
 

 

                                  ９月３０日 ガバナー公式訪問・１０Ｒ合同例会がアピオにて 

開催され、5名の新入会員に渡辺ガバナーよりバッチが贈られ

ました。 

 
 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                    １月１３日 新年例会では毎年 

  １０月４日 「統一奉仕デー」                              恒例の神事が執り行われました。 

実施事業として、社会福祉法                             今年一年、健康で健やかに過ご 

人和久園への慰問、社会福                              せますように！ 

祉法人麦の家への清掃奉仕、 

甲府駅前から平和通りにかけ 

ての清掃作業を実施しました。 

     丸一日をかけての奉仕活動、 

     お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

                           第３代会長 平賀忠男Ｌが、１０月２９日 永眠されました。 

（享年 70 歳） 

                           長年にわたるライオンズ活動に敬意と感謝を表しますとともに、 

心よりお悔みを申し上げます。 

                                      

 

 
                            歯の健康のことなら…             空気と、水と、太陽光 
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      ＜会長テーマ＞   「願う心」と「あきらめない心」で奉仕活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８周年を迎えて           第 18 代会長 L 小野 正 

 

輝かしい新春を迎え、甲府舞鶴ライオンズクラブ結成 18 周年記念例会を開催 

することができましたことは、諸先輩の方々皆様のご指導によるものと感謝申し 

上げます。 

                       さて、本年度のクラブ運営方針では会員数の確保を第一と考えておりまして、 

健全運営ができる 10 名の新規会員の入会を願っており、現在 7名の新入会 

員を仲間に迎えました。しかし残念ながら 3 名の退会者が出てしまいました。 

残すところ後 4 ヶ月で 3 名の新規会員の募集を目標に、安定した健全なクラブ運営ができるよう、会員の 

皆様に新入会員獲得をお願いしている現状です。 

  そんな中、本年度は当クラブ三代目会長平賀忠男 Lが御他界されました。数多くの奉仕の心を教えて 

いただきましたこと、誠にありがたく感謝しております。平賀 Lに教えていただいた奉仕の心を大切に、当 

クラブの運営に役立てていきたいとおもいます。 

      本年度の会長テーマは 『「願う心」と「あきらめない心」で奉仕活動』です。会員全員で奉仕活動及び 

継続事業を進めてきました。後期も残すところわずかな日程となりましたが、ますますクラブ運営に精進い 

たしますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 



 



 

 

  ≪ 18周年チャーターナイト記念事業 ≫   

１． ＮＰＯ法人 山梨県ボランティア協会へ、 折りたたみ式 会議用テーブル ４台  贈呈 

２． 社会福祉法人 和告福祉会 和久園へ、 冷蔵庫  ２台 

ナースコールボタン １０個  贈呈 

３． 社会福祉法人 友好福祉会 麦の家へ、 プロジェクター １台 

スクリーン   １台  贈呈 

４． ふれあい車椅子テニス教室の継続実施とふれあい車椅子テニスの会へ 金一封 贈呈 

５． ライオンズクラブオール山梨へ 金一封 贈呈  

６． 献血奉仕活動の継続実施 

７． 福祉作業所「たんぽぽの家」へ牛乳パックの継続調達実施 

８． 社会福祉法人 鎌倉清和園へ、使用済み切手の年間収集・送付の継続実施 

９． 「臓器提供意思表示カード」登録推進運動への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         ウィサーブは中村直前会長                        和やかに会食 

 
 
 

 
 

 

                                                                               「ふれあい車椅子の会」 

若狭代表より、事業報告 

 

 
    平賀Ｌ令夫人より、クラブへご寄付をいただきました       オール山梨世話人代表 中澤國夫Ｌ 
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第 48 回東洋東南アジアフォーラムに参加して 

                                         330 複合地区 国際大会委員会委員 

330－B 地区 大会参加委員会委員長 

 L 東福寺正一 

 

東洋東南アジアフォーラム 

フォーラム会場前にて                 （2009 年 11 月 19 日～22 日  

                            タイ パタヤ）が無事に終わり、 

今は第 93 回シドニー国際大会 

に向けて参加案内等の準備に 

追われています。             晩餐会の司会は東福寺Ｌ 

OSEAL フォーラムへは、当ク       

ラブは旅行例会として多数の参加で臨み、地区全体としての大

会登録者は262名でした。 ガバナー晩餐会へは250名の出席 

晩餐会で挨拶をする渡辺ガバナー             をいただき、大変盛大にシェラトンパタヤリゾートホテルでの楽 

                           しい一時を過ごすことができました。 

私個人としては、多くのメンバーの方々の協力をいただき、無事

に終わることができ、ライオンズメンバーの団結の力強さを一層

実感しました。甲府舞鶴ライオンズクラブの代表として地区役員

の務めを全うできたのも、ホテルの部屋に戻れば小野会長の笑

顔があり,アドバイスがあり、随分と助けられたことにもよります。 

大会参加委員会はこれまで 7回開催されています。今はシド 

パタヤの美女を囲んで           ニー国際大会についての旅行日程・金額等さまざまな事項      

を検討すべく、月に 2 回は横浜のキャビネット事務所、東京の複

合事務所へと飛び回っております。現在順調に準備が進んでお   

りますので、OSEAL フォーラムに負けない多数のメンバーの皆

様の参加をお願いします！参加することにより、他のクラブの行

動力、実行力等を間近で見て、知ることができます。甲府舞鶴ラ

イオンズクラブの活性化のために、シドニーインターコンチネンタ 

観光へ出発！ バスの乗り心地は・・・            ルホテルで、10 名以上のメンバーで臨時例会をしましょう！！ 

                                  

 

 

 

 

   小野会長いち押しのバンコク市内のレストランにて                         展望台よりパタヤ市内を眺めて 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        山梨県ボランティア協会へ                 社会福祉法人 和久園へ                  社会福祉法人 麦の家へ 

 

 

  １８周年チャーターナイト      チャーターナイト委員長 L 赤池良治 

 

我がクラブも早いもので 18 年という歳月が流れ現在に至っております。18 年という

年月は人に例えたならば高校を卒業し、社会人また自分で選択し学びはじめる頃

です。まだ未熟さは残るわけですが考え方などは十分大人の仲間入りです。  

ここまで到達するのには、初代会長山本公徳Ｌ、大柴正男Ｌ、昨年お亡くなりになっ

た平賀忠男Ｌなどのお教えがあり今日この日があるのだと思っております。 

私自身先輩方々に習った事は沢山ありましたが、その中でライオンズというのは社会に出てからの素晴らしい仲

間を見つけ出すところと、奉仕活動が大事であるということを教えていただきました。つまり、『人は、助け合い、

励ましあい、支えあって生きることが基本！』 であると！！ 

    初代会長山本Ｌのとき「みなさん何か自分たちで出来る奉仕をそれぞれ考えて来てください。」と提案され思い

浮かばなかったのですが、私は昔よりテニスをしていたので車椅子テニス教室を提案したところ、当時も未熟者

の私の意見を聞き入れ、テニス教室が開催され今現在も続いております。（年齢も経験も関係なく意見を聞き入

れるなんて、と思いました。）  思い起こしますと第１回目の車イステニス教室の時、山梨市より車イスで自力に

て甲府の川田のテニスコートまで数時間ついやし、又帰りも自力で帰った方がいらっしゃいました。その人に感

想を聞いたところ「とても楽しかったよ！今日生まれて初めてのテニスだったよ！こんなに楽しい事はなかった

よ！」と聞き、逆に勇気を与えて頂いたことを覚えております。そこで奉仕というのは与えるだけでなく逆に勇気を

頂く喜びがあることを知ったわけです。我々は先輩方々の教えを守りこれから 20 年 30 年 100 年先へと続くライ

オンズクラブにしていくのが使命であると感じています。 

今後とも皆様の協力を仰ぎつつ、クラブのみんなが一丸となり友愛を深め、甲府舞鶴ＬＣの素晴らしい未来を

築きあげてまいりたいと思いますので、よろしくご理解ご協力のほどをお願い致します。 

 

 
   医薬品調剤で皆様の健康をサポート    快適な住まいづくりを応援します!     無料相談実施中！ 
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クリスマス家族例会    計画・出席委員長 L 石川宝王 

 

去る 12 月 9 日(水)PM6 時 30 分より 

当クラブ恒例のクリスマス家族例会が、 

アピオにて開催されました。 

クリスマス家族例会の名に相応しく 

クラブメンバー23 人、大人 12 名、子供 

6 名と近年に無く多くの皆様の参加をい      サドヤのスパークリングワインで乾杯！ 

ただき、盛大に行われました。 

おいしい料理とお酒、ビンゴの景品など和やかな雰囲気の中でご家 

族の方も楽しんでいたように感じました。  

このような会を通じてご家族の方が、ライオンズクラブへの興味や 

理解を少しでも深めてくだされば、私たちメンバーの力の入れようも 

変わってくるような、そんな期待感も感じました。 

私の妻も参加させていただき 「想像していたよりリラックスできて 

とても楽しかった。』 と申しておりました。                          兄弟仲良しの小野Ｌご家族 

（お前はお酒の飲みすぎだ！と注意しておきましたが・・・） 

 

 

 

 

 

 

 

        ビンゴゲームでは、新入会員の皆さんが大活躍！                リーチを出した横森Ｌのご兄弟 

 

来年以降もさらに多くの方に参加していただき、より盛大に、より楽しく、そしてライオンズクラブとはこういう 

ものだよ、と理解していただくことで、本当の意味での家族例会の目的が達成できるのではないかと思います。 

三役をはじめ、事務局後藤さん、クラブメンバーの皆様のご協力で無事開催できました。 ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
        小野サンタと小宮山・土橋トナカイ・・・似合ってます                 仲良く 「また会う日まで」♪♪♪ 

 

 


