協議会                金一封 

   ・大阪アイバンク                   金一封 

 

  ★受賞披露                Ｌ家根本正志 

   ・マイルストーン・シェブロン・アワード 

     Ｌ藪内優典    Ｌ鎌田友晴    Ｌ武輪興治    Ｌ廣瀬裕平 

   ・３３５-Ｂ地区第６７回年次大会 

     国際会長感謝状           Ｌ東 博史 

     ＬＣＩＦ理事長感謝状（４年連続） 

     クラブ会長スポンサー特別賞     Ｌ浅川靖弘 

ＣＮ５７周年記念例会・祝宴 第１３７８回例会 
日時 令和３年１１月１６日（火）１６:３０～２０:００ 
場所 ホテルモントレグラスミア大阪 ２３階 
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  ★クラブ内表彰 

     ・３５年在籍          Ｌ岡本棟夫 

     ・３０年在籍          Ｌ鎌田友晴 

     ・１５年在籍          Ｌ武輪興治 

     ・１０年在籍          Ｌ中村哲也 

     ・５年在籍           Ｌ斉藤満弘 Ｌ石橋源三 Ｌ藤原成樹 

     ・年間例会皆出席者表彰 

        Ｌ藪内優典    Ｌ浅川靖弘    Ｌ梶谷信廣    Ｌ東 博史 

        Ｌ中田勝利    Ｌ長生忠之    Ｌ家根本正志 

 

  ★閉会の挨拶         Ｌ家根本正志 

 

第二部   祝宴 

 

  ★司会                     Ｌ藪内優典 

  ★開宴のことば                 Ｌ浅川靖弘 

 

      アトラクション   ～弦楽四重奏～ 

                 ヴァイオリン 小笠原 薫  山口涼子 

                 ヴィオラ   奥村英樹 

                 チェロ    高橋乗子 

        ＜プログラム＞   モーツァルト「ディベルティメント１番」 

                  モーツァルト「アイネクライネナハトムジーク」 

                  エルガー  「愛のあいさつ」 

                  ビゼー カルメン「闘牛士の歌」 

                  ディズニーピノキオより「星に願いを」 

                  チャイコフスキーバレエくるみ割り人形より「花のワルツ」 
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★乾杯  ライオンズクラブ国際協会３３５-Ｂ地区 

３・４Ｒ２Ｚゾーンチェアパーソン 四宮義久 

 

★ＴＴの活躍   Ｌ中田勝利   Ｌ東 博史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★一言メッセージ 

Ｌ．鎌田 友晴 CN57 おめでとう。本日一日無事に過ごせますよう。頑張りましょう。 

Ｌ．浅川 靖弘 チャーターナイト 57 周年おめでとうございます。これからも帝陵ＬＣ 

が繁栄しますように！ 

Ｌ．梶谷 信廣 チャーターナイト 57 周年おめでとうございます。 

Ｌ．畑谷 明彦 いよいよ CN57 ですね。役員の皆様色々大変な準備、ご苦労様でした。成功させ

ましょう！ 

Ｌ．平井 百次 CN57 を祝して 

Ｌ．東  博史 CN57 周年おめでとうございます。長生会長はじめ役員の皆様ありがとうござい

ます。 

Ｌ．小林 繁昭 CN57 周年記念例会、みんな結集して成功しましょう！ 

Ｌ．武輪 興治 CN57 周年おめでとうございます。全員が令和 3年無事に過ごせます様に。 

Ｌ．中田 勝利 CN57 おめでとうございます。成功するように皆で盛り上げましょう。 

Ｌ．中村 哲也 CN57、おめでとうございます！ 

Ｌ．松尾 雅泰 CN57 おめでとうございます。 

Ｌ．森山 哲郎 今年度第 58 期の CN はコロナの鎮静化する中で来客を御招きしてにぎにぎしく

開催出来て本当に良かったです。クラブメンバーちょっと少ないのが残念です。 

Ｌ．家根本正志 チャーターナイト 57 周年の成功を祝し、令和 3年中の行事もつつがなく行えま

すよう。 

Ｌ．長生 忠之 Ⅼ浅川、CN57 周年委員長ご苦労様でした。事故なく無事終了しますように。 

Ｌ. 斉藤 満弘 ガンバロー 

Ｌ. 塚田 恭嗣 おめでとうございます！ 

Ｌ．石山  登 57 周年 おめでとうございます。 

１位 お肉ゲット!! 
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★ファイン＆ドネーション   合計１０７,０００円           Ｌ斉藤満弘 

 

★出席率                                Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

37 名 23 名 4 10 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

19 名 0 名 82.6％  

 

★ライオンズ・ロア 

  ３３５-Ｂ地区第２副地区ガバナー    Ｌ西尾良典 

  ３３５-Ｂ地区 FWTコーディネーター・ＦＷＴ委員長  Ｌ大塚純子 

  ３・４Ｒ２Ｚゾーン・チェアパーソン  Ｌ四宮義久 

 

★閉宴のことば              Ｌ家根本正志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★開会宣言並びに開会ゴング                   Ｌ長生忠之 

 

★ライオンズの誓い                       Ｌ中村哲也 

 

★会長挨拶                           Ｌ長生忠之 

 

  ★アワード表彰 

    ・ＬＣＩＦキャンペーン１００アワード受賞 

           Ｌ浅川靖弘  Ｌ家根本正志 

 

 

第１３７９回例会 
日時 令和３年１２月７日（火）１２:１５～１３:４５ 
場所 都シティ大阪天王寺 ５階 信貴の間 



24 
 

・在籍３５年    Ｌ岡本棟夫        ・在籍３０年    Ｌ鎌田友晴 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在籍１５年 Ｌ武輪興治    ・在籍１０年 Ｌ中村哲也      ・在籍５年 

Ｌ藤原成樹 Ｌ石橋源三 Ｌ斉藤満弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＭＪＦ協力者 

Ｌ藪内優典 

Ｌ浅川靖弘 

Ｌ畑谷明彦 

Ｌ東 博史 

Ｌ中田勝利 

Ｌ家根本正志 

Ｌ長生忠之 

 

 

 

  ★今月のお誕生祝い 

    ＬＬ中村哲也  ＬＬ長生忠之  ＬＬ斉藤満弘 

 

  ★幹事報告      Ｌ塚田恭嗣 

     幹事報告は理事会報告をご覧ください。 
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  ★一言メッセージ 

Ｌ．藪内 優典 ￥５,０００。 

Ｌ．鎌田 友晴 ＣＮの景品、来賓の方々に当たらず、会長賞、私に当たってしまいました。辞

退もせず頂きました。翌日すき焼きをおいしく戴きました。有難う！有難う！ 

Ｌ．浅川 靖弘 遅刻しました。すみません。 

Ｌ．梶谷 信廣 師走の寒風が身に染みる..入浴剤で自宅にて、今日は登別、昨日は草津、そ

の前は道後、湯布院と温泉巡りです。 

Ｌ．畑谷 明彦 先月娘が結婚しました。コロナの中一年延期の末でした。 

Ｌ．東  博史 いよいよ師走ですね。12 月忙しいです！ 

Ｌ．小林 繁昭 ボチボチ寒くなりましたネ… 

Ｌ．武輪 興治 早や 12 月第一例会。久しぶりの雨で徒歩で都Ｈに来ました。オミクロン株→

年末に流行いやですね！ 

Ｌ．中田 勝利 ＣＮ無事終わって何か久しぶりですね。息子、試合負けちゃいました。明後

日、対抗戦頑張ろう！ 

Ｌ．中村 哲也 こんにちは！ 

Ｌ．松尾 雅泰 忙しくなってきましたね！ 

Ｌ．森山 哲郎 いよいよことしも最終月 12 月に入りました。あわただしいですが、体に気を

付けて、特にオミクロン変異株には。 

Ｌ．家根本正志 12 月 4 日次男が結婚しました。祝電有難うございました。まだ二人残ってお

ります。どなたかよろしくお願いします。 

Ｌ．長生 忠之 先月ライオンズ懇談会で、クラブ活用の為に、いろんな趣味の会をやってい

きたい（コロナ状態終わりしだい）と全員の意見でした。 

Ｌ．斉藤 満弘 冬に向かってガンバロー！ 

Ｌ．石橋 源三 久しぶりの朝からの雨です。琵琶湖の水位もマイナス 70 ㎝くらいなので、水

位が回復しますように。 

Ｌ．藤原 成樹 今また宴会、忘年会が続々と中止になってきました。第 6 波はくるのでしょ

うけれど…いつまで自粛することになるんでしょう？ 

Ｌ．塚田 恭嗣 先日次世代リーダー育成セミナーに参加させて頂きました。大変勉強になり

ました。有難うございました！ 

Ｌ．石山  登 入会させて頂いて早や 1 ヶ月経ちました。これからもよろしくお願い致しま

す。 

 

★ファイン＆ドネーション   合計１３３,０００円           Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率                                Ｌ森山哲郎 

 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

37 名 23 名 4 10 
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出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

20 名 0 名 87.0％  

 

  ★ライオンズ・ロア                          Ｌ藤原成樹 

 

  ★閉会宣言並びに閉会ゴング                      Ｌ長生忠之 

 

 

 

 

 

 

 

第一部 

 

★開会宣言並びに開会ゴング                      Ｌ長生忠之 

  ★ライオンズの誓い                          Ｌ中村哲也 

  ★会長挨拶                              Ｌ長生忠之 

  ★幹事報告                              Ｌ塚田恭嗣 

           幹事報告は理事会報告をご覧ください。 

  ★各種委員会報告 

 

第二部        司会 Ｌ塚田恭嗣 

   

★開宴の挨拶                             Ｌ家根本正志 

  ★乾杯                                Ｌ鎌田友晴 

  ★アトラクション   ～マンドリン・ギター演奏～ 

    ＜プログラム＞    

・マティナータ 

・浜辺の歌 

・草原 

・花は咲く 

・O Sole Mio！ 

・クリスマスメドレー 

 

 

 

 

第１３８０回例会 
日時 令和３年１２月２１日（火）１７:３０～２０:００ 
場所 ホテルモントレグラスミア大阪 ２３階 
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  ★ライオンズ・ロア                          Ｌ浅川靖弘 

 

  ★閉宴の挨拶                             Ｌ藪内優典 

 

  ★一言メッセージ 

Ｌ．藪内 優典 一年アッという間ですね。 

Ｌ．鎌田 友晴 今年も残り 10 日。来年こそいい年になりますように。今年はあまり良くなか

ったな～ 

Ｌ．浅川 靖弘 家族例会、楽しく過ごしましょう！ 

Ｌ．東  博史 クリスマス例会楽しみましょう！ 

Ｌ．小林 繁昭 楽しいクリスマス例会にしましょう。 

Ｌ．武輪 興治 激動の令和 3年。東京オリンピックも無事閉会。バトンをパリへ！ 

Ｌ田中Ｌ杉野のご冥福をお祈り申し上げます。合唱！ 

Ｌ．中田 勝利 今日は大人なクリスマス例会を楽しみましょう。一副、そして役員の皆様あ

りがとうございます。 

Ｌ．中村 哲也 やっとできましたね家族例会。楽しく過ごしましょう！ 

Ｌ．森山 哲郎 2 年ぶりの忘年家族例会です。コロナ禍でなかなか大変な時ですが、大いに楽

しみ、盛り上がっていきましょう。 

Ｌ．家根本正志 今日は家族例会。日頃の感謝と今後の忍耐をお願いします。 

Ｌ．長生 忠之 2 年ぶりの家族例会、皆で楽しみましょう！ 

Ｌ．斉藤 満弘 クリスマス、ガンバロー！ 

Ｌ．藤原 成樹 今年も 10日を残すところとなりましたね。最後まで、気を引き締めて頑張り

ます。来年もガンガン行く為にも有終の美を飾りたいものです。 

Ｌ．塚田 恭嗣 少し早いですが、メリークリスマス！ 

Ｌ．石山  登 今年もあと 10 日です。年末も押し迫って、北新地のビル火災、沢山の方が亡

くなられました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

★ファイン＆ドネーション   合計８０,０００円           Ｌ斉藤満弘 

  

★出席率                               Ｌ森山哲郎 

 

 

 

 

 

★ライオンズ・ロア                          Ｌ藤原成樹 

 

  ★閉会宣言並びに閉会ゴング                      Ｌ長生忠之 

会員数 正会員・終身会員 名誉・不在・優待会員 家族会員 

37 名 23 名 4 10 

出席者数 メークアップ者数 修正出席率  

15 名 2 名 73.9％  
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アクティビティ 

★献血奉仕活動                       献血委員長 Ｌ中村哲也 

コロナ禍の厳しい時期にスタートした今期の奉仕活動でしたが、下記のようにたくさんの皆さ

んに受付、採血をしていただきました。大変お疲れさまでした。下半期もまた、献血アクティビ

ティを奉仕活動の柱として、しっかり取り組んでまいりますので、メンバーの皆様、ご協力をお

願い致します。 

献血アクティビティ 報告（２０２１年７月～１２月） 

日付 単・合同 時間 場所 受付数 採血数 参加人数 

7 月 24 日（土） 3・4R2Z 合同 10:00-16:00 ＪＲ天王寺ミオプラザ館 60 51 6 

7 月 30 日（金）   10:00-15:00 あべの献血ルーム 155 136 7 

9 月 24 日（金）   10:00-15:00 あべの献血ルーム 178 157 景品 

10 月 12 日（火） 3・4R2Z 合同  9:30-16:30 あべのマルシェ北側駐車場 30 24 7 

10 月 22 日（金）   10:00-15:00 あべの献血ルーム 169 154 7 

11 月 5 日（金）    9:30-11:30 栄光時計（株） 17 14 7 

11 月 19 日（金）   10:00-15:00 あべの献血ルーム 198 175 10 

12 月 24 日（金）   10:00-15:00 あべの献血ルーム 161 139 10 

 

 

 

 

 

 

 

★合同清掃奉仕                   市民・社会福祉委員長 Ｌ浅川靖弘 

  １１月２６日（金）１０：００～１２：００ 

  たんぽぽ作業所利用者さん、大阪さくらＬＣと一緒にあべのキューズモール周辺の掃除をしま

した。好天気に恵まれ気持ちよく清掃活動が出来ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

大
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地区アクティビティ  

★地区交流イベント「３３５-Ｂ ＢＱ in 舞洲」              Ｌ東 博史 

２０２１年１１月２１日（日）１１：００～１４：００ 

 

11 月 21 日（日)ホテルロッジ舞洲にてライオンズクラブ国際協会“335-B BQ in 舞洲”が心配

された天候もよく約 500 名余りの参加者で、7 日の和歌山マリーナシティに続き盛大に開催され

ました。 

当日は車で L中田と一緒に乗り合わせて大阪湾を見ながら舞洲 BQ会場へ。入口で正岡ガバナーと

キャビネット関係者の元気な出迎えを受け、沢山のメンバーと挨拶をしながら決められた席に移

動。間もなく長生会長ご夫婦もご到着、大阪帝陵 LC からは 4名の参加を致しました。 

  正岡ガバナーの挨拶、津田第一副地区ガバナーの乾杯で 335-B バーベキュー大会が始まりまし

た。新しい出会いと交流の楽しさを目的に、ガバナーとクラブアシスト委員会が発案、環境保全・

献血委員会、アラート委員会と合同開催で、ドローンで上空から「335-B」の人文字撮影で一体感

を、防災訓練！炊き出し体験！手話で歌おう！ゲームで賞品！など盛り沢山の企画で楽しませて

頂きました。やはり屋外での BQ は気分も爽快で、ビールと焼肉、野菜が特に美味かったのが印象

的でした。屋台での焼きそば、綿あめなど盛り沢山で楽しませて頂きました。 

また次期ガバナー輩出予定の桜ノ宮LCは例会振替で多くのメンバーで参加されているのが印象的

でした。ガバナー方針の他クラブのメンバーとの交流と親睦も図れ、写真撮影など和気あいあい

と楽しい時間を過ごさせて頂きました。 

また今期もう一度３月に 335-B BQ を開催予定されていますので、是非皆さん参加して他クラブの

方と親睦交流を図って楽しんでください。                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★地区一斉活動「和歌山県友ヶ島 清掃奉仕」             Ｌ廣瀬 裕平 

 友ヶ島 清掃大作戦                ２０２１年１２月２日（木） 

 

 さくらＬＣの車に便乗させてもらって、おばさん達の世間話にうつらうつらとしていると時間通

りに加太到着。車降りたら、えらい風でんがな。そのせいか舟の出発が１時間程遅れたけれど、向い

の洲本でおっさんが立小便しているのが見えるほどの快晴。絶景、絶景！友ヶ島は４つの島からな

人文字 ３３５―Ｂ 
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ってるんですなぁ。船が付いたのは沖ノ島。今の時季は無人島。立派な店や宿泊施設もあり砲台跡

も見もの、夏場はそれなりかな。 

船着き場はそこそこ綺麗やったし、ゴミはどこかいなと思いながら、所定の場所に連れて行っても

らったら、なんとあるはあるはのゴミの山、本当プラスティックだらけ、誰か腐るプラスティック

発明せんかいな。あっという間に４０ℓのゴミ袋５・６袋満杯にして昼めし、海辺のベンチで御支給

の弁当、これが結構美味しかった。ビールも付けてくれたらもっと良かった。 

地区アクティビティに参加するのは久しぶりで総勢３００人弱位の参加者だったかな。結構楽しか

った。次もＮＬ誘って参加するか、隠して竿持って。 

 

 

  

 

 

 

 

 

杉野林一を偲ぶ 

Ｌ藪内優典 

記事の代わりに写真を選んで投稿します。懐かしいですね。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ｌ梶谷信廣 

2002 年 11 月 CN38 2007 年 11 月 CN43 

2009 年 2 月 5C 合同例会 水辺のクリーンアップ大作戦 
栄光時計（株）献血奉仕 



31 
 

Ⅼ梶谷信廣 

Ｌ杉野林一が亡くなられて早 3ヶ月。心の優しいＬ杉野は、 

会報誌委員長として常に纏まった文章でした。阿倍野区内の 

各町名・地名の由来も教えて頂きありがとう。今期メンバー 

のお誕生日のお祝い品を一変することを私はＬ杉野に相談 

しました。読売新聞社に出向き、新聞の 1、2、3面記事 

（生年月日、世情のわかる）3枚をお祝いとして渡すことを 

理事会で承認頂きました。また、私梶谷とＬ杉野は「高野山真言宗興徳寺」でお寺が一緒です。 

8 月 22、23 日お通夜、告別式では住職のお勤めを聞きながらお別れをしました。今は亡きＬ杉野 

からは優しさ、温もりを教えて頂きました。ありがとう。 

 

Ⅼ東  博史 
杉野さんは帝陵ＬＣにとって、またわたしにとっても宝の  

様な方でした。本当にＬＣを心から愛した方で尊敬してい 

ました。物知りでＬＣ存在価値、奉仕とは、ボランティア 

とはという問題に正面から取り組んでおられた方です。優 

しい笑顔と熱意を込めて話される杉野さんが忘れられま 

せん。本当に残念で仕方ないです。 

 

Ⅼ小林繁昭 

故Ｌ杉野林一は、私と大阪帝陵ライオンズクラブとの縁を繋いでくださいました。18 年前に会社

に来られ、ライオンズクラブにおける社会奉仕活動、献血活動、社会福祉や環境保全、青少年育成

について熱心に説明されました。約 1週間、ほぼ毎日のように来られました。そして、帰り際に、

「是非とも、入会して、一緒に奉仕活動しましょう」と

おっしゃっておられました。その一生懸命な姿勢、人柄

に心動かされ、入会を決心しました。 

Ｌ杉野は、長年にわたり、PR 委員長を務められました。 

PR 誌としても表彰されました。PR誌の活動状況の写真

は、自前のポケットカメラによるものです。薬物乱用防

止講座、献血活動、ゴルフ大会、中国文化研究会．．．。

又、家族や趣味などの作文の掲載もあり、メンバーのプライベートな一面に触れるきっかけにも

なりました。ご自身としては、「あべの雑学」をシリーズで掲載されていました。昭和の阿倍野や

その近辺の出来事、戦後の混乱期の話、さらに江戸時代の話などについても紹介されています。マ

イクを持てば。いつも口癖の様に・・わたくしめ・・で始まり、豊富な歴史の知識をもとに、楽し

く面白い、笑える話を語っていました。Ⅼ杉野は、大阪帝陵ライオンズクラブの活動に、大変な労

力、時間を費やしていたと思います。いつも一生懸命で、いつも笑顔でした。そんなⅬ杉野の突然

の訃報には、私は、ただただ茫然としました。 長年にわたるご活躍に敬意と感謝の気持ちです。 

ご冥福をお祈りいたします。 



32 
 

Ⅼ中田勝利 

Ｌ杉野 お亡くなりになり残念でなりません。 

元気に活躍されていた姿が浮かびます。今年の暑い献血にも

無理を押して参加くださっていたのですね。例会ではいつも

カメラを構えておられましたね。物知りの杉野さんが話され

た話で一番印象に残っているのが「阪南町は造られた街。だ

から綺麗に碁盤のようになっている。」納得できました。そし

て今期７月第一例会でＬ杉野がしゃべりたい事があると幹事

から聞いていたので、時間も押していましたが、ＴＴの私から司会のＬ武輪に言ってしゃべって

頂きました。それが以前にもお聞きした「杉は日本古来の木で日本にしかない。なので「杉」とい

う漢字は日本で作られた」と懸命に語っておられましたね。それがお会いできた最後の例会とな

ってしまいました。「事務局の鈴木さん、こんな優秀な方はいない。大事にしてくださいね。」と言

い残されましたね。Ｌ杉野どうか天国より帝陵ライオンズクラブを見守ってください。安らかに

お休みください。お世話になりありがとうございました。 

 

Ｌ廣瀬裕平 

７月の例会も元気に出席されていたのに、８月になって急に！嗚呼 

我が帝陵ＬＣは元メンバー上田氏、故Ｌ杉野と名編集長が格段の鋭意工夫で比類なき会報誌作り

に尽くされました。リジョンの会報誌コンテストも我がクラブばかり授賞するので、面白くもな

いと、無くなってしまいました。例会、理事会、献血、学校、コンペのゴルフ場、その他あらゆる

場所にお出になって取材され、また間いの手にアクティビティの助勢もしてくださいました。 

足繁く事務局にお出になり、記事・写真の編集をなされており、一通り出来上がると、至って低姿

勢で「Ｌ廣瀬、校正お願いできますか」と連絡が入り、２人でＰＲ委員会をやりました。小生の意

地悪で皮肉っぽい修正にも、いつもニコニコと意見を聴き入れてもらいました。本当にやさしい

目をしておられました。今年４月お身体に異変を来たしていたんでしょうか。ＰＲ・ＩＴ委員長を

小生に託されました。情けないことに小生もあいにく例会、理事会に出席し難い訳ありの状態で

すが精一杯頑張りたいと思っています。ご迷惑をお掛けいたしますが、皆様のご協力で従来と遜

色のない会報誌を作り、故Ｌ杉野の供養にしたいと思

います。 

 

Ｌ長生忠之  
今回、６月末の準備委員会におきまして、たまたま L

杉野の席の隣になった折り、Ｌ杉野から会長としての

役割や心構えをやさしく丁寧に教えていただくこと

が出来ました。そして７月６日の第一回の例会におい

て、さしてうまくもない私のスピーチや慣れない会長

職に対して都シティ大阪天王寺の出口にて「ナイス会長」とエールを送ってくださいました。それ

が今でも嬉しく思い出されてなりません。 
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もう一点気付いたことは亡くなられてからＬ杉野ご自身がライオンズ冊子を作られるのにこれほ

ど熱心に阿倍野区の歴史資料を研究されテープ起こし並びに写真撮影や整理など一冊の冊子にさ

れるのにいかに努力なさっていたかを思うと感謝に堪えません。どうか今後も天国において大阪

帝陵ライオンズクラブのアクティビティを見守ってください。 

 

 

Ｌ藤原成樹 
私が帝陵ライオンズクラブへ入

会させていただくきっかけのひ

とつに、クラブ誌がありました。

その内容の充実さに驚きまし

た。特にあべの近辺の歴史を綴

ったエッセーには惹かれました。入会してからも季刊で発行されるクラブ誌を毎回楽しみにし、

毎回杉野さんが繰り出すうんちくの深さ、引き出しの多さにいつも感心させられたものです。文

章もうまい！引き込まれてしまうんですね。最後まで読ませてしまう。起承転結がしっかりして

いるんですね（杉野さん、すいません、若造が（笑)生意気なことを思っていました）。杉野さんの

バックボーンをお聞きしてマスコミ関係だと知り、納得いったものです。それも天下の「朝日」だ

とか。でも最初は新聞のほうだと勝手に思いこんでおりました。「さすが朝日新聞、レベル高いわ

～」杉野さん、テレビの方だったんですね。だいぶ経ってから知りました。 

何度か尋ねたことがあります。その知識はどこから来るのですか？どうやってその情報を仕入れ

てくるのですか？と。でも杉野さんはいつも微笑んで「年寄りの戯言ただ好きなだけですよ」と答

えるばかり。これにもしびれましたね。「謙虚な方なんですね」私も静かにそう応じました。 

いつも物静かに佇んでおられた杉野さん。でもその内に秘めた熱量はすさまじい。いつまでも衰

えぬ探求心。好奇心もですよね、杉野さん。あなたは僕のメンターのおひとりでした。もっとあな

たの人となりに触れたかった。もっとうんちくを聴かせてほしかった。引き出しの中に潜む輝く

宝石を見せてほしかった。杉野さんの死が残念でなりません。杉野さん、安らかにお眠りくださ

い。心から哀悼の意を表します。 

 

 

Ｌ塚田恭嗣 

Ｌ杉野は見識深く、物事に対する着眼点も鋭く、そのスピーチに感銘を

受けたことを思い出します。カメラを構えたＬ杉野の優しい微笑みが今

も目に浮かびます。若輩者の私にも、優しくお声がけ頂き、お心遣いも

頂戴し、感謝しかありません。入会間もなくコロナ禍、例会中止も重な

り、ご一緒できた時間は短かった。もっとＬ杉野とお話したかった。も

っとＬ杉野の人となりに触れたかった。残念でなりません。 

Ｌ杉野ご冥福をお祈り致します。 
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ＴＬＧゴルフ会                  Ｌ斉藤満弘 
大阪帝陵ゴルフ会は年間５回のゴルフコンペを開催しており、別に１回遠征ゴルフを行っており

ます。２０２１年１２月９日（木）万寿カントリークラブにおいて恒例の大阪阿倍野ライオンズク

ラブとの対抗戦が行われました。天候にも恵まれ絶好のゴルフ日和となり、こうして、天候にも恵

まれたのもＴＬＧメンバーの日頃の行いが良い為だと思います。対抗戦は上位５名同士のＷぺリ

ア方式により得点上位の合計による勝敗で決められ、今期は帝陵ライオンズクラブが優勝となり

ました。伝統あるＴＬＧゴルフ会を今後も継続して行われますよう微力ながらお役に立てるよう

に頑張ります。                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＴＬＧ番外編                   Ｌ小林繁昭 
Ｌ廣瀬「コバヤン、ちょっと聞いてえなぁ」 
Ｌ小林「なんですねん、ひろっさん」 
Ｌ廣瀬「ライオンズのコンペ、参加したいけど結構高くつくし、もっと安くゴルフ何回も行きたい

なぁ」 
Ｌ小林「それほんで、どないしよ言わはんのですか」 
Ｌ廣瀬「それでこんな番外やったらどうかな」 

 
ということで、Ｌ小林Ｌ廣瀬が相談して、ＴＬＧ番外ゴルフを計画しました。 

  １．安くして回数を増やす。 
    慣れたコースならキャディさんが要らないし、プレー費の安いゴルフ場を探す。 
  ２．技術の向上を目指す。 
    ・賞品は励みになる程度で、上位入賞の名誉をモットーとする。 
    ・技術研鑽を怠った人に罰金を科す。 
      ブービーメーカー、ショートホール全外し、指定ホールでのフェアウェー外しに罰金

を科す。 
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    ・名人賞を設ける。 
      指定難ホールでパー以上でホールアウトした人 
  ３．表彰式 
    必ず表彰式を行い、当日のゴルフについて反省することとする。 
  ４．ノンライオンを積極的にお誘いし、ゴルフを通じてライオンズを知ってもらう。 

 
という立派に見える建前で、Ｌ小林をキャプテン兼世話役にして第１回が２０２０年１２月２日 
月ヶ瀬カントリークラブで開催されました。 

当日プレー費は昼食付で６,０００円で釣りがきて会食・景品代合わせて２,０００円のコンペで 
８人参加となりました。以降毎月の開催で、次回は第１３回となります。ノンライオン・ＬＬも 

あり、ボチボチ参加も増えて３～４組のコンペとなりました。 

飛ばすだけのＬ小林、賑やかなＬ中田、素敵なＬ森山、なかなか入賞できないＬ家根本、ボヤキの 

Ｌ鎌田・・・肩の張らない番外ゴルフ、皆さん参加有難うございます。ノンライオン、他クラブ 

メンバーに呼びかけて協力してもらい、３０人位のコンペになるようにしたいと思っています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

中国文化研究会                        Ｌ家根本正志 

２０２１年１１月１３日（土）上本町ハイハイタウン３階にある麻雀亭天山閣で３・４Ｒ２Ｚ・ 

他クラブ合同「中国文化研究会」が開催されました。１年振りの開催でした。当日は４人×４卓 

の１６人、帝陵からはＬ畑谷、Ｌ家根本の２名参加しました。今回は全員男性でした。 

久しぶりでしたので２次会３次会と楽しませてもらいました。中国文化研究会という名の麻雀。 

以前参加してくださってたメンバーの方々、これからやってみようかと考えておられるメンバ 

ーさん。頭の体操になり実に面白いですよ。ご参加お待ちしています！ 
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座談会      第一回 「これからの大阪帝陵ＬＣを語る」 

２０２１年１１月２２日（月）１８時～２２時   天王殿 

出席者  Ｌ藪内優典  Ｌ浅川靖弘   Ｌ平井百次  Ｌ東 博史（司会進行）   

Ｌ森山哲郎  Ｌ家根本正志  Ｌ長生忠之  Ｌ塚田恭嗣 

 

Ｌ東   皆さん、これからの大阪帝陵ＬＣを語って 

いただきましょう。 

Ⅼ家根本 少人数でもいいのでコミュニケーションが取

れる飲み会、趣味の会を増やしていきたい。

２つ３つ趣味の会に入ったらどうか。 

Ⅼ平井  元々趣味の会はあるが、呼びかけをしても 

なかなか人が集まらない。 

Ⅼ浅川  TLG 会のように中心になる人がいれば続いて 

 いくのではないか。 

     麻雀の会では他クラブメンバーも参加していた。部外者にも参加してもらえるようにす

ればいいと思う。 

Ｌ藪内  ゴルフ、写真同好会、麻雀、グルメ会、旅行等、自分はこれをする！というのを一人ずつ

挙げてもらったらどうか。またクラブの後継者問題もある。２代目３代目の会を作りた

い。 

Ｌ森山  クラブ存続は心配している。息子を家族会員になってもらうとか、息子の友達も誘って、

たんぽぽ作業所とのアクティビティに参加してもらうとか。少しずつ興味を持ってもら

い、二世会三世会は大事だと思う。 

Ⅼ浅川  TLG 会の番外はだれでも参加できるので、それをきっかけにアクティビティもやっても

らえたらどうか。 

Ⅼ長生  私は年に２回ほど舞台をしています。その舞台観劇をきっかけに富田林 LC さんが例会訪

問してくださった。よそのクラブの方にも声をかけたい。 

Ⅼ塚田  趣味の会って色々あるんですね。行けるタイミングが合えば参加したいです。 

Ⅼ森山  LC とはお金持ちの遊びのクラブと一般的に思われがちで社会的認知度が低い。 

Ⅼ浅川  昔、仕事が忙しく会長職を受けられないとＬ生山に言ったら、払っている会費が十分 LC

の役に立っている、の言葉を貰い救われたことがある。 

Ⅼ長生  最近の例会出席者が減ってきている。もっと出席したくなるような楽しい例会にする方

法はないものか。 

Ⅼ東    楽しいだけではどうかと思う。魅力ある例会にするには緊張と緩和が必要だと思う。平

井会長の時は厳しかった。 

Ⅼ平井  メリハリはしっかりしていたと思う。趣味の会も大事だが、金銭アクティビティだけで

はなく、災害地に出向く行動も大事。阪神淡路大震災の時は炊き出しにも行っていた。面
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倒くさい、時間が無いなど言わず、アクティビティをきちんとやれば魅力を感じる人は

出てくるのではないか。若いボランティアもたくさんいる。例えば、恵まれない子供、老

人ホームへの慰問を兼ねて歯科検診をするとか。 

Ⅼ森山  Ⅼ豊田も、老人ホームへ行き演劇を見て喜んでもらえるならと LC に入会してくれたが、

現状はコロナでできなく残念だ。 

Ⅼ東    アクティビティを一生懸命するのはいいこと。災害地での活動は本当にしんどかったが、

感謝される。現地に行くと、自分の今の幸せの有難さがわかる。お金しか出せない人はそ

れはそれでいいと思うが、アクティビティを実際に行うことはいい。 

Ⅼ藪内  1995 年阪神淡路大震災の時、皆で車を出して被災地に行き、大きな鍋で八宝菜を作った。

社員と小学 3 年生だった息子も同行させたが、いい経験になったと思う。臼井さん加地

さん吉岡さんとベトナムに 500 万円で購入した歯医者のチェアを贈呈しに直接持って行

った。ハノイを出てマイクロバスで 5 時間、そこからフェリーに乗って 2 時間、地獄の

黙示録のような地区に、当時最先端のチェアを寄付した。こちらを見るライ病の方々の

輝いた眼が忘れられない。 

Ⅼ東    杉野さんがよく仰っていたが、色々な人が積極的にボランティアをしているので LC とし

ての活動が難しくなってきた。 

長生会長にお聞きしますが、後半のアクティビティは何をされますか？ 

Ⅼ長生  暗い道に電灯を付けるとかどうかと考えている。 

Ⅼ家根本 それは町会の役目だと思う。安全の為にやるのはいいことだが、LC のお金ですることと

は違うと思う。 

Ⅼ藪内  日の当たらないところに、日の当たらん人に光を当てるのがライオンズ。 

Ⅼ塚田  子供食堂として、月一回、飲食店が、小学生 100 円中学生以上大人 300 円でお弁当を提

供する。助成金と企業の協賛金で賄っている事例がある。 

 

Ⅼ東   皆さん理想の夢を語ってください。大阪帝陵 LC

でやりたいことを。 

Ⅼ塚田  この前の CN のように区長に来てもらえるような

アクティビティをやっていきたい。それが大阪市

長、大阪府知事、多くの方に感謝されるようなア

クティビティをやりたい。 

Ⅼ長生  地区ガバナーはじめたくさんの例会訪問者を迎

えたい。 

Ⅼ平井  魅力的なクラブにしようと思ったら、アクティビティ・趣味の会等々、お互い親睦を深

めていくことが良いと思う。今までのアクティビティ以外のアクティビティをしていか

なければと思う。 

Ⅼ家根本 阿倍野ＬＣがしている区民ホールでの音楽祭に匹敵するようなアクティビティをやって

いきたい。 

Ⅼ平井  区民ホールで演劇を観ていただくアクティビティをするのも良いと思う。 
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Ⅼ森山  例えば、春の交通安全週間や交通安全例会をＬ松尾にしてもらう。IT に詳しい人を呼ん

で、IT 例会をする。 

Ⅼ藪内  例会に関して、もっと TT を重用したい。梶谷さんの間違い探しクイズは良かった。もち

ろんドネーションの発表が先だが、20 分間の枠を設けてたっぷりとやらなあかんと思う。 

Ⅼ東   各メンバーにスピーチしてもらったり、講師を呼び講師例会とか、多少勉強になること

も織り交ぜてもいいのではないかと思う。 

Ⅼ森山  会則例会もいい。〇〇委員会の委員長が〇〇例会をするとか。例会欠席者には事前に連

絡し、出席してもらうことで参加も促せると思う。 

 

Ⅼ東   最後に締めをお願いします。 

Ⅼ藪内  趣味の会については、一人ずつ何をやるか言ってもらい、それぞれが幹事としてやって

もらえたらいいかなと思う。 

Ｌ長生  カラオケ会、観劇会の会長をやります。近江飛竜と私の奥さんの観劇を中心にカラオケ

では私が教える。 

Ｌ森山  実行して、意見交換をして、今後帝陵ＬＣがよくなっていって欲しいと思う。 

 

新入会員 Ｌ石山 登 の紹介 

スポンサー Ｌ中田勝利 

Ｌ中田  お生まれは？ 

Ｌ石山  昭和３０年です。 

Ｌ中田  家族構成は？ 

Ｌ石山  妻と息子２人で双子です。長男が家業を継ぎ、

弟の方は大学院に只今通っております。 

Ｌ中田  ご自身の学歴は？ 

Ｌ石山  今現在、文楽劇場がある場所にあった高津小学校を卒業し、桃山学院高校、桃山学院大

学出身です。学生時代はずっとバスケットボールをしていまして、勉学そっちのけで

頑張りました。結構ハードだったし、強かったんですよ。 

Ｌ中田  ライオンズに入った動機は？ 

Ｌ石山  中田さんと７～８年前に会った縁があってかな。 

     少年補導協会の研修旅行で、桃山の話をしていて知り合いになりましたね。僕も子供

たちが桃山出身でその時は学年委員長をやっていました。又、その時副会長をしてい

た家永さんもライオンズと聞いて世間って狭いなあと感じます。 

Ｌ中田  以前ロータリーに入っておられたと聞きましたが、ライオンズとの違いは？ 

Ｌ石山  なんかライオンズの方が活動を色々されているなと感じます。ロータリーは会に出席

とか寄付するみたいな。僕がライオンズに入会して糖尿病委員に任命されて「ええ？

なんで知ってるの？」とびっくりしました。 
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クイズ                          Ｌ家根本正志 

 

 
 

 

 

 

（答え ① 七 ② 金 ③ 石橋 ④ 故郷 ⑤ 看板 ⑥ 地頭 ⑦ 山 ⑧ 元） 
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