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２０２０～２０２１年度ＬＣＩＦアワード理事長感謝状が贈呈されま
した。また、Ｌ伊東に８回目のＭＪＦ御協力のお礼が贈呈されまし
た。おめでとうございます。

since 1958OSAKA SOUTH LIONS CLUB

第 1542 回 例会
◆会場／ホテルモントレグラスミア大阪
　　　　　　　　　　　　23 階　アマリー
◆日時／令和 4年 5月 11日（水）
　　　　12:15 ～ 13:30

LCIFアワード理事長感謝状受賞
MJF御協力のお礼

Ｌ吉田之計とＬ阿部秀行にＬ鳥山よりお誕生ケーキの贈呈

Ｌ伊東に８回目のＭＪＦ御協力のお礼贈呈

会長 坂口博文　ご挨拶

Ｌ吉田之計とＬ阿部秀行にお誕生祝贈呈 ＴＴ 坂口健太朗　ドネーションの発表
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since 1958 OSAKA SOUTH LIONS CLUB

コロナの影響で中止が続いていた大阪南ＬＣブラザークラブ合同例会が４年ぶりに開催され、岸和田ＬＣ、大阪西ＬＣ、東大
阪布施ＬＣ、大阪堂島ＬＣ、東大阪河内ＬＣのメンバーから例会訪問を受け、八尾ＬＣと合同例会をいたしました。
　　 元地区ガバナー・名誉顧問 菅　春水様はじめ地区役委員の方々にも華をそえて頂き、久しぶりに豪華でにぎやかな合同
例会になりました。久しぶりにお会いできた方も多く、懐かしく楽しい合同例会でした。

第 1543 回 例会
◆会場／ホテルモントレグラスミア大阪
　　　　　　　23 階　ウィンダミア・ホール
◆日時／令和 4年 5月 18日（水）
　　　　12:15 ～ 13:30

大阪南ＬＣ
ブラザークラブ合同例会

八尾ＬＣ会長　阪口和秀　ご挨拶 元地区ガバナー・名誉顧問 菅　春水　ご挨拶

会長　坂口博文　ご挨拶 合同例会風景

合同例会風景 合同例会風景



L 鳥山雅庸

OSAKA SOUTH LIONS CLUB
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例会後
行事

●5月11日（水） 第11回 理事会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

●5月11日（水） 第１回 準備理事会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

●5月18日（水） 第２回 準備理事会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

since 1958

お誕生ケーキ　2名分

L 北野浅太郎 L坂口健太朗

L坂口博文

L福島未知章 L吉田之計

会食費ドネーション
8,800円

第１回準備理事会終りました。次期会
長・幹事御苦労様です。

ＧＷ明け、元気に集まれた事　感謝しま
す。Ｌ鳥山　いつもお誕生日ドネーショ
ンありがとうございます。

今週の土曜日（5/14）三男の結婚式を行わせて頂きます。これで息子３人が無事結
婚することが出来ました。安心とさみしさが入りまじり、何とも言えない心境です。これ
から毎年のごとく孫が増えそうです。

準備理事会欠席して申し訳ありません
でした。

（運営費指定ドネーション）
誕生日を祝っていただきありがとうご
ざいました。

L西堀　朗
先週、土曜日、病院に行ってヒザの水を抜いてもらいましたが、又溜ってきてます。お
金がたまったら良いのにと？
後残すところ３回の例会　元気でよろしく！

（運営費指定ドネーション）
L尾﨑、L白井

第一例会
（内　運営費指定ドネーション　18,800円）

合計103,800円

合同例会ドネーション
25,000円

L菅、L齊藤、大阪西ＬＣ、東大阪布施Ｌ
Ｃ 、東大阪河内ＬＣから10,000円づつ
頂き、八尾ＬＣと折半する。

会食費ドネーション
13,200円

（運営費指定ドネーション）
L阿部、L尾﨑、L白井

第二例会
（内　運営費指定ドネーション　38,200円）

合計 38,200円

5
2022
ドネーション
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OSAKA SOUTH LIONS CLUB

行動記録

★ＧＬＴ委員　西堀　朗
5月18日（水）
24日（火）
29日（日）
29日（日）

大阪港ＬＣＣＮ６０周年記念式典
大阪すみのえＬＣＣＮ５０周年記念チャリティゴルフコンペ
第６８回３３５複合地区年次大会代議員会
第６５回３３５複合地区年次大会 大会式典

於：アートホテル大阪ベイタワー
於：天野山カントリークラブ
於：神戸ポートピアホテル
於：神戸ポートピアホテル

★次期つなぐ未来特別コーディネーター　坂口　博文
5月23日（月）
25日（水）

次年度クラブ会長・第１副会長・幹事セミナー
つなぐ未来特別委員会予備会議

於：大阪国際会議場
於：キャビネット事務局

★次期つなぐ未来特別委員　鳥山　雅庸
5月25日（水）つなぐ未来特別委員会予備会議 於：キャビネット事務局

●5月13日 (金)
３・４Ｒ交流会

於：ホテルロイヤルクラッシック大阪

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎、Ｌ伊東祥多、事務局員
●5月16日 (月)
３・４Ｒ引継ぎ予備会議

於：スイスホテル南海大阪

Ｌ坂口博文
●5月16日 (月)
３・４Ｒ引継ぎ予備会議懇親会

於：スイスホテル南海大阪

Ｌ坂口博文
●5月16日 (月)
第８回次世代リーダー育成セミナー

於：ホテル日航大阪

Ｌ坂口健太朗
●5月16日 (月)
第８回次世代リーダー育成セミナー懇親会

於：寅八商店　心斎橋店

Ｌ坂口健太朗
●5月18日 (水)
大阪南LCブラザークラブ合同例会

於：ホテルモントレグラスミア大阪

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎
Ｌ伊東祥多、Ｌ金　泰賢、Ｌ坂口健太朗、Ｌ鳥山雅庸

Ｌ西堀　朗、Ｌ福島未知章、Ｌ正木　仁、Ｌ松村和宜、Ｌ吉田之計

●5月18日 (水)
大阪港ＬＣＣＮ６０周年記念式典

於：アートホテル大阪ベイタワー

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎
●5月19日 (木)
新会員スクール

於：ホテル日航大阪

Ｌ福島未知章
●5月22日 (日)
大和川シジミ稚貝の放流と川岸・川床清掃

於：大和川湾岸線北側

Ｌ坂口博文
●5月23日 (月)
次年度クラブ会長・第１副会長・幹事セミナー

於：大阪国際会議場

Ｌ伊東祥多、Ｌ阿部秀行、Ｌ坂口健太朗

●5月24日 (火)
３３５複合地区次世代リーダー育成セミナー

於：ホテルモントレグラスミア大阪

Ｌ坂口健太朗

●5月25日 (水)
燦燦ゴルフ同好会第１回ゴルフコンペ

於：泉ヶ丘カントリークラブ

Ｌ正木　仁
●5月29日 (日)
第６８回３３５複合地区年次大会代議員会

於：神戸ポートピアホテル

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎
●5月29日 (日)
第６５回３３５複合地区年次大会 大会式典

於：神戸ポートピアホテル

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎

●5月25日 (水)
第６回献血アクティビティ

於：なんば献血ルーム「まいど」

●5月24日 (火)
大阪すみのえＬＣＣＮ５０周年記念チャリティゴルフコンペ

於：天野山カントリークラブ

Ｌ坂口博文

対外
レポート

5
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OSAKA SOUTH LIONS CLUB

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. 

7 月 20 日（水） 18:30～19:45第二例会（1547 回）
ホテルモントレグラスミア大阪　23階　アマリー

7月 6日（水） 12:15～13:30
ホテルモントレグラスミア大阪　23階　アマリー

第一例会（1546 回）

THE LIONS' Hymn

歌えライオンズ　自由の歌を

胸に燃ゆる火　デモクラシー

永久に　消さじと　守るなれ

リバティ　インテリジェンス

アワ　ネイションズ　セイフティー

知性に生きる　ライオンズ

社会奉仕と　友愛に

手をさしのべよ　常に強く

リバティ　インテリジェンス

アワ　ネイションズ　セイフティー

戦の魔手より　国を守る

強き同志の　城築け

命と名誉と　富かけて

リバティ　インテリジェンス

アワ　ネイションズ　セイフティー

また会う日まで

ほほえみつ　別れむ

こだまひびく　ライオンズ　ローア

高らかに歌い

称えよ　ライオンズ　サービス

固き握手のうち　友情こめて

また会う日まで　すこやかに

自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる。

～ Our oath ～

次回 7月例会のお知らせ

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。

since 1958


