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さらなる飛躍 ！
会員増強によるクラブ活性化・強靭化
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第 1539 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 3月 16日（水）
　　　　午後 12:15 ～ 1:30

新会員入会宣誓式・上期会計報告・監査報告
正木　仁様が入会され、入会宣誓式が行われました。３・４Ｒ２
Ｚ　ゾーン・チェアパーソン　四宮義久が新会員に正岡　章地
区ガバナーからの歓迎のメッセージとピンの贈呈をしてください
ました。新会員の友人の四条畷中央ライオンズクラブＬ本保　真
司とＬ下農　達也が例会訪問されました。
また、次期役員・理事候補者の氏名が発表されました。上期会
計報告・監査報告が行われ、例会承認されました。

入会宣誓式での会長　坂口博文歓迎の言葉 正木　仁様にライオンズバッジをつける会長　坂口博文 入会宣誓式でご挨拶される３・４Ｒ２Ｚ
ゾーン・チェアパーソン　四宮義久

正岡　章地区ガバナーからの歓迎のメッセージを代読される
３・４Ｒ２Ｚ　ゾーン・チェアパーソン　四宮義久

入会宣誓書を読むＬ正木　仁 Ｌ正木　仁にメンバーから花束贈呈

献血委員長のL尾﨑勝教とグータッチ ３・４Ｒ２Ｚ　ゾーン・チェアパーソン　四宮義久から
Ｌ坂口博文にスポンサーの感謝状の贈呈

指名委員長  吉田之計
次期役員・理事候補者の氏名発表

Ｌ正木　仁にお誕生祝贈呈 Ｌ正木　仁にＬ鳥山雅庸よりお誕生ケーキ贈呈 Ｌ鳥山雅庸より出席者に配られたパン
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ＫＫＲホテル大阪において大阪ヴァイオ
レットＬＣとの合同例会が行われました。
今期も開催が危ぶまれましたが、皆様の協
力により、何とか開くことができました。大
阪城と満開の桜の花を背景に、久し振りに
にぎやかで楽しい合同例会でした。

2Rリジョン・チェアパーソン藤岡 宗　ご挨拶

大阪城と満開の桜

大阪南LC会長 坂口博文、大阪ｳ ｧ゙ｲｵﾚｯﾄLC会長　大本八千代開会宣言

集合写真

例会風景

大阪桜之宮ＬＣ会長　大山広二郎、大阪銀橋ＬＣ会長　西田民子　ご挨拶大阪南LC  T.T　坂口健太朗、大阪ｳ ｧ゙ｲｵﾚｯﾄLC　T.T　原　佐知子　ＴＴの活躍

ラッキーカードが当たったメンバー

大阪ヴァイオレットLC合同例会

第 1540 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 4月 6日（水）
　　　　午後 12:15 ～ 2:00
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次期役員理事の選挙会が行われ、第65
期の役員理事が決定いたしました。ま
た、永年在籍者表彰が行われ、Ｌ北野
浅太郎（３０年）、Ｌ鳥山　雅庸（１５
年）にタッグピンが贈呈されました。

次期役員理事選挙会・永年在籍者表彰

Ｌ北野浅太郎に永年在籍者タッグピン贈呈

第６５期の役員理事

献血委員長 尾﨑勝教　献血アクティビティの報告

ゴルフ大会表彰式　ゴルフ部部長　鳥山雅庸 Ｌ鳥山雅庸から出席者にイチゴ贈呈

Ｔ.Ｔ　坂口健太朗　ドネーションの発表 出席委員長出席者数の発表　吉田之計

第 1541 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 4月 20日（水）
　　　　午後 6:30 ～ 7:45

Ｌ鳥山雅庸に永年在籍者タッグピン贈呈



L 北野浅太郎 L金　泰賢L伊東祥多

L坂口博文 L西堀　朗L坂口健太朗

地区ガバナー　L 正岡　章

四条畷中央ＬＣ　L 下農達也 大阪若獅子ＬＣ　L 森　太一四条畷中央ＬＣ　L 本保真司

L福島未知章

会食費ドネーション

8,800円
L 鳥山雅庸

令和　４年　３月第１例会
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言のため休会

since 1958
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久しぶりの例会うれしい中、幹事、入会
宣誓式すみません。昼から頑張ります。

新入会員Ｌ正木　仁をお迎えしてうれ
しく思います。

Ｌ四宮、Ｌ本保、Ｌ下農　訪問有難うござ
います。また、正木仁様ご入会お目出と
うございます。今日からＬ正木と呼ばせ
ていただきます。
久々の例会ですが、大変にぎやかなも
のとなり、うれしい限りです。

久々の例会開催で恐縮です！Ｌ正木の
新入会誠におめでとうございます。ま
た、本日３・４Ｒ２Ｚ ＺＣ Ｌ四宮、四条畷中
央ＬＣ　Ｌ下農、Ｌ本保の例会訪問を記
念して！

本日はＬ正木　仁　ご入会おめでとう
ございます。　又、ＺＣ Ｌ四宮、四条畷
中央ＬＣ　Ｌ本保、Ｌ下農例会の訪問あ
りがとうございます。

久しぶりの例会、うれしく思います。Ｌ鳥
山、いつもありがとうございます。Ｌ正
木、これから宜しくお願いします。

ドネーション

大阪南ＬＣ例会訪問を記念して。
宜しくお願いします。

同左同左

久しぶりの例会、楽しみにしておりま
した。

（運営費指定ドネーション）
L阿部、L白井

お誕生ケーキ　L正木分
出席者全員においしいパン

第二例会
（内　運営費指定ドネーション　8,800円）

合計148,800円3
2022
ドネーション



L 金　泰賢 L坂口健太朗L北野浅太郎

L西堀　朗 L福島未知章L坂口博文

大阪桜之宮ＬＣ　L 大山広二郎 L浅田智美L松村和宜

会食費ドネーション

13,200円
L 鳥山雅庸

3～4
2022

例会後
行事

●3月16日（水） 第9回 理事会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

●4月6日（水） 第10回 理事会 於：ホテルモントレグラスミア大阪

since 1958 OSAKA SOUTH LIONS CLUB

今日は楽しくゴルフができました。あり
がとうございました。

皆さま、ゴルフお疲れ様でした。参加出
来ず すみません。楽しい例会を有難う
ございます。Ｌ鳥山、イチゴ！有難う！Ｌ北
野、お孫さんご誕生おめでとうござい
ます。

待望の孫ができました !!

本日、ゴルフ同好会のコンペに参加しま
したが、足が痛くてたまりません。L鳥山
の責任です。キャリーバック、買って下
さい！

坂口会長、チップインバーディーお見
事でした！リベンジコンペお願い致し
ます。

朝早くから大阪南ＬＣゴルフ同好会へ、
多数のご参加ありがとうございました。
又、お疲れにもかかわらず夜間例会へ
のご出席、重ねてお礼申し上げます。残
り２ヶ月全力で宜しくお願いします。

４/６　大阪桜之宮ＬＣ会長
ドネーション

ヘアードネーションカット代ドネーショ
ン

おだやかな春の１日、楽しいゴルフでき
たこと、健康に感謝して。

（運営費指定ドネーション）
L阿部、L伊東、L白井

出席者全員にイチゴ

第二例会
（内　運営費指定ドネーション　13,200円）

合計132,420円4
2022
ドネーション
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行動記録

★ＧＬＴ委員　西堀　朗
3月

4月

7日（月）
11日（金）
14日（月）

4日（月）
4日（月）
24日（日）
24日（日）

第３回リジョン会議
第６回地区ＧＬＴ・会則合同委員会
第３回地区ガバナー諮問委員会

第７回地区ＧＬＴ・会則合同委員会
第７回地区ＧＬＴ・会則合同委員会
第６８回地区年次大会代議員会
第６８回地区年次大会式典

於：ホテルモントレグラスミア大阪
於：ＷＥＢ会議
於：ホテルモントレグラスミア大阪

於：ＷＥＢ会議
於：おおきに会議室
於：国際会議場
於：国際会議場

3～4
2022

●3月4日 (金)
平和ポスター表彰式

於：大阪市立瓜破西小学校

Ｌ北野浅太郎

●3月6日 (日)
３・４Ｒ２Ｚ　水辺のクリーンアップ

於：大和川湾岸線北側

Ｌ坂口博文

●3月8日 (火)
中谷ガバナーチーム同窓会

於：天野山カントリークラブ

Ｌ坂口博文

●3月9日 (水)
第４回献血アクティビティ

於：なんば献血ルーム「まいど」

Ｌ北野浅太郎

●3月14日 (月)
第２回会長・幹事会

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

●3月14日 (月)
第３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

●3月18日 (金)
第７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

●3月18日 (金)
第３回次世代リーダー育成セミナー

於：ホテル日航大阪

Ｌ福島未知章

●4月13日 (水)
第５回献血アクティビティ

於：なんば献血ルーム「まいど」

Ｌ坂口博文、Ｌ坂口健太朗、Ｌ正木仁

●4月24日 (日)
第６８回地区年次大会代議員会

於：国際会議場

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎

●4月24日 (日)
第６８回地区年次大会式典

於：国際会議場

Ｌ坂口博文、Ｌ北野浅太郎、Ｌ鳥山雅庸
Ｌ吉田之計、Ｌ松村和宜、L尾﨑勝教

L坂口健太朗、L阿部秀行

●4月20日 (水)
第１回ゴルフコンペ

於：飛鳥カントリークラブ

Ｌ鳥山雅庸、Ｌ西堀　朗、Ｌ坂口博文、Ｌ白井幸男
Ｌ松村和宜、Ｌ北野浅太郎、Ｌ金　泰賢

Ｌ福島未知章、L吉田之計

対外
レポート

3～4
202２



OSAKA SOUTH LIONS CLUB

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. 

6 月 15 日（水）

ホテルモントレグラスミア大阪　23階　アマリー

18:00～20:00第二例会（1545 回）

6月 1日（水）

大阪南ＬＣＣＮ６４周年記念例会
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（1544 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 6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


