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

2022～2023年度　浦安ライオンズクラブスローガン

～Go Beyond～ United in One Direction -We Serve～
～さらにこの先へ。絆で結ばれ、目指すはひとつWe Serve～

平素は浦安ライオンズクラブに多大なるご理解とご支援を賜りまして
誠にありがとうございます。
この度、第51期会長を務めます事を光栄に存じます。
第50期最後のファイナル例会にて、前会長より閉会、開会の際に鳴ら
すゴングの木槌を受け継ぎました。木槌自体は大変軽いものですが、い
ただいた瞬間、ずっしりとこの手に重みを感じました。この木槌には私
の前の50人の会長、50期を支えてきたメンバーの汗と涙、希望と喜びな
どがずっしりと詰まっています。私は会長として、その思いを引き継
ぎ、守り、育てていくという責務を感じました。

今年の会長スローガンは
～Go Beyond~ United in One Direction -We Serve～

～さらにこの先へ。絆で結ばれ、目指すはひとつWe Serve～
というものです。（積極的な国際的な活動も考え、英語も追加しました。）

50周年を迎えた浦安ライオンズクラブですが、さらにこの先、70年、80年、ひいては100年に向かって、
我々の原点であるWe Serve! の精神を大切に、また、それを目指し、邁進していこうという決意を新たにし
ました。
そのためにはメンバーの心がひとつになり、絆を結ぶことが必要になります。メンバーが一丸になり、浦
安ライオンズクラブとして社会に貢献できるよう力を注いでまいりたいと思います。
どうぞ皆様方のご支援、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。

クラブ目標
●会員同士の絆を強く、協力し合う体制づくり
●クラブ員であることの意義を感じ、楽しく活動できるクラブ、そして、その結果の会員増強
●より広い社会貢献We Serveの実現
　ー子供支援に重点

会長挨拶

浦安ライオンズクラブ
第51期会長　Ｌ白木　聖代

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。



フレッシュなメンバーが2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。

新 介メ ン バ 紹のー

浦安ライオンズクラブの皆様におかれましては、半世紀以上の長きに
わたり社会福祉活動をはじめ、青少年健全育成活動や環境衛生活動など
地域に密着した活動に献身的に取り組まれ、浦安の発展に多大な貢献を
果たしてこられました。
近年では、新型コロナウイルスの感染拡大によりさまざまな活動が制
限されている中にあっても、その伝統を継承しつつ、創意工夫した活動
が進められています。また去る 8 月 31 日、市役所利用者の利便性が向上
するよう、市役所立体駐車場側ロータリーに時計塔を設置し本市に寄贈
をいただきました。白木会長はじめ関係者の皆様に改めて心より感謝申
し上げます。
まちは人の意思によって創られます。誰もが住み慣れた地域で、自分らしく生き生きと暮らし、すべての
市民が“幸せ”を実感できるまち、そして、誰もが輝けるまち、安心して暮らすことのできるまちの実現のため、
市民の総力を結集し、市民の皆様と「共に」「創る」、すなわち「共創」のまちづくりを進めていきたいと考
えておりますので、引き続きご理解・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、「We Serve（われわれは奉仕する）」のモットーに基づき、
今後とも地域の発展のために、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

・・・・・・・・・・・・・
吉　田　　良　
株式会社いろり
代表取締役

よし だ りょう

2021年10月入会

・・・・・・・・・・・・・
内　田　恵　子　
獣医師　日本獣医輸血研究会
会長

うち だ けい こ

2022年10月入会
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ライオンズクラブ発行の広報誌

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る活動に取り組んでいます。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
AbilityAbility

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
FriendshipFriendship

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
InternationalInternational

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
ActivitiesActivities
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01 献血事業 11月19日、3月18日、6月17日
東西線浦安駅前

02 ウクライナ人道危機緊急支援募金

03 第40回チャリティゴルフ大会

2022年3月18日、27日
東西線浦安駅前

2021年12月3日
山田ゴルフ倶楽部

50期事業報告

第50期は、新型コロナウイルス感染症も収束し、大きな影響を受けることなく終えることが出来るかと思
いましたが、残念ながら年間を通し、その影響を受けることとなりました。しかしながら、影響を受けなが
らも、多くの皆様のご協力をいただき、各種事業を執り行うことが出来ました。この場をお借りして御礼申
し上げます。

浦安ライオンズクラブでは年3回、浦安駅前で献血活動を行っ
ています。今期も献血事業は3回とも開催することが出来まし
た。特に新型コロナウイルス感染症の影響で企業や大学での献
血活動がしづらい状況が続いており、現在、どの型の血液も足
りない状況が続いています。そのような中、年間を通し、延べ
146名、採血量57,000mlのご協力を頂きました。第3回献血事業で
は、明海大学の学生さんもボランティアで参加してくださいま
した。

活動では、｢親戚がウクライナにいて少しでも助けになればとの思いで｣や、｢毎日ニュースで現地の様子
に触れる度、なにか出来ることはないかと思っていました。今日機会があって良かったです、活動ありがと
うございます｣、｢少しでもウクライナの皆さん、子どもたちのためになれば｣などのお声を頂きました。募
金活動のほかメンバーやその他ご協力頂いた皆様より60万4,953円をお預かりし、ユニセフおよびLCIFを通
じ現地に送金しました。

山田ゴルフ倶楽部にて、恒例の「第40回チャリティゴルフ大会」を開催しました。本来であれば9月14日
に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、この日の開催となりました。感染者数も落ち着
き、当日は128名の皆様にご参加頂きました。クラブ発足50周年、また40回大会ということもあり、本来で
あれば盛大にパーティーを開催するところですが、コロナ禍ということもあり自粛し、代わりにささやかな
がらすべての皆様に賞品をお持ち帰り頂くような設えとさせて頂きました。収益金につきましては「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頂きました。
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2022年4月17日
ホテルオークラ東京ベイ クラウンボールルーム

2021年12月17日
東野パティオ スマイル♡こども食堂浦安

2022年6月4日
運動公園テニスコート

04 ライオンズのサンタさん

06 浦安チャリティテニス大会2022

05 チャーターナイト50周年記念式典・祝宴

「ライオンズのサンタさん」と題して、浦安ライオンズクラブ・浦安中央ライオンズクラブ・浦安シーサ
イドライオンズクラブ協同で、スマイル♡こども食堂浦安の子どもたちに、クリスマスケーキをお届けしま
した。中央ライオンズクラブ井上会長とともにサンタとトナカイに。

浦安市長 内田悦嗣様をはじめ、多くのご来賓の皆様、また、333-C地区 藤原宏髙ガバナーをはじめとする
キャビネット役員の皆様、そしてシスタークラブ、ならびに多くのブラザークラブのメンバーの皆様に、公
私ともにご多忙の中、ご臨席賜りました。式典においては創立からこれまでの50年の歩みを紹介し、感謝状
等贈呈を行ったほか、50周年記念事業（浦安市役所本庁舎 時計塔、浦安交通安全協会パトロール車、グア
ム平和慰霊記念公苑ベンチ寄贈ほか）を披露させて頂きました。また、アトラクションとして、本庄篤子様
＆リマト室内合奏団による弦楽四重奏、中村大貴様のオーボエの演奏、市内で活動するダンサーのグループ
「Hatch」様のパーフォーマンスをお楽しみ頂きました。

運動公園テニスコートにて、「浦安チャリティテニス大会2022」を開催。当日は天候にも恵まれ、男子・
女子29組のペアがそれぞれ熱戦を繰り広げました。本大会は、障がいをもった青少年がスポーツを身近にで
きるよう支援するため、テニス等で活用できる青少年用スポーツ車いすを、本大会のチャリティにより購入
し、市内車いすスポーツ団体に寄贈することを目的として開催しています。

★

例会では、多彩な講師陣より講話やパフォーマンスをして頂きました。ヘルスプロモーション推進セ
ンター代表 医師・岩室紳也 様、衆議院議員 薗浦健太郎 様、ヨガ講師 松田美奈子 様、千葉県赤十字血
液センター 初谷 延幸 様、浦安市教育委員会教育長 鈴木忠吉 様、スマイル♡こども食堂浦安 髙嶋賢一 
様、明海大学ジャズオーケストラ部の皆様、公益社団法人浦安青年会議所 理事長 峰嵜 駿 様、専務 柳 
毅一郎 様、民謡歌手 今井由里 様・ご子息の三味線奏者 今井俊介 様、国立研究開発法人海洋研究開発
機構元理事長（現顧問）・現東海大学海洋研究所長 平 朝彦 様、ジャズ奏者 鵜木孝之 様（sax）、川村健 
様(piano）、三浦トオル 様（bass）。皆様、誠にありがとうございました。
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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。

薬物乱用防止キャンペーン

愛の献血運動 アイバンク献眼推進運動 「チャリティーゴルフ大会」の開催

浦安市スカウト連絡協議会への支援

浦安市少年野球への支援 浦安市社会福祉協議会への支援 盲導犬支援募金活動「手をつなぐ親の会」
クリスマス会への支援

浦安青年会議所への支援 盲人留学生交流会支援

薬物乱用防止教室の開催 国際青少年交換（YE）活動
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Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ西　川　嘉　純Ｌ田　中　俊　介 Ｌ宮　坂　奈　緒
Ｌ金　沢　剛　純 Ｌ古　河　篤　史

Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ鈴　木　雄　一Ｌ皆　川　光　司 Ｌ白　井　寛　之
Ｌ古　河　篤　史

Ｌネタラ・Ｂ・タパ Ｌ鈴　木　孔　司Ｌ加　藤　雅　史 Ｌ指　田　勝　希
Ｌ渡　邉　賢　祐 Ｌ吉　田　　良　

Ｌ大　石　守　史 Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ内　田　千　尋 Ｌ丸　茂　陽　一
Ｌ皆　川　光　司 Ｌ高　梨　良　茂 Ｌ加賀田　将　虎 Ｌ本　山　祐紀寛
Ｌ古　河　篤　史 Ｌ古　河　守　男 Ｌ高　梨　良　茂 Ｌ加賀田　将　虎
Ｌ吉　野　公　大 Ｌ芝　田　錦　一 Ｌネタラ・Ｂ・タパ Ｌ島　田　富美子

Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ西　川　嘉　純

Ｌ吉　田　賢太郎Ｌ島　田　富美子 Ｌ古　河　守　男 Ｌ田　中　俊　介

Ｌ江　口　隆　定 Ｌ吉　田　賢太郎

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髙橋　順之（松戸クリーンLC）

1R 1Z ZC Ｌ生田　邦彦（市川LC）
1R 2Z ZC Ｌ井上　信弘（浦安中央LC）
地区LCIF委員長 Ｌ広瀬　直樹（浦安LC）

地区YCE副委員長（青少年育成チーム) Ｌ白木　聖代（浦安LC）
地区指導力育成委員長（GLT） Ｌ西川　嘉純（浦安LC）

地区YCE委員（1R） Ｌ白木　聖代（浦安LC）
地区ライオンズクエスト副委員長（青少年育成チーム) 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西　川　嘉　純 Ｌ鈴　木　雄　一

クリ ス マ ス 委 員 会 Ｌ加　藤　雅　史 Ｌ白　井　寛　之
納 涼 委 員 会 Ｌ白　井　寛　之 Ｌ宮　坂　奈　緒

Ｌ古　河　篤　史旅 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加賀田　将　虎（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宮　坂　奈　緒（GST）

チャリティゴルフ大会 クリスマス例会

第51期委員会組織

Ｌ鈴　木　孔　司
Ｌ広　瀬　直　樹 Ｌ江　口　隆　定 Ｌ吉　野　公　大 Ｌ鈴　木　雄　一
Ｌ加　藤　雅　史 Ｌ渡　邉　賢　祐 Ｌ指　田　勝　希 Ｌ白　井　寛　之
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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51期執行部の皆さん
（左から、L白木、L吉田、L鈴木、L田中、L渡邉）

●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）
　　　　　　　　　　　　　　※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
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

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）
（GMT）

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

白　木　聖　代
西　川　嘉　純
加賀田　将　虎
宮　坂　奈　緒
田　中　俊　介
吉　田　賢太郎
鈴　木　孔　司
江　口　隆　定
加　藤　雅　史
古　河　篤　史

皆　川　光　司
島　田　富美子
広　瀬　直　樹
本　山　祐紀寛
田　中　俊　介
田　中　俊　介
渡　邉　賢　祐
金　沢　剛　純

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）


