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333-Ｃ地区 1Ｒ2Ｚ
URAYASU LIONS CULB 浦安ライオンズクラブ

2021～2022年度　浦安ライオンズクラブスローガン

「不易流行」歴史を紡ぎ、新たな50年への挑戦
～We Serve～浦安と世界のために

平素は浦安ライオンズクラブの活動に、ご理解並びにご支援ご協力賜
り、誠にありがとうございます。おかげさまで当クラブは、50周年を迎
えました。
さて、今期のスローガンは、『「不易流行」歴史を紡ぎ、新たな50年
への挑戦～We Serve～浦安と世界のために』です。
「不易流行」とは、松尾芭蕉の「不易を知らざれば基立ちがたく、流
行を知らざれば風新たならず」と説いた俳諧の理念の一つで、俳句のみ
ならず、何事においても伝統を踏まえつつ、一方では新しいものを取り
入れることが大切だ、との教えです。「不易」とは、いくら世の中が変わっても変わらないもの、変えては
いけないものであり、「流行」とは、世の中の変化とともに変わっていくものという意味です。

“Liberty、Intelligence、Our Nation’s Safety”
（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）

“We Serve”　（われわれは奉仕する）

これはライオンズクラブ国際協会のスローガンであり、モットーです。これらは時代がどんなに変わろう
とも変わらないものであり、変えてはいけないものです。しかしながら、目的を達成するための「手段」
は、時代とともに変わっていくものであり、変わらなければ衰退していきます。本質を守るために変わらな
ければならないこともあります。
50年前、浦安の地にライオンズクラブを創立した諸先輩方の思い、そして脈々と受け継がれてきたもの、
それらをさらなる50年へと繋げていくべく、今年度はこの間の歴史を紡ぎ、そして新たなる50年への挑戦の
年として参ります。新型コロナウイルスの影響で活動しづらい状況が続きますが、引き続き市内各団体の皆
様と連携を図りながら、精力的に奉仕活動を展開して参ります。~We Serve~浦安と世界のために。

会長挨拶

浦安ライオンズクラブ
第50期会長　Ｌ西川　嘉純

浦安のため、子どもたちのため、一緒に活動できる仲間を募集しています。
詳しくは事務局まで。



新メンバーの紹介

フレッシュなメンバーが４名入会しました。今後のクラブの発展のために、大いに活躍してくれることでしょう。
どうぞご期待ください。 （50音順）

浦安ライオンズクラブ創立50周年、おめでとうございます。心よりお
祝い申し上げます。
令和３年３月の市長選挙において、市民の皆さまからの負託をいただ
き、引き続き２期目の市政を担わせていただくこととなりました。公約
の実現と本市が直面する諸課題の解決に向け、市民の皆様の期待と信頼
に応えられるよう、全身全霊で市政運営に取り組む決意であります。
現在、浦安市は、「若い都市」から「成熟した都市」へと変容し始めてい
ます。こうした中、令和３年度を「浦安の新時代に向けた浦安再編の元年」
と位置づけ、本市の将来都市像である「人が輝き躍動するまち・浦安」の実
現に向け、新たなまちづくりの取り組みを進めています。
一方、新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの日常生活や地域経済に大きな打撃を与えました。市
民の命と暮らしを守るために、感染症対策を市政運営の最優先課題に捉え、予定していた一部事業の執行停
止等による財源確保を図りながら、市民生活や地域経済、医療関係機関への支援など、一歩一歩着実に、時
期を逸することなく状況に応じた対応を図ってまいりました。
また、ワクチン接種をできるだけ早期に、安心して市民の皆様に接種していただけるよう、官民で協力し
て取り組んでいます。
新型コロナウイルスの収束が見えない中、経済への影響も長期化し、今後も厳しい財政運営を強いられる
ことが予想されていますが、本市のさらなる発展・飛躍に向けて全力で取り組んでまいりますので、引き続
きのご理解、ご協力をお願いいたします。
浦安ライオンズクラブの皆様におかれましては、今後とも地域社会の発展のため、皆様の団結力を活かし、
より一層のご活躍をご期待申し上げます。
結びに、浦安ライオンズクラブのさらなる発展と会員皆様方の、ご健勝、ご多幸を祈念してご挨拶といた
します。

ごあいさつ

浦安市長 内田　悦嗣 様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

渡　邉　賢　祐
宝城院
住職

わた なべ けん ゆう

2021年6月入会

金　沢　剛　純
株式会社フクシン
代表取締役

かな ざわ たけ すみ

2021年6月入会

古　河　篤　史
有限会社フルカワ商会
専務取締役

ふる かわ あつ し

2021年6月入会

加　藤　雅　史
株式会社wash-plus
取締役

か とう まさ ひと

2021年6月入会
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委員長からのごあいさつ

浦安ライオンズクラブは、1972年４月16日に認定状を受けてから、本
年で50周年を迎えます。スポンサークラブの市川ライオンズクラブをは
じめ、姉妹クラブや多くの近隣クラブの皆さまのご厚情に深く感謝申し
上げます。
西川新体制のもとに「50周年記念行事実行委員会」を立ち上げ、来年４
月予定の祝賀式典や50周年にふさわしい記念事業の内容について検討を
進めてまいります。ただ今は、新型コロナウイルスが大流行の中にあっ
て先の見えない状況ではありますが、「We Serve」の精神で地域社会への
貢献に努めてまいりますので、皆さまのご支援をよろしくお願い申し上
げます。

平素は浦安ライオンズクラブに対しご支援ご協力を賜り有難く厚く御
礼申し上げます。
さて、恒例となりましたチャリティゴルフ大会を昨年はコロナ禍のお
り、中止とさせていただきました。今年は従来のやり方を一部変更し、
安全・安心な対策を十分施しながら開催する予定です。開催日時も当初の
９月中旬から、12月３日（金）に変更し、コロナ禍の様子を見ながら決定
する所存です。
また、収益金につきましては引き続き「社会福祉」「青少年健全育成」「国
際親善」等の助成金として有効に活用させていただきます。
本大会も今年40回を迎えますが、長年にわたり支えてくださった皆様
に心より感謝申し上げ、楽しい大会にしたいと考えております。

50周年記念委員会
委員長　Ｌ吉田　賢太郎

チャリティゴルフ
実行委員長　Ｌ高梨　良茂

50期 主な活動予定

献血活動３回
2022年

1

チャリティテニス大会4月以後3

2021年
チャリティゴルフ大会 12月2

2022年
50周年記念式典・記念事業

※社会情勢により中止となる場合もあります。

4・5月4
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委員長からのごあいさつ

国際親善・YCE委員会は、コロナ禍で活動を自粛していますが、国際
親善の分野では、姉妹クラブであるグァメリカライオンズクラブ（2022年
３月30周年）と浦安ライオンズクラブ（2022年４月50周年）の共同記念事
業、さらにカナダ・モントリオールで開催予定（2022年６月）のライオン
ズクラブ国際大会の参加などできる範囲での活動を計画したいと考え
ております。
YCE委員会は、夏、冬と年に２回、日本の若者を外国へ送り出す派遣
事業、また、外国からの若者を受け入れる来日生受け入れ事業を行って
います。こちらも現在は活動が制限されていますが、委員会の活動につ
いてより広く知っていただくための活動にも力を入れていこうと思って
います。

今期も「献血活動」を東西線浦安駅前で、３回の実施を予定しています。
日程も決まりました。11月、３月、６月の各月中旬頃となります。
現在新型コロナウイルス感染症拡大が続いている中でも、浦安ライオ
ンズクラブとしては、「献血活動」を行ってきました。以前セミナーに参
加した際驚いたのは〝2019年には100万人分の血液が足りなくなる〟とい
う試算の発表があったこと。今年は2021年、その試算は現在どうなって
いるのかと思うと、続けることの大切さを痛感します。
また、献眼（角膜）の活動も広くご理解をいただけるよう、活動を行っ
て参ります。

社会福祉委員会では、浦安市の社会福祉のために活動しております。
例年、障害者の支援活動として、12月に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。これは、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プレゼントしております。参加した皆さんが、明る
く正しく仲よくなり楽しんでもらえるよう支援活動しております。
昨年は、新型コロナウイルス感染拡大の心配から中止になりましたが、
今年は開催できるように願います。
また、浦安市社会福祉協議会様には、細やかながら寄付活動を通じて
充実した地域の社会福祉が実現できるように、微力ながら貢献し活動し
ております。

国際親善・YCE委員会
委員長　Ｌ古河　守男

環境衛生・献血献眼推進委員会
委員長　Ｌ大塚　行雄

社会福祉委員会
委員長　Ｌ江口　隆定
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委員長からのごあいさつ

青少年健全育成委員会では毎年、浦安警察署の皆様と連携し、市内小・
中学校を対象とした薬物乱用防止教育教室を開催しています。あわせて
市内各所で「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に、薬物乱用防止キャンペーンを
実施しています。また今年度は、県内において「子ども食堂」を広げてい
く方針が示されており、当クラブにおきましても既に活動をされている
団体の皆様と連携をしながら、市内において子ども食堂の活動を広げて
いく予定です。
新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制約されている中ではあり
ますが、浦安ライオンズクラブは浦安の子どもたちの健やかな成長と笑
顔のため、今後も可能な限り積極的に活動を行って参ります。

浦安市チャリティテニス大会2021の開催
浦安ライオンズクラブが主催する「浦安チャリティテニス大会」は、

2018年に市内ライオンズクラブ３団体が、浦安市の障害者スポーツがよ
り活性化できるように、ジュニア車いすテニス等のスポーツに利用でき
る車いすを提供したいとの想いからスタートしました。
昨年は残念ながらコロナ禍の影響により中止をしましたが、今年３回
目となる大会を2022年４月～６月頃に開催する予定です。
東京パラリンピック2020におきましては、車いすでの競技が多種目で
行われ、選手たちの躍動感あふれるプレーには大いに魅了されました。
障害のある子どもでも競技に参加できることが、もっともっと浸透しよ
り身近なものになれるよう、この大会が少しでも貢献できればと願って
おります。
最後になりますが、チャリティテニス大会にご参加いただいている皆
様、会場のご提供と後援をいただいております浦安市、そして車いすの
寄贈先である日本車いすスポーツ協会様、本大会に多大なるご協力をい
ただきまして感謝を申し上げます。

青少年健全育成委員会
委員長　Ｌ宮坂　奈緒

車椅子テニスチャリティ
実行委員長　Ｌ熊切　克巳

浦安チャリティテニス大会 薬物乱用防止教室
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日本車いすスポーツ協会様 「テニスボール贈呈式」

第3回献血特別例会

薬物乱用防止教室

2021年4月11日（日）
高洲南テニスコート

2020年9月15日（火）
美浜北小学校

2021年6月18日（金）
東西線浦安駅前

49期事業報告

５年生53名、６年生44名の計97名の生徒が参加し、美浜北小学校にて薬物乱用防止教室を開催致しました。
アルコール消毒、検温等のコロナ対策を万全にし、ソーシャルディスタンスを確保しての開催となりまし

たが、生徒たちは熱心にメモを取りながら話を聞いていました。
長野会長の挨拶、藤森教員と小川Ｌの寸劇を通じて、薬物の怖さを子供たちに伝えることが出来ました。
また、千葉県浦安警察署 刑事課の千葉巡査部長と今井警部補の話の後には、「千葉県ではどのくらいの人
が逮捕されているのですか」「薬物を持っている人を見かけたら
誰に相談したらよいのでしょう」「薬物を摂取した人が妊娠した
ら赤ちゃんに影響はあるのでしょうか」と言った多岐にわたる質
問が、時間ギリギリまで行われました。
生徒たちは、このあとに千葉県の薬物乱用防止標語コンテス
トに臨むそうです。
本日の教室を経験し、薬物が危険なものだということが、確
実に生徒たちの心に伝播されたのではないかと考えます。
（L宮坂）

高洲南テニスコートにおいて、一般社団法人日本車いすスポーツ協会様と「テニスボール贈呈式」を執り行
いました。当日は快晴に恵まれて、子ども達と楽しく触れ合うことができました。また練習風景を見学しま
した。一生懸命プレーに励む子ども達の姿が印象的でした。
 例年は、チャリティテニス大会を開催してスポーツ用の車いすを寄付しています。49期はコロナ禍によ
り大会が中止になりましたので、テニスボールを寄付させていただきました。今後も微力ながら、支援を継

続していきたいと思います。
50期では、チャリティテニス大

会が開かれて、主旨に賛同いただ
ける多くのテニスプレイヤーとお
会いできることを願っておりま
す。（Ｌ長野）

東京メトロ東西線浦安駅前において、第３回献血特別例会を開催しました。おかげさまで、受付者70名、
採血者58名、採血量22,000mlのご協力をいただくことができました。
今期は、コロナの影響で８月・９月の例会が中止になりましたので、その振替として３回の「献血特別例会」
を行いました。３回とも天候に恵まれ、多くのメンバーが出席して、精力的に献血の啓発活動を行うことが
できました。
コロナ禍において、多くのイ
ベントが自粛されています。そ
のような中、屋外で行うことが
できる献血は、浦安ライオンズ
クラブにとって貴重な奉仕活動
となりました。（Ｌ長野）
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Ｌ内　田　千　尋 Ｌ加賀田　将　虎Ｌ宮　坂　奈　緒 Ｌ広　瀬　直　樹
Ｌ加　藤　雅　史 Ｌ古　河　篤　史

Ｌ加　藤　雅　史 Ｌ金　沢　剛　純Ｌ白　井　寛　之 Ｌ鈴　木　孔　司
Ｌ古　河　篤　史 Ｌ渡　邉　賢　祐

Ｌ加　藤　雅　史 Ｌネタラ・Ｂ・タパＬ熊　切　克　巳 Ｌ渡　邉　賢　祐
Ｌ古　河　篤　史

Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ皆　川　光　司 Ｌ内　田　千　尋 Ｌ加　藤　雅　史
Ｌ丸　茂　陽　一 Ｌ吉　田　賢太郎 Ｌ吉　野　公　大
Ｌ江　口　隆　定 Ｌ島　田　富美子 Ｌ熊　切　克　巳 Ｌ古　河　守　男
Ｌ鈴　木　孔　司 Ｌ長　野　朋　樹 Ｌネタラ・Ｂ・タパ Ｌ本　山　祐紀寛

Ｌ皆　川　光　司 Ｌ田　中　俊　介

Ｌ島　田　富美子Ｌ古　河　守　男 Ｌネタラ・Ｂ・タパ Ｌ白　木　聖　代

Ｌ指　田　勝　希 Ｌ田　中　俊　介

特別委員会

地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ内田　千尋（浦安LC）
地区ガバナー・LCIF地区コーディネーター Ｌ藤原　宏髙（船橋中央LC）

1R 1Z ZC Ｌ山本　小信（市川フロンティアローズシニアLC）
1R 2Z ZC Ｌ須田　鐡男（行徳LC）
地区GLTコーディネーター Ｌ広瀬　直樹（浦安LC）
地区YCE委員長（青少年育成）1R兼務 Ｌ白木　聖代（浦安LC）
地区指導力育成副委員長（GLT） Ｌ西川　嘉純（浦安LC）
地区ライオンズクエスト副委員長（青少年育成）Ｌ宮坂　奈緒（浦安LC）

333－C地区　キャビネット役員（出向者）

チャリティーゴルフ Ｌ高　梨　良　茂 Ｌ鈴　木　雄　一
5 0 周 年記念委員会 Ｌ吉　田　賢太郎 Ｌ古　河　守　男

クリ ス マ ス 委 員 会 Ｌ田　中　俊　介 Ｌ古　河　篤　史

車椅子テニスチャリティ Ｌ熊　切　克　巳 Ｌ加　藤　雅　史

納 涼 委 員 会 Ｌ鈴　木　雄　一 Ｌ吉　野　公　大

Ｌ金　沢　剛　純旅 行 委 員 会 Ｌ本　山　祐紀寛

会員（GMT・FWT）委員会

会 則 ・ 付 則 委 員 会
計 画 ・ 財 務 委 員 会

出席委員会（ＧＭＴ）

第一副会長担当委員会　Ｌ白　木　聖　代（GLT）

環境衛生・献血献眼推進委員会

社 会 福 祉 委 員 会

青少年健全育成委員会

ＰＲ・ＩＴ情報委員会（MC）

国際親善・ＹＣＥ委員会
第二副会長担当委員会　Ｌ加賀田　将　虎（GST）

例会 各種講話 コロナ対策 岩室紳也先生

第50期委員会組織

Ｌ渡　邉　賢　祐
Ｌ宮　坂　奈　緒 Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ金　沢　剛　純 Ｌ指　田　勝　希
Ｌ白　井　寛　之 Ｌ鈴　木　雄　一 Ｌ高　梨　良　茂 Ｌ田　中　俊　介
Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ古　河　篤　史

Ｌ芝　田　錦　一
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浦安ライオンズクラブのご案内

東京ベイ舞浜ホテル
ファーストリゾート

第50期三役の皆さん
（左からＬ加賀田、Ｌ西川、Ｌ小川）

●三浦ライオンズクラブ（330-B 9R 2Z）
●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）
　　　　　　　　　　　　　　※2019年6月30日解散
●米国グアム　グアメリカライオンズクラブ
2017年4月9日45周年CNにて調印

会 長
前 会 長
第一副会長
第二副会長
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

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

（GAT）
（LCIF）
（GLT）
（GST）

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

西　川　嘉　純
長　野　朋　樹
白　木　聖　代
加賀田　将　虎
加賀田　将　虎
小　川　純一朗
熊　切　克　巳
田　中　俊　介
本　山　祐紀寛
広　瀬　直　樹

芝　田　錦　一
鈴　木　孔　司
高　梨　良　茂
吉　田　賢太郎
宮　坂　奈　緒
白　井　寛　之
鈴　木　孔　司
鈴　木　雄　一

理 事 会：第１火曜日　ライオンズ事務局（浦安商工会議所会館） 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　ホテルオークラ東京ベイ 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

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
2017/4　米国グアム　グアメリカライオンズクラブと
　　　　姉妹提携

題字　関根　薫園氏
浦安ライオンズクラブ会報

「獅子吼」初号

〒279-0004
浦安市猫実1-19-36浦安商工会議所会館内

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

50期役員

事務局のご案内

会員理事（会員委員長）
（GMT・FWT）


