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浦安ライオンズクラブ主催のチャリティーゴルフ大会開催の目的は、クラブの各アクティビ
ティ（奉仕活動）に利用される事業予算として、地域社会からの収益としてゴルフ参加者様より
事業費をチャリティーしていただくことにあります。その事業費はクラブの運営費 に利用する
のではなく、クラブメンバーのドネーション（会員の寄付金）とともに、すべてアクティビティ

のための資金として利用される予算となります。その収益金（事業
費）は、クラブ会則により、クラブ運営のために支出することを禁
止されていることは、他の奉仕団体とは根本的に異なるところで、
この事実はライオンズクラブの誇りとするところです。
毎年恒例の開催としておりますが、今後ともさらに当クラブ活動をご理解いただくと共に、ご支援

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

「チャリティーゴルフ大会」開催の趣旨

2014～2015年度　浦安ライオンズクラブスローガン

『愛ある奉仕で、地域社会に貢献を』
心をこめてウィサーブ

この度、第43期会長を仰せつかりました、吉田賢太郎です。
ライオン歴の経験も浅く至らないところもあろうかと存じますが、ベテラン幹事の
金子ライオンとフレッシュな会計の大塚行雄ライオンの力をお借りし、これから一年頑
張っていく所存です。皆さまの温かいご支援・ご協力よろしくお願い申し上げます。
スローガンは「愛ある奉仕で、地域社会に貢献を－心をこめてウイサーブ－」としま

した。キーワードは「地域社会への貢献」です。地元の小学校に訪問して行う薬物乱
用防止教室や浦安駅前で行う献血奉仕活動など、今年も様 な々アクティビティを「We 
Serve」の精神で一緒に進めてまいりましょう。
恒例となりました「チャリティーゴルフ大会」につきましては、永年にわたって多くの
皆さまにご理解とご協力を頂き、今年33回目を迎えることになりました。貴重な収益
金は各種事業の助成金として有効に活用させていただきます。浦安ライオンズクラブ
は、これからも地域に愛される奉仕団体を目指して更に前進するよう活動してまいり
ますのでよろしくお願い致します。

会長挨拶 浦安ライオンズクラブ
第43期会長　Ｌ吉田 賢太郎

当クラブのチャリティーゴルフも皆様のご協力により、33回目を迎えることができま
した。本当に長い間のご支援ありがとうございました。
チャリティーゴルフの趣旨を考えますと、下記３点が思い浮かびます。
①チャリティーゴルフの収益金は社会福祉事業、青少年の健全育成事業、国際交
流事業に使わせていただいており、参加した皆様のチャリティーのご意志を各
団体に届けること
②ゴルフが終了した後、和気あいあいとゴルフ談義に花を咲かせ、参加された皆
様の懇親を深める場を提供させていただくこと
③コンペに参加された皆様を通じてチャリティーの輪を広げていくこと
これらのことは皆様のご協力があってはじめて達成できるものであります。当クラ
ブのチャリティーゴルフは10年先いや20年先をみつめながら開催して参ります。皆様
の引き続きのご参加よろしくお願い申し上げます。

チャリティーゴルフに寄せて 浦安ライオンズクラブ
チャリティーゴルフ実行委員長　Ｌ高梨　良茂
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浦安ライオンズクラブの奉仕活動

昭和47年４月の設立以来、浦安ライオンズクラブの会員の皆様は、友愛と相
互理解の精神のもと、社会福祉活動をはじめ、青少年健全育成や環境衛生活
動など地域に密着した幅広い活動に献身的に取り組まれ、本市の発展に大きく
寄与されました。
また、平成23年に発生しました東日本大震災におきましても、各地域におけ
る支援活動など多大なご貢献を賜りました。ここに改めて心より深く感謝申し上
げます。
本市では現在、震災からの復旧・復興に向けた本格的な工事が始まっていま
すが、工事の進捗状況は、まだ30％台と道半ばです。
ここを本格復旧・復興の正念場と位置付け、何とか今年度中に85％まで引き
上げるよう「獅子奮迅」の働きをしたいと決意しているところです。
また、復旧・復興と同時に、少子化対策、高齢社会対策、元町再整備など
の重要施策にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。
浦安ライオンズクラブの皆様方におかれましては、これからも「We Serve」の

理念に基づき、本市の古き良きパートナーとして、これまで以上にご支援、ご
協力をいただければ幸いです。
最後に、浦安ライオンズクラブのさらなる発展と、会員皆様のご活躍、ご健
勝を心から祈念いたしましてご挨拶といたします。

ごあいさつ

浦安市長 松崎　秀樹 様

・盲導犬支援募金活動　・災害支援募金活動
社会福祉活動

・社会福祉協議会
・浦安市スカウト連絡協議会
・手をつなぐ親の会
・浦安市少年野球

・浦安青年会議所　青少年事業
・盲人留学生交流会
・市内盲導犬育成支援
・千葉県アイバンク協会

支援アクティビティ

・薬物乱用防止教室の開催
・薬物乱用防止キャンペーンの実施

青少年健全育成活動
・献血活動　・アイバンク献眼推進活動
環境衛生活動
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LCIF（ライオンズクラブ国際財団）とは

浦安ライオンズクラブからは、Ｌ古河とＬ佐久間の２名が参加しました。
７月５日午前10時にスタートしたインターナショナルパレードには、120の国や地域のライオ
ン約1万人が行進しました。今回は山田国際会長候補がいるために、JAPANは４番目のスター
トとなり先頭からたっぷりと満喫することができました。
６日には開会式が盛大に行われ、７日は世界三大瀑布のひとつであるナイアガラの滝を見
学しました。８日閉会式において、波木ガバナーの誕生となりました。
次回の国際大会は2015年７月ハワイ・ホノルルにて開催され、国際会長にＬ山田實紘が就
任します。

今回の国際大会のLCIFデスクにおいて、Ｌ古河が$1,000
献金をしました。

第97回国際大会カナダ・トロント（2014年7月4日～10日）

ライオンズクラブ国際財団は、ライオンズクラブの活動を支援
するために設立された財団で、ライオンズクラブ国際協会の人道
事業に資金を提供してサポートしております。LCIFの交付金を利
用することで、ライオンズは個別に行う以上の奉仕を実施するこ
とが出来るのです。
LCIFの交付金はすべて献

金によるもので、運営費は投
資による利息のみによって賄
われております。

ピンチェンジを頑張るＬ佐久間 コンベンションセンター内

インドネシアのパレードチームパレード参加の1Ｒのメンバー

インターナショナルパレードの「ハワイ」チーム

国際会長とＬ佐久間

国際第二副会長 Ｌ山田實紘とＬ古河

複合地区交流会において ナイアガラフォール 総会でのパフォーマンス 波木新ガバナーを囲んで

開会式・閉会式の会場、
ＡＩＲ ＣＡＮＡＤＡ ＣＥＮＴＲＥ前
正木ガバナーとＬ古河
朝の散歩で偶然会う
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ライオンズクエストは、小学生から中高生までの子供たちが、“自分自身
の自尊心”を高め、“責任感のある”そして“自分も他人も大切にする”健康的
な人間に成長するために必要な「ライフスキル」を教育するプログラムです。
このプログラムは、1975年アメリカのリック青年が「人生で直面する困難

にどのように対処すればよいか、誰も教えてくれなかった」という思いから、
困難を乗り越え、よりよく生きる力を包括的に学べるプログラムの開発を
開始、クエスト財団（後のクエストインターナショナル）を創立しました。
ライオンズクラブとの関わりは、1984年。ライオンズクラブ国際協会がク
エストインターナショナルのパートナーとして、プログラムの普及活動へ
の協力、支援を開始しました。そして、2002年ライオンズクラブ国際財団
が組織をあげて普及活動を行うため、クエストインターナショナルから著
作権を取得。2014年現在、36ケ国語に翻訳され、世界85の国と地域で普及
活動が実施されています。日本では、ワークショップ開催回数422回、ワー
クショップへの参加者46都道府県10,936名の実績があります。
「ライフスキル」をWHO（世界保健機構）では「日常生活で生じる様々な要求に対して、建設的かつ効果的に対処す
るために必要な心理社会能力」と定義していますが、悩んだり、困ったり迷った時に使える人生の知恵やコツの集
まりと考えてください。

このプログラムでは、子供たちが安心できる良い
雰囲気の集団づくりに自ら取り組みながら、その中
で多様なライフスキルを系統的に学び、練習し、身
につけていきます。またライフスキルの学習や実践
を通して「自律心・責任感・正直さ・勇気・親切さ・健康
な生活習慣・自分や他人を大切にする・家族との絆・
他者への貢献」
という社会の一員として好ましい価値観を備えた

大人に成長するように支援します。
私たちは、子供達がしっかりとした人格を備え、

持てる力を十分発揮できる、健やかな大人に成長す
ることを願っています。その願いを実現するために、
学校を核として、教師、保護者、地域の人々には何
ができるかを考える必要があります。ライオンズク
エストを理解したり、授業で活用したりするための
ワークショップがありますので、メンバーの皆様に
も是非参加いただき、ライオンズクエストを広める
ためのご尽力をいただきたいと心からお願いいたし
ます。

笑顔があふれるクラスをつくる教育プログラム

～ライオンズクエストのご紹介～

地区ライオンズクエスト副委員長
Ｌ広瀬　直樹

LIONS QUESTパンフレット
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薬物乱用防止教室について

１年間薬物乱用防止教室を担当して「大変貴重な経験をさせていただいた」と
いうのが、率直な感想です。授業を任されて、子ども達の学びの一助になるこ
となど普段の生活では、なかなか経験することはできません。
実は浦安ライオンズクラブに入会してから、私は薬物乱用防止教室に2回程
度しか出席していませんでした。何となく全体の流れを知っているだけで、そ
れ以外は全くわかりません。とても不安でしたが、委員長を引き受けた以上は
「やるしかない」と開き直って自分なりに頑張ってみました。
最初に依頼がきた小学校では、開催にたどり着くまでの段取りが全く分から
ず緊張の連続でした。先輩ライオンに多くのアドバイスをいただきながら、何
とかこなすことができました。ありがとうございました。
2回目以降、回を重ねる度に余裕が出てきました。何か面白いことを言って
笑いをとろうと思案しました。「ダメ。ゼッタイ。の合言葉を皆で言う時に、
右手の拳を突き上げます。その時、自分の頭を殴らないように注意して下さ
い！」。2回目の学校でチャレンジしたところ案の定、ドカンと笑いをつかみま
した。が、調子に乗って臨んだ3校目では「なに言っちゃってんの～。」という雰囲気が漂い、三番瀬の遠く彼方まで
潮がさーっと引いていくような感覚を味わいました。それもこれもいい思い出です。
この１年で延べ５つの小学校で開催させていただきました。そこで痛感したのは、多くのメンバーに出席しても
らうことが大切だということです。司会、撮影係、寸劇配役などの役割があり、メンバーの人数が少ないとどうし
ても支障が出てしまいます。私自身、来年以降もできる限り参加しようと思っています。
参加いただいているメンバーは、薬物乱用防止教室をとても楽しんでいると感じます。寸劇の役者ぶりに磨きを
かけ、いきいきと演技しています。私もその日の薬物乱用防止教室を無事に終えて校門を後にする時、何とも言え
ない充実感に溢れ、そして清々しい気持ちになります。
次代を担う子ども達とふれあい、私達メンバーがたくさんの元気をもらうことができる。これこそが、薬物乱用
防止教室の最大の魅力ではないでしょうか。そして子ども達が薬物についてしっかり学んで、その危険から身を守
る力を養ってもらえればこの上ない喜びです。

Ｌ長野　朋樹

薬物がどのようにして皆に近づくかの寸劇

浦安警察署の方のお話し。薬物の恐ろしさが伝わります。

○ＤＶＤ鑑賞
○寸劇

○浦安警察署の方のお話
○質疑応答

「浦安鉄筋家族」の著者である
浜岡賢次様のご協力により作成した
教室用クリアファイル。

薬物乱用防止教室用クリアファイルの裏面には、
薬物による人体への影響や恐ろしさを解説しています。

薬物防止教室の主な内容
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Message

薬物乱用防止教室を受けた児童の感想

養護の先生よりお礼状をいただきました。

過去に実施した学校実績（順不同）
堀江中、美浜中、南小、日の出小、北部小、明海小、高洲北小、明海南小、富岡小、高洲小、浦安小、東野小、入船北小、他
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浦安ライオンズクラブアクティビティの紹介

1925年のライオンズクラブ国際大会に、三重苦の聖女と呼ばれたヘレ
ン・ケラー女史が、ゲストスピーカーとして招かれ、そこで彼女はライ
オンズクラブに対し「暗闇と戦う盲人のための騎士になってください」と
訴えました。以来、ライオンズクラブは視聴障がい者福祉や視力保護の
活動に重点を置いております。
日本においてもアイバンク運動をライオンズクラブが中心となり活動を
行っております。
千葉県アイバンク協会においても、県内ライオンズクラブが中心となり、
献眼登録運動やその運営等重要な役割を担っております。
浦安ライオンズクラブにおいても
アイバンク登録運動を展開してお
ります。献眼は角膜移植を必要と
される方々に、ふたたび光を届け
ることが可能となります。一人で
も多くの方の善意とご協力をお願
いいたします。

盲導犬協
会の募金

箱を、

市内の事
業所に設

置し

管理を行
っており

ます。

薬物乱用防止キャンペーン

「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止キャンペーンを、
例年10月の浦安市民まつり会場にて開催してい
ます。薬物乱用防止に関する正しい知識が容易
に理解できるよう工夫されたキャラバンカーを
展示し、車内の標本や模型、3Ｄ映像、ゲームな
どを見学、体験していただいています。

献血は、尊い命を救う一人一人の崇高な精神と、多くの方々の善意によって成り立っております。全国のライオンズクラブにおいて
献血運動を展開しておりますが、千葉県では県内の献血量の約14パーセントを、県内クラブの献血活動により確保しております。浦
安ライオンズクラブでは、千葉県赤十字血液センターと協力し献血バスを年３回ほど配車し、多くの献血協力者を募ってまいります。

愛の献血運動

盲導犬支援募金活動 アイバンク献眼推進運動

今期も、３回程度の献血活動を予定しておりますので、ぜひご協力をお願い申し上げます。
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災害義援金の寄付

「ジュエリーボックス盲人留学生交流会」は盲人留学生が視
覚障がいを持ちながら、言葉も文化も異なる日本で、鍼・灸・
マッサージなどを学んで自国にもどり、自立を目指す若者
たちを励ますことを目的とした交流会です。

浦安市総合福祉センターにて「手をつなぐ親の会」の恒例クリスマス
会が行われますが、浦安ライオンズクラブの奉仕活動において、一
番永く継続して行われているボランティア活動です。クラブで用意
したクリスマスプレゼントを、メンバーのサンタクロースがお一人
お一人にプレゼントしております。

社会教育として青少年の成長に貢献しているスカウト運動への支援
を行っております。

・ ボーイスカウト浦安第１団　・ ガールスカウト千葉県第60団
・ ボーイスカウト浦安第２団　・ ガールスカウト千葉県第80団

「手をつなぐ親の会」クリスマス会への支援

浦安市スカウト連絡協議会への支援

東日本大震災における支援活動

浦安市に災害義援金の寄付を行いました。
浦安市災害対策本部（浦安市文化会館内）にて、松崎市長に
義援金を手渡しました。

「わんぱく相撲浦安場所」等への支援

盲人留学生交流会支援浦安市少年野球への支援

浦安市野球協会学童部では、世界野球大会日本代表予選を兼ね毎年
７月に少年軟式野球世界大会（全国ブロック大会）を市内で行ってお
ります。野球を通じ青少年健全育成への活動に対し支援を行ってお
ります。

「わんぱく相撲浦安場所」などの青少年健全育成事業を展開する公益
社団法人浦安青年会議所への支援を行っています。

ジャンボリー参加者
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ライオンズクラブとは

　　　　　　　　　　　　　1917年起草　1919年採択

・世界の人びととの間に相互理解の精神をつちかい発展させる
・よい施設とよい公民の原則を高揚する
・地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す
・友情、親善、相互理解のきずなによってクラブ間の融和をはかる
・一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし政党、
宗派の問題をクラブ会員は討論してはならない
・奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するようはげま
し、また商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、
道徳的水準をさらに高める

ライオンズは、世界の平和と地域社会の幸福を願い、世界中で地域社会のニーズに応えるため
に活動している、202カ国130万人の国際的なネットワークです。

　　　　　　　　　　　　　1954年採択

　We Serve（われわれは奉仕する）
「私」ではなく「われわれ」であるところ
が、ライオンズクラブの特徴です。皆が
力を合わせ人道奉仕を行い、助け合う。
そういう組織のモットーです。

　

「われわれは知性を高め、友愛と相互理
解の精神を養い、平和と自由を守り、社
会奉仕に精進する」

Liberty　　　自由を守り
　Intelligence   知性を重んじ
　　Our 　　　　われわれの
　　　Nation's   　　国の
　　　　Safety　 　　安全をはかる

「ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体」

スローガン

モットー

ライオンズの誓い

ライオンズクラブの目的
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「誇りを高める」

温かいまなざし、高い理想と地道な努力

国際会長テーマ　　ジョセフ・プレストン （米国アリゾナ州）

2014-2015年度

333-C地区ガバナースローガン　L 波木　奏美（千葉ゆうきの）
　　　　　

ライオンズクラブは国際的であり、世界最大の奉仕団体です。現在209カ国と地域、約135万人もの会員で構成され
ており、日本は世界第３位のライオンズ国です。千葉県（ライオンズクラブ国際協会333-C地区）でも135クラブ、約
3,600名のが奉仕活動をしております。
私たちの社会は自分だけでは成り立ちません。世界の平和と社会の幸せを願うライオンズクラブ員は、地域社会の
方々の協力を得ながら、労力と時間と賃金を提供し、広く社会福祉に役立つ奉仕活動を行っております。

第97回国際大会カナダ・トロント
閉会式における波木ガバナー誕生の瞬間
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あなたも「浦安ライオンズクラブ」で活躍しませんか？

ライオンズクラブの会員は、各地域で「仕事をしながら地域に役立つ奉仕活動をしよう」
と集まった人たちです。
ライオンズクラブでは奉仕活動のことを「アクティビティ」と呼び、一般にボランティア
団体では、ある特定の奉仕分野に特化して、専門的に活動されることが多いですが、ライ
オンズクラブの活動分野は非常に多岐にわたり取り組んでおります。地域社会をよくする
ために活動を実行し、地域のニーズがあれば何にでも取り組む姿勢があるのがライオンズ
クラブの特徴です。さらに活動のフィールドも地域を中心に、地区キャビネット、国際協
会本部やLCIFを通じて、県内・国内そして国際的にも貢献の場が広がります。

ライオンズクラブは、地域社会の生活、文化
福祉向上等の奉仕活動を展開し、世界平和を願
う、世界最大の奉仕団体です。社会の役に立ち
たいとお考えの方にとり、ライオンズクラブへ
の参加は最良の選択肢となります。ライオンズ
クラブの一員となることで、社会に貢献しなが
ら、自分の人生をより豊かに変えることができ
ます。ぜひあなたも「浦安ライオンズクラブ」で
奉仕活動を実践しませんか。

各種活動や行事への参加等ライオンズ
クラブでは、リーダーシップを磨く実践
の場があります。ビジネスの現場でも役
立つスキルが身に付きます。

自分の中の能力を伸ばす
AAAbbbiiillliittyyAbility

さまざまな奉仕活動を通じて、職業や
年齢の違いを超えた多くの仲間と、厚い
絆を育むこととなります。

友情で結ばれた仲間
FFrriiieeennnnddsshhiiipppFriendship

ライオンズクラブは国際的なネット
ワークです。国境を越えた奉仕活動や、
世界中の会員同士の交流を経験すること
ができます。

世界に広がる組織の一員
IIInntteerrrnnnaaattiioonnnaaalllInternational

青少年の育成や、障がい者への支援活
動等、あなたの時間と能力を奉仕活動に
活かすことができます。

地域社会の力になれ
AAccttiivviittieessActivities

ライオンズクラブ発行の広報誌
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総合福祉センター
オリエンタルホテル東京ベイ

高洲中央公園少年野球場
富岡小学校
浦安市役所・議会事務所
千葉県経営者会館
カンデオホテルズ千葉
東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

上野精養軒
市川市文化会館
浦安ブライトンホテル
浦安市民まつり会場
千葉市生涯学習センター
東西線浦安駅前
高洲海浜公園
千葉県経営者会館

入船北小学校 
浦安市社会福祉協議会
カンデオホテルズ千葉

高洲小学校２Ｆホール
カンデオホテルズ千葉
千葉県教育会館
サンルートプラザ東京
日の出小学校
迎賓館熱海「小嵐亭」
三井ガーデンホテル千葉
東西線浦安駅前
総合福祉センター２F

かずさアカデミアホール

カンデオホテルズ千葉
オリエンタルホテル東京ベイ
富岡小学校
群馬音楽センター
サンルートプラザ東京
葛西とうきゅうボウル、功徳林

第63回「社会を明るくする運動」出発式・街頭キャンペーン
浦安シーサイドライオンズクラブ例会訪問
～11日（木）第96回ハンブルグ（ドイツ）国際大会参加；L内田、L古河、L佐久間、L丸茂、L吉田
第31回よみうり旗争奪少年野球大会開会式
富岡小学校「薬物乱用防止教室」
浦安市長・浦安市議会議長表敬訪問
地区献眼推進研修会並びにサポーター講習会
「世界に発信！会員大交流会in333－C」
1R,1Z,2Z合同ガバナー公式訪問合同例会（9月第1例会）
浦安LC第32回チャリティゴルフ大会（山田ゴルフ倶楽部　パーティー；ホテルオークラ東京ベイ）
MD333主催｢LCIF開発セミナー」
市川パインツリーLC「松樹茶会」
行徳LC、CN35周年記念式典
薬物乱用防止キャンペーン（キャラバンカー）
千葉県献血感謝のつどい
献血奉仕（200ml×16名＋400ml×30名）15,200ml　受付合計62名（否採血16）
浦安絆の森植樹祭
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
3クラブ合同親睦ゴルフコンペ（山田ゴルフ倶楽部・懇親会；サンルートプラザ東京）
入船北小学校｢薬物乱用防止教室」
浦安手をつなぐ親の会クリスマス会
「美しい村」を作ろう！会員大交流会

「薬物乱用防止教室」高洲小学校
「美しい村を学ぼう」研修会
第33回ライオンズスピーチコンテスト
公益社団法人浦安青年会議所新年会
日の出小学校「薬物乱用防止教室」
～3日（月）親睦旅行
ヘレンケラーを学ぶ会
献血奉仕　200ml×17名＋400ml×40名＝19,400ml　受付数82名（否採血数25名）出席メンバー14名
第17回盲人留学生交流会
第60回地区年次大会
ガバナーアワード；ゾーン最優秀賞　国際会長感謝状；L古河守男
次期CAB構成員等研修会
1R「地区緊急災害支援センター運用マニュアル説明会」
富岡小学校「薬物乱用防止教室」
第60回複合地区年次大会
第3回浦安LCバナー・ピン検討委員会
浦安地区3クラブ合同ボウリング大会・懇親会

浦安ライオンズクラブ第42期事業報告

チャリティーゴルフ

ガバナー公式訪問合同例会

会員大交流会納涼会

市川パインツリーLC
「松樹茶会」

浦安地区3クラブ
合同ボーリング大会・懇親会

7月 3日（水）
7月 3日（水）
7月 4日（木）
7月 7日（日）
7月18日（木）
7月19日（金）
8月21日（水）
8月31日（土）
9月14日（土）
9月26日（木）
9月26日（木）
9月29日（日）
10月 5日（土）
10月20日（日）
10月31日（木）
11月 8日（金）
11月16日（土）
11月18日（月）
11月19日（火）
11月28日（木）
12月 1日（日）
12月 8日（日）

1月17日（金）
1月18日（土）
1月25日（土）
1月31日（金）
2月 7日（金）
3月 2日（日）
3月15日（土）
3月28日（金）
3月28日（金）

4月20日（日）

5月17日（土）
5月19日（月）
5月30日（金）
6月 1日（日）
6月10日（火）
6月19日（木）

2013年 内　　　容

【　抜　粋　】 2013年7月～2014年6月
場　　　所

2014年 内　　　容 場　　　所

バーナー、ピンを
リニューアル作製
いたしました。　
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333複合地区　役員（出向者）

第43期委員会組織

環 境 衛 生 委 員 会

社 会 福 祉 委 員 会

国際親善姉妹委員会
会 計 監 査

Ｌ皆　川　光　司
第一副会長　Ｌ高　梨　良　茂

Ｌ亀　井　正　博

Ｌ小　川　純一朗 Ｌ鈴　木　政　高

Ｌ丸　茂　陽　一
Ｌ江　口　隆　定

Ｌ佐久間　　清　
Ｌ渡　辺　清　昭 Ｌ大　塚　恒　夫

Ｌ亀　井　正　博 Ｌ増　田　　勉　
Ｌ梅　澤　　勇　

Ｌ内　田　千　尋 Ｌ大　塩　達　弥
Ｌ丸　茂　陽　一 Ｌ保戸田　　優　

会 員 委 員 会
会 則 ・ 付 則 委 員 会
出 席 委 員 会

第二副会長　Ｌ古　河　守　男

Ｌ保戸田　　優　
Ｌ江　口　隆　定
Ｌ指　田　勝　希 Ｌ内　田　千　尋 Ｌ広　瀬　直　樹

Ｌ大　塚　恒　夫
Ｌ佐々木　　孝　 Ｌ白　井　寛　之 Ｌ永　瀬　幸　二

青少年健全育成委員会

計 画 ・ 財 務 委 員 会
ＰＲ・ＩＴ情報委員会
Ｙ Ｅ 委 員 会

第三副会長　Ｌ熊　切　克　巳
Ｌ加賀田　将　虎

Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ鈴　木　政　高

Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ佐久間　　清　
Ｌ長　野　朋　樹 Ｌ山　脇　　均　 Ｌ古　河　守　男 Ｌ渡　邊　利　明

Ｌ増　田　　勉　 Ｌ小　川　純一朗 Ｌ指　田　勝　希
Ｌ渡　辺　照　雄 Ｌ佐々木　　孝　 Ｌ内　山　昌　紀

チャリティーゴルフ委員会
特別委員会

Ｌ高　梨　良　茂

ＰＲ情報・ＩＴ委員長 Ｌ内　田　千　尋（浦安LC） 地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ内　田　千　尋（浦安LC）
第一副地区ガバナー Ｌ吉　原　稔　貴（市川LC）
1R 1Z ZC Ｌ寺　西　康　昭（市川南LC）
1R 2Z ZC Ｌ鈴　木　善　久（行徳LC）
地区EXT副委員長 Ｌ熊　切　克　巳（浦安LC）
地区ライオンズクエスト副委員長 Ｌ広　瀬　直　樹（浦安LC）
地区奉仕活動支援資金運営委員 Ｌ古　河　守　男（浦安LC）

納 涼 委 員 会 Ｌ白　井　寛　之
クリ ス マ ス 委 員 会 Ｌ伊　藤　能　孝 旅 行 委 員 会 Ｌ渡　辺　照　雄
国際大会参加委員会 Ｌ古　河　守　男 会員増強特別委員会 Ｌ指　田　勝　希

333－C地区　キャビネット役員（出向者）

新メンバーの紹介

東京ベイ舞浜ホテル
クラブリゾート

・・・・・・・・・・・
執行役員副総支配人

永 瀬 幸 二
2013年4月入会

サンルートプラザ東京
・・・・・・・・・・・
料飲部部長補佐

山 脇　均
2013年5月入会

医療法人社団フロンティア
山脇歯科

新宿フロントタワー歯科
・・・・・・・・・・・

理事長

大 石 守 史
2014年7月入会

浦安大石法律事務所
・・・・・・・・・・・

弁護士

伊 藤 能 孝
2012年7月入会

い とう よし たか なが せ こう じ やま わき ひとし おお いし もり ふみ
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浦安ライオンズクラブのご案内

●三浦ライオンズクラブ（330-B 8R 3Z）
●米国アナハイム市ブレックファーストライオンズクラブ
1982年12月3日　代表L6名　訪米し調印
1983年5月15日　代表L2名　訪日、訪浦し調印
●米国カリフォルニアガーデナー市
エルカミノライオンズクラブ（4L3）（1R提携）

会 長
前 会 長
第 一 副 会 長
第 二 副 会 長
第 三 副 会 長
幹 事
会 計
一 年 理 事
一 年 理 事
一 年 理 事

一 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
会 員 理 事
テールツイスター
ライオンテーマー
副ライオンテーマー

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L

吉　田　賢太郎
飯　盛　保　之
高　梨　良　茂
古　河　守　男
熊　切　克　巳
金　子　康　行
大　塚　行　雄
佐久間　　清　
江　口　隆　定
長　野　朋　樹

芝　田　錦　一
渡　邊　利　明
渡　辺　照　雄
皆　川　光　司
加賀田　将　虎
指　田　勝　希
伊　藤　能　孝
永　瀬　幸　二
白　井　寛　之

理 事 会：第１火曜日　ライオンズ事務局 午後６時開会
第１例会：第２火曜日　ホテルオークラ東京ベイ 午後７時開会　
第２例会：第４火曜日　サンルートプラザ東京 午後７時開会

333-C地区 1R 2Z 所属
スポンサークラブ　　市川ライオンズクラブ
結成式　1971年10月3日
認証式　1972年4月16日
日本国内で1623番目のクラブとして発足

〒279-0004
浦安市猫実1-19-36浦安商工会議所会館内

第43期三役（Ｌ吉田、Ｌ金子、Ｌ大塚行雄）

1971/10  浦安ライオンズクラブ結成
1974/10  三浦ライオンズクラブと姉妹提携
1980/2　米国エルカミノクラブと１Ｒ姉妹提携
1981/10  第1回チャリティーゴルフ大会開催
1985/5　財団法人千葉県アイバンク協会設立に寄付
1986/6　浦安シーサイドライオンズクラブ結成をスポンサー
1989/4　浦安市100周年記念表彰式参加
1990/1　浦安市とオーランド姉妹都市提携の記念植樹

1993/7　浦安中央ライオンズクラブ結成をスポンサー
1999/5　盲導犬助成チャリティーディナーショー主催
2012/4　浦安ライオンズクラブ40周年記念式典にて、
　　　　防犯パトカー寄贈

題字　関根　薫園氏
浦安ライオンズクラブ会報

「獅子吼」初号

TEL 047-353-2203  FAX 047-350-0729
E-mail : mail@urayasu-lc.jp
URL : http://www.urayasu-lc.jp/

浦安ライオンズクラブの歩み

浦安ライオンズクラブ誕生の記録 提携クラブ

理事会・例会会場

43期役員

事務局のご案内
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