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さらなる飛躍 ！
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第 1534 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 1月 12日（水）
　　　　午後 12:15 ～ 13:30

新年
互礼会

会長　坂口博文　ご挨拶

Ｌ西堀　朗のお土産のイセエビの味噌汁 決議承認事項で挙手するメンバー ＬＴ　尾﨑勝教　お誕生日のお祝い

Ｌ北野浅太郎、Ｌ松村和宜、Ｌ西堀　朗に
お誕生祝贈呈

Ｌ北野浅太郎、Ｌ松村和宜、Ｌ西堀　朗に
お誕生ケーキ贈呈

ＧＬＴ委員　西堀　朗　ライオンズのてびき勉強会 羽子板をもってゲームの説明をする　ＴＴ坂口健太朗

ゲームで優勝したL鳥山雅庸に焼酎贈呈 ＴＴ坂口健太朗　ドネーションの発表 出席委員長 吉田之計　出席者数の発表



ホテルモントレグラスミア大阪　アマリーにおいて大阪南ＬＣ第６４期新年互礼会
が開催されました。テール・ツイスター　坂口健太朗がお正月らしく羽子板を使った
ゲーム（羽でニアピン賞を狙う）を考えて下さり、みんな童心に帰って盛り上がりま
した。優勝はＬ鳥山雅庸で賞品の焼酎をゲットされました。１月お誕生のＬ北野浅
太郎、Ｌ松村和宜、Ｌ西堀　朗にお誕生祝のモントレパジャマとＬ鳥山雅庸からお
誕生ケーキが贈呈されました。Ｌ西堀　朗からイセエビの味噌汁のお土産もいただ
き、お正月らしいお料理と乾杯もあり楽しい新年互礼会でした。
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新年
互礼会

ＴＴの活躍
ニアピン羽子板



L 鳥山雅庸

OSAKA SOUTH LIONS CLUBOSAKA SOUTH LIONS CLUB
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お誕生ケーキ　３名分

令和４年初の夜間例会に大阪ＬＣ会長　川北浩之、幹事　
寺中良樹、大阪若獅子ＬＣ　Ｌ森　太一、
　四条畷中央ＬＣ　Ｌ本保真司、入会予定者の正木　仁様
が例会訪問してくださいました。Ｌ鳥山がメ
ンバーに朝どりの鶏肉、ビジターにお肉のお土産をドネーショ
ンしてくださいました。また、サプライズで大阪ＬＣ会長　川
北浩之にお誕生ケーキをプレゼントされました。

第 1535 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 1月 19日（水）
　　　　午後 18:30 ～ 19:45

大阪ＬＣ会長・幹事、入会予定者例会訪問

２月第１例会・第２例会中止

会長　坂口博文からＬ鳥山雅庸に
薬物乱用防止教育認定講師
養成講師認定証贈呈

L 北野浅太郎 L金　泰賢

L坂口博文 L田中康夫L坂口健太朗

L福島未知章 L松村和宜L西堀　朗

会食費ドネーション
13,200円

L 吉田之計

新年あけましておめでとうございます。今年も宜しく。誕
生（バースデープレゼント）ありがとうございます。伊勢
のおみやげもありがとうございます。後半期頑張ります。

あけましておめでとうございます。皆様
　今年も元気で楽しく過ごしましょう。

皆さん新年明けましておめでとうございます。
昨年に引き続き本年もクラブ活性例会を皆さ
んの御協力で宜しくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。例会に参加させて頂い
て、気分をチェンジさせたいと思います。

新年明けましておめでとうございます。
皆様　また一年間、宜しくお願いしま
す。

皆様、本年もご指導よろしくお願い致し
ます。

誕生日祝　ありがとう。
後期高齢者の仲間入り。元気に頑張り
たいものです。

新年明けましておめでとうございます。下
半期もスタートしました。皆さん頑張ってオ
ミクロンに負けず、宜しくお願いします。

（運営費指定ドネーション）
L阿部、L伊東、L白井

明けましておめでとうございます。第３４回国際平和ポスター
のカレンダーありがとうございます。ワンピースがつながって
こそ平和になる思いがよく表現されていると思います。

第一例会
（内　運営費指定ドネーション　13,200円）

合計108,200円
1
2022
ドネーション

Ｌ鳥山雅庸に
薬物乱用防止教育認定講師
養成講師認定証贈呈

大阪ＬＣ会長　川北浩之
ご挨拶

大阪ＬＣ会長　川北浩之に
お誕生ケーキプレゼント



L 北野浅太郎

L坂口健太朗 L坂口博文L金　泰賢

L松下　勇 大阪 LC　L川北浩之

大阪若獅子 LC　L森 太一 四条畷中央 LC　L本保真司

L西堀　朗

会食費ドネーション
17,600円

12月例会会食費ドネーション

20,000円
26,400円

L 鳥山雅庸

1
2022

例会後
行事

●1月12日（水） 第7回 理事会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

since 1958
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行動記録

★ＧＬＴ委員　西堀　朗
1月21日（金）第５回ＧＬＴ・会則合同委員会 於：ＷＥＢ会議

●1月11日 (金)
２０２０～２０２１同窓会

於：ラフィットひらまつ

Ｌ坂口博文対外
レポート

1
202２

1
2022

正木　仁様　入会予定ありがとうございます。大阪ライオンズクラブ会長L川北浩
之、幹事L寺中良樹、大阪若獅子ライオンズクラブL森　太一、四条畷中央ライオン
ズクラブL本保真司　例会訪問ありがとうございます。

ビジターの皆様、ご来賓ありがとうござ
います。Ｌ鳥山、素敵な品物、いつも有
難うございます。

このコロナ禍において、大阪ＬＣ会長・
幹事、又、Ｌ森、Ｌ本保、例会体験者の正
木さんの来訪を記念して。

大阪ＬＣ 会長L川北、幹事L寺中、大阪若
獅子ＬＣ L森、四条畷中央ＬＣ L本保　例
会訪問いただきありがとうございます。

今年もがんばります。

ドネーション

本日例会訪問ありがとうございます。３/１９　大阪若獅子ラ
イオンズクラブのチャリティコンペよろしくお願い致します。

例会訪問さしていただきありがとうご
ざいます。

本日は、ビジターの皆様　例会のご訪問ありが
とうございます！
オミクロンをもらわない様に気を付けて下さい！

（運営費指定ドネーション）
L阿部、L伊東、L尾﨑、L白井

12月1日　第1532回例会　　L浅田、L阿部

12月15日　第1533回例会　　L浅田、L阿部、L伊東、L白井、L鳥山、L松村

L川北にお誕生ケーキ　１個、
ビジターに豚肉贈呈
出席者全員に鶏肉贈呈

第二例会
（内　運営費指定ドネーション　17,600円）

合計 92,600円
1
2022
ドネーション
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Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. 

4 月 20 日（水）

ＫＫＲホテル大阪　２階　「白鳥」

18:30～19:45第二例会（1541 回）

4月 6日（水）
大阪ヴァイオレットＬＣ合同例会

ホテルモントレグラスミア大阪　23階　アマリー

12:15～13:30第一例会（1540 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 4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


