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次回がＣＮの為今回が最終例会になりました。ドネーションもた
くさん集まり、素晴らしい１年でした。６月お誕生のL伊東祥多に
L鳥山雅庸よりお誕生ケーキがプレゼントされました。また、L鳥
山雅庸よりメンバー皆においしいパンをいただきました。

since 1958OSAKA SOUTH LIONS CLUB

第 1544 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 6月 1日（水）
　　　　12:15 ～ 13:30

第64期  最終例会

会長　坂口博文　ご挨拶 幹事　北野浅太郎　司会のお仕事中

L伊東祥多にライオンズ・サポーターピンの贈呈 L伊東祥多にお誕生祝贈呈

L伊東祥多にお誕生ケーキ贈呈 出席委員長　吉田之計　出席者数の発表
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ホテルモントレグラスミア大阪に於いて、大阪南ＬＣ ＣＮ６４周年記
念例会が開催されました。
今期も新型コロナウイルスの影響による自粛で３月全例会と４月第１
例会が中止されましたが、久しぶりにたくさんのメンバーが集まり、また、ＬＬや家族会員の出席もあり、にぎやかで楽しいＣＮ
となりました。また、岩手県和賀ライオンズクラブより姉妹クラブ委員長　田村浩美、次期第１副会長　石川博文が例会訪問し
てくださいました。永年在籍者表彰・クラブ内表彰が行われ該当者に記念品が贈られました。
オークションが行われ、わいわいと競り合いがあり、たくさんの売り上げが出ました。皆様ありがとうございました

大阪南ＬＣＣＮ64周年記念例会 第 1545 回 例会
◆会場／ホテルモントレグラスミア大阪
　　　　　　　　　　　23 階　ハートウェル
◆日時／令和 4年 6月 15日（水）
　　　　18:00 ～ 20:00

和賀ライオンズクラブ姉妹クラブ委員長
田村浩美　ご挨拶

Ｌ伊東祥多　ＭＪＦ協力者賞表彰 事務局表彰 ＴＴ坂口健太朗
年間ドネーションの報告

第１副会長　松村 和宜
アクティビティの発表

例会１００％出席者賞表彰 献血協力者賞表彰 出席委員長　吉田之計
出席者数の発表

ＧＬＴ委員　西堀　朗　乾杯の挨拶 会長　坂口博文　年次報告 ＣＮ委員長　松村 和宜
開宴の挨拶

次期つなぐ未来特別コーディネーター　坂口博文
次期つなぐ未来特別委員　鳥山雅庸
ライオンズローア前にご挨拶



L 鳥山雅庸

OSAKA SOUTH LIONS CLUB
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例会後
行事 ●6月1日（水） 第12回 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　１名分
パンのお土産

L伊東祥多 L北野浅太郎

会食費ドネーション
13,200円

６４期もいよいよ大詰め。会長・幹事さ
ん、１年間ほんとうにご苦労様でした。

６月１日大阪堂島ＬＣ　ＣＮ６０周年　私
の代わりにＬ伊東　忙しい中の出席あ
りがとうございます。

L金　泰賢 L坂口健太朗
例会で皆様にお会いできてうれしいで
す。皆様、健康で頑張りましょう。

L西堀　朗
今期もいよいよ、最後の月となり、残す
処、2回の例会となりました。皆様と来
期も頑張れる事を期待して！

６４期、皆様と素晴らしい時間　共有出
来て光栄です。ＣＮ楽しみにしていま
す。

L坂口博文
今期一年間、メンバー各位に大変な御協力、又、御理解を賜り、ありがとうございまし
た。来期も引き続き、伊東丸への御協力をお願い申し上げます。

L田中康夫
例会に参加させて頂いてありがとうございます。会長様はじめ役員様が常に「モチ
ベーション」を上げ続けられていることに深く感銘し感謝しております。

（運営費指定ドネーション）
L阿部、L尾﨑、L白井

第一例会
（内　運営費指定ドネーション　13,200円）

合計 98,200円
6
2022
ドネーション
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行動記録

★ＧＬＴ委員　西堀　朗
6月 4日（土）

6日（月）
6日（月）
18日（土）
20日（月）
20日（月）

大阪帝塚山ＬＣ ＣＮ５０周年記念式典
第４回キャビネット会議
第４回リジョン会議
大阪大和川ＬＣ ＣＮ５０周年記念式典
第４回地区ガバナー諮問委員会
３・４Ｒ引継ぎ会

於：住吉大社吉祥殿
於：ホテル日航大阪
於：大成閣
於：住吉大社吉祥殿
於：ホテルモントレグラスミア大阪
於：ホテルモントレグラスミア大阪

★次期つなぐ未来特別コーディネーター　坂口　博文
6月20日（月）３・４Ｒ引継ぎ会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

★次期つなぐ未来特別委員　鳥山　雅庸
6月20日（月）３・４Ｒ引継ぎ会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

●6月1日 (水)
大阪堂島ＬＣ ＣＮ６０周年記念式典

於：ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪

Ｌ坂口博文、Ｌ伊東祥多

●6月4日 (土)
大阪帝塚山ＬＣ ＣＮ５０周年記念式典

於：住吉大社吉祥殿

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎

●6月13日 (月)
能勢ＬＣ ＣＮ記念チャリティゴルフコンペ

於：アートレイクゴルフ倶楽部

Ｌ正木　仁

●6月15日 (水)
ＣＮ６４周年記念例会

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天野哲治
Ｌ伊東祥多、Ｌ上田成治、Ｌ金　泰賢

Ｌ坂口健太朗
Ｌ田中康夫、Ｌ鳥山雅庸、Ｌ西堀　朗
Ｌ福島未知章、Ｌ正木　仁、Ｌ松下　勇
Ｌ松村和宜、Ｌ吉田之計Ｌ坂口順子

Ｌ鳥山順子、Ｌ西堀正子、ＬＬ伊東正咲子
竹本幸代様

●6月17日 (金)
和賀ＬＣ 会長杯ゴルフコンペ

於：北上カントリークラブ

Ｌ鳥山雅庸

●6月18日 (土)
大阪大和川ＬＣ ＣＮ５０周年記念式典

於：住吉大社吉祥殿

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎

●6月20日 (月)
第４回地区ガバナー諮問委員会

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

●6月20日 (月)
３・４Ｒ引継ぎ会

於：ホテルモントレグラスミア大阪

Ｌ北野浅太郎、Ｌ伊東祥多、Ｌ坂口健太朗、事務局員

●6月28日 (火)
３・４Ｒ２Ｚ　次期会長・幹事準備会

於：ホテルモントレグラスミア大阪

Ｌ伊東祥多、Ｌ坂口健太朗

対外
レポート

6
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OSAKA SOUTH LIONS CLUB

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. 

8 月 9日（水） 12:15～13:30第二例会（1549 回）
地区ガバナー公式訪問３・４R２Z合同例会
住吉大社吉祥殿

8月 4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（1548 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 8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


