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●7月1日(木)　７月第１例会（第1379回）在宅例会

●7月15日(木)　７月第２例会（第1380回） 初例会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於) 上野フレックスホテル
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【 活動報告　2021.7月～2022.6月 】

伊賀上野ライオンズクラブ

　新旧役員バッジ交換

ZC来訪

334－B地区４R1Z　ZC(RC兼務) L.宮木 康光(津LC所属)
　　　　　　　　　　　　ZCA(RC兼務) L.橋爪 俊裕(津LC所属)

会 報
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前年度準皆出席者表彰〈準皆出席8名〉(1回休み)

●8月5日(木)　８月第１例会（第1381回）在宅例会

●8月27日(金)　８月第２例会（第1382回）在宅例会

『三重とこわか国体・とこわか大会の

会長挨拶・方針発表

ゲストスピーチ

前年度皆出席者表彰〈皆出席19名〉

会長 L.宮本 一男

ZCご挨拶

ZC(RC兼務)　L.宮木 康光
開催について』上川 秀明様



●9月2日(木)　９月第１例会（第1383回）在宅例会

●9月16日(木)　９月第２例会（第1384回）在宅例会

●10月7日(木)　１０月第１例会（第1385回） 於) 上野フレックスホテル

L.斉木 宏之　サラヤグループ　　　　　　 　 
　　　　　　　　　　　　　　 ヒルホテルサンピア伊賀

L.中村 明良　L.大石 幸生　L.松崎 道雄

モデルクラブ表彰 L.中村 明良(前会長)

寺田 浩和　様

『コロナ禍における
伊賀市社会福祉協議会の活動について』

新会員入会式

ゲストスピーチ

LCIFキャンペーン100アワード 会員増強キー賞

アワード伝達

L.保田 耕三郎　L.峰 公子

スポンサー L.中田 純一



●10月21日(木)　１０月第２例会（第1386回）３LC合同アクティビティ於) 敢国神社

●11月４日(木)　１１月第１例会（第1387回） 於) 上野フレックスホテル

●11月25日(木)　１１月第２例会（第1388回）在宅例会

●12月9日(木)　１２月第１例会（第1389回）在宅例会

終身会員　L.前澤信男

LCIF MJF(メルビンジョーンズフェロー)楯・バッジ伝達

L.宮本 一男(2回目)　L.森野真治(2回目)　L.岡村幸二(1回目)

環境保全・労力奉仕作業

メンバースピーチ

『伊賀上野ライオンズクラブの原風景』



●12月18日(土)　伊賀上野ライオンズクラブ杯小学生バレーボール大会

●12月23日(木)　１２月第２例会（第1390回）クリスマス例会 於) 上野フレックスホテル

ピアノ：橋本 宏美様　サックス：増田 江美子様

優勝：上野北JVC　　　準優勝：阿山JVC　　　（敢闘賞：中瀬JVC）

クリスマスミニコンサート



●1月6日(木)　１月第１例会（第1391回）新年例会 於) 敢国神社

アワード伝達 キャンペーン100アワード

青山太鼓

ご祈祷



新年の挨拶

会長　Ｌ．宮本 一男

年男「今年の抱負」

金婚式おめでとう

　　　　　　L.川上 善幸　　　　　　　　　　　　　　L.大田 雅継　　　　　　　　　　　　　 　L.本城 祐貴

L.岡村　幸二　LL.清子様（S.47．4．29ご結婚）



●1月20日(木)　１月第２例会（第1392回）短縮例会 於) 上野フレックスホテル

●2月3日(木)　２月第１例会（第1393回） 指名例会（ZOOM） 於) 上野フレックスホテル

●2月17日(木)　２月第２例会（第1394回）在宅例会 於) 上野フレックスホテル

●3月3日(木)　３月第１例会（第1395回）　選挙例会（Zoom） 於) 上野フレックスホテル

会　　 　　長 Ｌ．澤野　恭史 二年理事 Ｌ．嶋　忠彦

前　 会　 長 Ｌ．宮本　一男 　　　〃 Ｌ．松崎　道雄

第一副会長 Ｌ．太郎館　学 一年理事 Ｌ．峰　公子

第二副会長 Ｌ．籠井　浩美 　　　〃 Ｌ．福岡　正康

会員委員長 Ｌ．中村　明良 計画委員長 Ｌ．堀岡　孝

第三副会長 Ｌ．森野　真治 副幹事 Ｌ．藤室　伸一

幹　　 　　事 Ｌ．吉川　勝善 テールツイスター Ｌ．山元　潤二

会　　 　　計 Ｌ．大田　智洋 ライオンテーマー Ｌ．奥村　悦二

PR・IT委員長 Ｌ．長島　祥行

副テールツイスター L.田中　敏也

会 計 監 査 Ｌ．上田　宗久 〃 L.井ノ口　裕紀

　　　〃 Ｌ．中田　純一 副ライオンテーマー L.関本　和人

〃 L.安屋　敦史

●3月17日(木)　３月第２例会（第1396回）短縮例会 於) 上野フレックスホテル

                                                                                  L.濱地　幸昌

会長挨拶

2022～2023年度クラブ役員決定

モナーク・シェブロン賞贈呈

                     L.太郎館　学                     L.大石　幸生　             L.嶋　　忠彦



●4月7日(木)　４月第１例会（第1397回） 花見例会 於) メナード青山リゾート

●4月24日(日)　４月第２例会（第1398回） 於) 松阪市クラギ文化ホール

ゲストスピーチ：青山放課後児童デイサービス　こごみのひろば

児童発達支援管理責任者
施設長　　 辻　　富紀　様

桝異　佑一　様

『当社における障害児童支援のあゆみ』



●5月12日(木)　５月第１例会（第1399回） 於) 上野フレックスホテル

L.石原　和夫

黄綬褒章受章おめでとう

『クイズで学べるライオンズ』 ～ライオンズクラブの沿革・歴史について～　（DVD視聴)



●5月28日(土)　５月第２例会（第1400回）

●6月2日(木)　６月第１例会（第1401回）助成金贈呈 於) 上野フレックスホテル

・ 伊賀市青少年育成市民会議 会長 中井　洸一 様

・ 伊賀市BBS会 会長 様

・ 子ども食堂わいわい いがっこ 代表 伏見　洋子 様

・ ひまわりデイセンターふっくりあ 統括管理者  様

・ 放課後児童デイサービスこごみのひろば 施設長 辻　富紀様 様

　　　　　　　　チャイルドサッカー大会U-8/U-6　　於)どんぐりパークこどもスタジアム

《U6の部》　1位：FC.Desafio　2位：どんぐりSC U6　3位：ブルーモンキーズ

助成金贈呈

《U8の部》　1位：ゴラッソ　2位：FC.Avenidasol U8　3位：名張箕曲SC

奥西 利江

田邊　寿



●6月16日(木)　６月第２例会（第1402回）チャーターナイト例会 於) ヒルホテル サンピア伊賀

今年度スポンサーへ記念品贈呈 三役へ記念品贈呈

L.中田　純一

宮司昇進おめでとう

神職階位　浄階　神職身分一級　L.太郎館 学

～懇親会～



№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

#

久米小学校

崇広中学校

城東中学校

緑ヶ丘中学校

島ヶ原小学校

伊賀白鳳高校

神戸小学校

神村学園
高等部伊賀

2021年12月14日（火）

2021年10月15日（金）

2021-2022年度　　薬物乱用防止教室

上野西小学校

2022年1月7日（金）

2022年1月14日（金）

2021年12月20日（月）

学校

2021年7月12日（月）
2021年10月4日（月）

日にち

青山小学校

2021年11月22日（月）
2021年12月10日（金）

2021年10月22日（金）



今年度は『健康で明るく前向きに We Serve』をスローガンにクラブ
運営を進めて参りました。
引続きコロナ禍のもとクラブ間行事や恒例行事も変更・中止といっ
た影響は有りましたが、チャイルドサッカー大会・小学生バレーボー
ル大会、３LC 合同アクティビティ(敢国神社前の桜の手入れ)等を無
事行うことが出来ました。
また薬物乱用防止教室は各校において感染対策にご協力いただき
実施致しました。
例会につきましては初の試みで『Zoom例会』を行い、ウィズコロナ時
代の今後のクラブ運営における新たな選択肢としての提案になった
のではと考えております。
幹事 L.森野真治、会計 L.岡村幸二、事務局をはじめ各理事会・委
員会の皆様に支えていただき、クラブメンバーの皆様のご理解・ご
協力により1年間無事に乾燥することが出来ましたこと、心より感謝
申し上げます。本当にありがとうございました。

【第58代　会長　Ｌ.宮本 一男】

退 任 の ご 挨 拶

L.斉木 宏之（2021年10月7日入会）

サラヤグループ ヒルホテルサンピア伊賀

スポンサー L.中田 純一

「この度は伊賀上野ライオンズクラブへ入会させて頂き、誠

に有難う御座いました。地域貢献の活動を通して歴史と伝

統あるクラブの会員メンバーとして恥じない行動を心掛けて

いく所存で御座います。

ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。」



　

　

　

【幹事 Ｌ.森野 真治】

今年一年も引き続きコロナ禍となり、予定の中止や変更等、皆様

には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、理事や各委員長はじ

め会員の皆様のご協力により、何とか無事に一年を終えることが

できました。

コロナ禍も３年目となり、また日本ライオンズからもコロナ禍での

運営指針が出されたため、例会のWEB開催やテイクアウト可能な

食事の提供等チャレンジをしながら、書面例会の回避に努めてま

いりました。

今後も第7波をはじめ予断を許さない状況ですが、次年度役員の

皆様にはどうかよろしくお願い申し上げます。

【会計 Ｌ.岡村 幸二】

2021年度から2022年度の会計としての任期が終了しました。

今期も在宅例会、WEBによる例会など経験したことのない会議運

営を経験させていただきました。

他クラブとの交流などほとんどできない内に任期終了したことに

少し物足りなさも残りますが、無事に次期会計の大田智洋ライオ

ンにバトンタッチ出来ました。

今年度こそコロナが収束し奉仕活動等がスムーズに行えるよう

願っております。

クラブの皆様方には1年間大変お世話になりましたこと改めてお

礼申し上げます。

有難う御座いました。

Thank you for everything.


