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この一年を顧みて

会長　田中　雅之

　気が付けば新緑が目にあざやかに映る季節となりました。
昨年 7 月に歴史ある茨木オーク LC の第 37 期会長に就任し
会長の重責を果たせるか不安と緊張の中でのスタートでした
が、幸いにもすばらしい幹事の L 山本、そして執行部のみ
な様のお陰で至らない私も何とか会長職を終えようとしてい
ます。 
　就任早々フィンランドからの YCE 生 Jamsen Riika さん
のウエルカムパーティーに始まり、そこでホスト家庭を務め
て頂きました西川早弓様には大変お世話になりました。
また、岸中裕理さんの派遣とそしで恒例の茨木フェスティバ
ルでの居酒屋かしの木と始まり大変忙しいスタートでした。
又オーク & ローズとの合同遠征研修会と合同ゴルフを例年
以上に回数を増やしＬ掛谷、Ｌ今井のお力添えもあり、親密
なメンバー交流が出来たのではないかと思います。
　また、計画委員会の各種企画や戸外例会の開催ではメン
バーサービスに尽力頂きまして誠に有難う御座いました。
　11 月にはクラブ最大の行事である会長重点事業一部ヴィ
ンテージーカー新名神開通走行会、２部ヴィンテージカー
ショーを茨木中央グランドで開催し、NEXCO 西日本様をは

じめ各企業の方々のご協力と、レインボーサークルの皆様に
レインボーショップの出店を頂き、そして東北支援チャリ
ティとしてのかしの木ブースを出店するなどして盛大に開催
する事が出来ました。それは、我がオークライオンズクラブ
の伝統のお陰かと思います。
　そして、ライオンズクラブには切っても切れない献血活動、
家族との親睦を目的としたクリスマス家族例会、年明けには
第 20 回を迎えました茨木市長杯少年少女将棋大会も当時藤
井聡太５段の盛り上りで素晴らしい記念大会とする事が出来
ました。
　レインボーサークル 20 周年記念誌の発刊におきましては、
歴代会長より創始の苦労話を聞く良い機会が出来ました。

　最期にクラブ一番の取り組みであります会員増強活動を真
剣に行う道筋を歩んでおり、これからのオーク LC の発展が
楽しみであります。
　次年度はゾーン・チェアパーソン輩出クラブとして L 西
川明が就任されたことは誠におめでたいことでございます。
LIONS も新組織編制となり変化の年度となり、L 西川には
地区に新しい風を吹き込んで頂ける事を期待します。
　この 1 年間メンバーのみなさんに大変な御協力を頂き、貴
重な体験をさせてもらい心から感謝申し上げます。
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　最後に次期執行部のご活躍を祈念してお礼の挨拶とさせて
頂きます。

地区ＧＬＴ委員会に出向して

335-B 地区 GLT 委員　岸中　雅之

　今期初めて地区委員として GLT 委員会に出向させていた
だきました。
　第一回地区 GLT 委員会でコーディネーターから教わった
ことは、会員を元気にする・クラブを元気にする・クラブが
元気になれば会員は増えるということです。
これができれば組織が活性化され、すべてうまくいくという
ことです。
この教えはあらゆる組織に共通であり大変参考になりまし
た。
　今期も新会員スクールは大阪、和歌山で開催され、私は１
月３１日（水）のホテル日航大阪を担当し、地区について説
明させていただきました。

出席者１３１名の前で、パワーポイントを使って説明するの
ですが、慣れないのと緊張でうまく伝わらなかったのではな
いかと反省しております。
しかしながら、私自身がライオンズクラブについて勉強させ
ていただきましたことは貴重な経験となりました。この経験
をこれからに役立てていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。

初めて地区に出て

キャビネット委員　中尾　豪

　当初、キャビネット委員が何をするのかもわからず受けま
したので、いろいろ戸惑いもありました。あまり回ってこな
い役だということが、やってみてわかりました。
年 4 回のキャビネット会議、地区の各委員会、年次大会など
の準備及び参加、地区がどのように運営されていて何をして
いるかがよく分かったように思います。
　結構懇親会も多く、他の多くの地区委員の方たちと話すこ
ともあり、ライオンズのことが少しわかったように思います。
多々時間がとられますが、オークのクラブ委員も地区に出て
いったら楽しいと思います。
　次年度、地区にゾーンチアパーソンとして出られる、L 西
川ご苦労様です。
次年度のゾーンチアパーソンは、今まで以上に大変だと聞い
ております。
　本年度の経験を生かして、微力ながら協力させていただき
ます。頑張ってください。みなさまにいろいろご協力いただ
き、本年度は本当に有難うございました。

第一副会長　田畑　收

　今年度は第一副会長として、会員・会則委員会、指導力・ 
接待・出席・大会委員会、計画委員会、PR・IT 委員会を担当し、
又、会員増強特別委員長としても、クラブにたいして大した
仕事も貢献もしないまま過ごして来たように思い、会長・幹
事・各委員長には大変ご苦労をお掛けしたと思います。
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げで、無事終えることができました。
　高野山での慰霊祭で、銘版に刻まれた故Ｌ松本道雄の名前
と、私にライオンズの基本を教えてくれた、枚方ＬＣの故Ｌ
寺西正芳の名前に、合掌しながら、この４年間と今年の静け
さを省み、「出すぎず、若手メンバーを見守っていける」ラ
イオンになる誓いを新にしました。

この一年を顧みて

出席・大会委員長　西村　昭一

　月２回の例会は必ず出席、遅刻や早退をしてもファインが
発生するぞとライオンズクラブに入会した当初はスポンサー
や先輩ライオンからきびしく言われておりました。
最初の数年間はなんとか皆出席を続けておりましたが、その
うち忙しくなったこともあって、いつの間にか出席しなけれ
ばならないという意識も薄れていきました。
そんな私でも本年はなんとか一年間実出席を達成することが
できました。
例会ではメンバーの皆様に出席率の向上を常にお願いしてま
いりました。
　各位にはそれぞれの事情があろうかと存じますが、何とか
都合をつけていただき、メンバー全員が例会に出席し、出席
率１００％の例会を、今後も目指していければなと強く思い
ます。
　ともあれ一年間のご出席誠にありがとうございました。

1 年間を通じて

ふれあい委員委員長　掛谷　明宏

1. レインボーサークル運営委員会
　日　時：毎月第 3 木曜日　13：30̃15：00
　場　所：ハートフル
　出席者：会長・幹事・担当副会長・委員長（本年度の場合）
2. ふれあいフェスタ
　日　時：毎年 10 月　本年度で 20 回目を迎えました。
　場　所：茨木市南市民体育館
　出席者：約 400 名

会長・幹事・各委員長各委員には大変感謝しています。
さて、国際協会の方針のもとに「クラブ組織の改定」がおこ
なわれ、当クラブにおきましても、戸惑いながら、次年度の
組織の変更に着手いたしました。
又、次年度は会長・幹事・会計セミナーから GAT セミナー
となります。
　今後は時間を要しますが、GAT ファシリテータ（会長）・
GLT（第一副会長）・GMT（会員委員長）・そして新たに設
置された GST( 奉仕委員長・第 2 副会長 ) が主体となってい
きます。
　与えられた任務をメンバーの協力と理解を得ながら、更な
る一層のクラブの発展に努めて参りたいと思います。

ライオンとして

　市民社会奉仕・ＹＣＥ委員長　岡田　藤男

　３月のあるメンバーとの会話、「今年の 3 月はゆっくりで
きている」
　去年の３月ＣＮ 35 記念コンサート「尾崎亜美」、入場者の
読みでヒヤヒヤ、一昨年１月「兄のランドセル」Ｌ松本、Ｌ
西川達と喧々諤々、３年前、「兄のランドセル」の早々の準
備でバタバタ、４年前「3.11 を忘れない～祈り、そして明日
へ～」と、４年間ほぼ毎年、気の休まる暇が無かったのが、
今年は嘘のように静かな年でした。
　当初は「居酒屋かしのき」「ジャズフェス」「ＹＣＥ受入、
派遣」と続きましたが、年の功？と、人に振る性格？のおか
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当クラブの出資金 50 万円で運営（本年度の場合）
3. カラオケ大会
　日　時：2017̃2018 年は 2018 年 6 月 29 日 ( 金 )
　場　所：大池コミュニティセンター
　当クラブ久保ライオンが全面協力　久保さんにリスペクト
4. フェスティバル、会長事業の茨木ヴィンテージカーショー、

光の回廊～イルミツリー創作コンテスト～に参加。
5.11 月下旬、忘年会を開催致しました。クラブの参加人
数は 11 人。

6. クリスマス例会には、会長・副会長を招待致しました。
7. 感想
　当クラブにとって最も重要で大切な奉仕事業と思っていま
す。レインボーサークル 25 団体の案内所議事録もしっかり
と記載され、会の出席率も高く感心しました。
食堂の運営は非常に厳しく、機会があれば行って欲しいと同
時に、厳しさを認識して頂きたい。
今年は巻き込み、巻き込まれるという気持ちで取り組みまし
た。

この一年を顧みて

第二副会長　杉本　憲一

　今年度は、第二副会長という大役を仰せつかりました。
ライオンズ経験の浅い私に務まるのか不安でしたが、「頼ま
れることがあれば、とりあえずその流れに乗ってみよう」と
いうことを自分自身に課していたので、思い切って引き受け
る決心をしました。
　まずは市民社会奉仕、青少年育成、献血、ふれあい委員会
のそれぞれの委員長をどなたに引き受けてもらうかというと
ころからスタートしましたが、それぞれの委員長を快く受け
ていただいたことに心から感謝いたします。
　経験のない委員会もあり、委員長に任せきりになったこと
も多くありましたが、皆さんの協力で無事乗り切ることがで
きました。本当に有難うございました。
この貴重な経験を活かして、今後に繋げていきたいと思いま
す。

PR・IT 委員会を担当して

PR・IT 委員委員長　牧田　智聡

　４クラブ合同の「国際平和ポスター展」からのスタートです。
国際平和ポスター展は、他クラブとの共同作業でもあり他ク
ラブの方々と交流を深めることができ楽しく活動ができまし
た。
　また、例会、事業などあらゆる活動の記録をすることも役
目です。
主に写真撮影です。会長重点事業新名神開通祝「ヴィンテー
ジカー撮影壮行会」は、圧巻でした。オークライオンズクラ
ブの PR に大きく役立てたと思います。
　国際平和ポスター展で表彰された小学生たちの笑顔、茨木
フェスティバルでのクラブ員の活気溢れる姿、などなどファ
インダーを通して多種多様な事象を覗く事が出来たことを嬉
しく思います。
　この１年間メンバー各位のご協力とご支援を賜り、心より
感謝申し上げます。
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会員会則委員会　委員長　仲　猛夫

　ライオンズクラブの組織が大きく変わりました。
平成 29 年 12 月に 335 Ｂ地区の会員会則委員長と事務局員が
集められ説明会が行われました。
　従来、会長、幹事、会計がクラブの３役として運営に携わっ
てきましたが、これからは、GAT，GLT，GMT，GST が中
心となり運営していきます。実態は変わらないと思います。
わが茨木オ－クライオンズクラブは今までとおり、奉仕を中
心に楽しく活動をしていけばいいと考えます。
　田中会長、山本幹事お疲れ様でした。次年度バトンを受け
た田畑会長、牧田幹事、それぞれ会長職、幹事職を楽しんで
下さい。

青少年育成委員長　林　穣二

　茨木オークライオンズクラブに入会して三年目となる今期
は青少年育成委員長をさせて頂きました。
担当する事業への参加経験も少なく、不安もありましたが、
皆さんの協力を得ながら、なんとか事業を終えることができ
ました。
　青少年育成委員の主な取り組みは茨木市少年少女将棋大会
かしの木ボーリング大会です。

いずれも例年実施される伝統のある事業であり、先輩の皆さ
んのノウハウと、残された資料もたくさんあり前例には事欠
かないのですが、いざ自分が委員長となり関係者の方々に協
力をして頂くとなると自分なりに事業の前例を確認しながら
どんな準備が必要なのかを頭に入れていかなくてはならず、
結構大変だったなぁというのが実感です。
　こども達を対象とした少年少女将棋大会、かしの木ボーリ
ング大会、いずれの事業もやりがいがある事業だと実感でき
た一年でもありました。
　関係者の皆様、メンバーの皆様一年間ありがとうございま
した。

この一年を顧みて

テール・ツイスター　原田　強

　今年度はテールツイスター副委員長からのスタートでした
が途中から委員長をさせて頂きました。
あまり力になれなかった部分ありましたが、自分自身ではラ
イオンズの中身がわかってきたように思います。
２回目とあって皆さんと深く交流ができましたことを感謝い
たします。
ありがとうございました。
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一年間を振り返って

ライオン・テーマー　　北村　義博

　茨木オークライオンズクラブに入会して早もうすぐ３年が
過ぎようとしています。「かしの木」の原稿の頃となり、１
年間の速さが年々早くなるように感じます。
　毎年、皆で事業を考える難しさ、それを実行に移す行動力、
造り上げて行くことにすばらしさを感じます。
ライオン・テーマーについては、仰せつかった時、絶対に休
まず頑張ろうと思ったのですが、どうしてもはずせない用事
があった時、ライオン牧田・ライオン杉本に代役をお願いし
た時、心良く引き受けて下さり、大変ありがたく感謝してお
ります。
　又、事務局の岡崎さんにおいては、席順等、色々とご迷惑
をおかけしたことを申し訳なく思います。すいません。
　来期にあたって、又頑張って行こうと思いますので、何卒
温かい目で見守って下さい。

献血奉仕委員会　委員長　Ｌ橋本　健二

　今年度は 献血委員長を担当させていただきました。
不慣れなこともあり当初は 周りの方にご迷惑をおかけしま
した。経験者の方に聞きその都度 その場を乗り切った感じ
でしたが、献血された方々には感謝しかありません。

　献血の場所にもよりますが その場所性の年齢層を考慮し
いかに協力をしていただくか、年間の回数もそうですが、場
所性・年齢層を見ながら今後の課題として踏まえていきたい
と思います。
　自分自身の仕事で遠方に行くことが増え いろいろご迷惑
を おかけしたことをお詫びしたいと思います。

水戸黄門 [ 人生楽ありゃ苦もあるさ～～ ] 

計画委員長　開原　孝之

　田中会長をはじめ茨木オークライオンズクラブのメンバー
の皆様、事務局の岡崎さん、この一年お疲れさまでした。
私もクラブ入会から早、2 年半が過ぎようとしています。
　初年度は少年・少女ふれあい委員会将棋大会副委員長、2
年目は計画委員長のバトンをいただきメンバー皆様のお力添
えで 10 月は家族例会（奥伊根温泉　油屋から船でカモメ戯
れ）12 月クリスマス例会立命館大学生（チェコへ留学）チェ
コのクリスマスの歌等を合唱。1 月すき焼き例会（カラオケ）。
　5 月家族例会（イチゴ狩り＆バーベキュー）と今期ラスト
イベント最終例会を迎えることができました。心より感謝申
し上げます。
　今期を振り返りますと、国内社会情勢は日経平均株価
23500 円台を記録し 26 年ぶりの高値、大隈さんのノーベル賞、
平昌オリンピックメダル最多受賞、女子テニス大坂なおみ大
活躍と国内では明るいニュースが多かったように思います。
その勢いに押されてか自身の仕事もバタバタして自己の時間
が見えず、例会や奉仕活動にも思いのほか出席が出来ずご迷
惑をおかけしました。



Ibaraki Oak Lions 

8

　今回は、クラブの長い歴史の中で先輩の皆様が事業に取り
組んでこられた功績を実感できる機会もあり、計画委員長の
役を通じて皆さんと深く交流でき大変勉強になりました。
これからも明るく楽しい友愛を重んじた奉仕活動を頑張りた
いと思います。
　新規に入会されたメンバーの方々もよろしくお願いしま
す。

一年を顧みて

会計　大河原　良一

　未経験だった会計を担当しました。
ライオンズという組織でのお金の使い方のルールが分かって
勉強になりました。 
とにかく、理事会で質問されるのが怖くて毎回緊張していた
のがバレてましたでしょうか（笑）。
　実際に事業を見て、記帳を見ておかないと会計表だけ見て
いても質問には答えられませんので。
もう理事会で緊張することがなくなってホッとしています。
会長、副会長、幹事、メンバー各位、事務局に御礼申し上げ
ます。

クラブ運営を通じて

幹　事　山本　悠介

　幹事職を仰せつかるにあたって、クラブ運営の要となる役
に私自身がライオンズクラブの全体を理解しきれていないこ
とや、自身の業務が多忙だったこと、また他組織での活動も
あり、ご指名を頂いた時は今の自分では全うする自信があり
ませんでした。
　特に初めは、何をどうスタートさせればよいのかといった
初歩的な疑問から始まり、考えれば考えるほど、この１年を
乗り切れるのかという不安からのスタートだったように思え
ます。
　そこで今年度の田中会長テーマ『Challenge everything 全
ての事に挑戦しよう』、会長挨拶においてのキーワード『ク
ラブの存続』、『無関心は最大の悲劇』、クラブ運営方針にお

いてのキーワード『交流・挑戦』を念頭におき、それらを達
成すべく活動することを第一目標としました。
　中でも特に各委員会へのメンバーの構成に関しては、私と
同じく今まであまり経験されていないメンバーを筆頭に構成
すれば、よりクラブ運営・事業の内容も理解して頂けるので
はないか？今までとは違った動きができるのではないか？
また、経験の浅い方が委員長、経験豊富な方が副委員長を担
当することによってメンバー個々の負担も軽減できるのでは
ないか？と思い、構成させて頂きました。
もちろん、自分自身も理解しきれていない部分もあるので、
委員長を含めた皆さんと共に知識を吸収できればと思ってお
りましたが、実際は例会、理事会、諮問委員会・・・色々な
ことに追われすぎて毎回ギリギリの動きになってしまい、時
には強引に推し進めることなどもあって各委員長やメンバー
皆様に迷惑をかけてしまったと反省しています。
　その様な状況の中で進んで行った今年度ですが、田中会長
をはじめ田畑第一副会長、杉本第二副会長、大河原会計、脇
澤副幹事、経験豊富な理事メンバーの皆さんをはじめ、全て
のメンバーに助けて頂き、また急な無茶振りもお許し頂け
た！？ことでこの１年を乗り切れることができました。
　また、快く地区役員を引き受けて頂いた中尾キャビネット
委員、岸中 GMT 委員にも感謝申し上げます。次年度は少し
気を緩めながら田畑会長・牧田幹事をはじめ９クラブを取
り纏められる西川 ZC のお力になれるよう、楽しみながら頑
張ってまいります。
　１年間ありがとうございました。

 祝新名神開通！ヴィンテージカー走行会 祝新名神開通！ヴィンテージカー走行会
会長重点事業



Ibaraki Oak Lions 

9

 祝新名神開通！ヴィンテージカー走行会 祝新名神開通！ヴィンテージカー走行会
会長重点事業



Ibaraki Oak Lions 

10

会長重点事業
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茨木ヴィンテージカーショー茨木ヴィンテージカーショー
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第7回 ビッグバンドJAZZフェスタin茨木第7回 ビッグバンドJAZZフェスタin茨木

居酒屋かしの木　茨木フェスティバル出店居酒屋かしの木　茨木フェスティバル出店

YCE事業派遣・受け入れYCE事業派遣・受け入れ

レインボーカラオケ大会レインボーカラオケ大会

レインボー打ち上げレインボー打ち上げ
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第20回　茨木市長杯少年少女将棋大会第20回　茨木市長杯少年少女将棋大会

献血奉仕活動献血奉仕活動

例会例会

年次大会リハーサル

慰霊祭

チャリティカラオケ

335 複合地区 第64回
　　　　年次大会 晩餐会

平和ポスター展

ローズ合同ゴルフ同好会

レインボーフェスタ運動会
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Challenge Everything 全てのことに挑戦しよう！
祝新名神開通ヴィンテージカー走行会

第７回 茨木ヴィンテージカーショー
第20回 茨木市長杯少年少女将棋大会

茨木フェスティバル・居酒屋かしの木出店
第７回 ビッグバンドJAZZフェスタin茨木

ＹＣＥ青少年派遣・受入事業
国際平和ポスター出展参画

レインボーサークル・ふれあいフェスタ
献血奉仕活動

かしの木ボーリング大会
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