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認　　証　　状
ライオンズクラブ国際協会

ここにおられる各位に対し挨拶を送る

ライオンズクラブ国際協会はここに氏名が添えられている会員、全ての入会会員
及びその後継者たちに対し、日本国大阪府池田市の池田ライオンズクラブの名の
下に、国際協力の現行法及び未来に規定される規則に基づき、ライオンズクラブ
国際協会の会員に与えられている全ての権利と特権を保持するローカル・クラブ
の設置を認容し、この憲章を与えるものとする。
この憲章は、ここに記された日及びローカルクラブ会員が国際協力の規則に
従う時に効力を生じる。
さもなければ、この憲章は無効となる。
上記の証拠として、ライオンズクラブ国際協会は、国際会長、幹事に署名を
する権限を与え、我々の主の統治したまう1959年12月3日に協会の証印を付する
ものとする。
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池田ライオンズクラブ

ス ポ ン サ ー ク ラ ブ 川西ライオンズクラブ

国 内 結 成 順 位 No. 149

335-B地 区 結 成 順 位 No. 11

ク ラ ブ 番 号 No. 4463

ク ラ ブ 結 成 日 1959年11月4日

チ ャ ー タ ー 伝 達 式 1960年5月14日

エクステンションクラブ

豊中ライオンズクラブ
335－B地区・5R・1Z（1960年4月20日結成）

吹田ライオンズクラブ
335－B地区・5R・2Z（1961年9月22日結成）

北摂ローズライオンズクラブ
335－B地区・5R・1Z（2003年6月18日結成）
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ご あ い さ つ

池田ライオンズクラブ　会　長　　深 井  学

記念誌発刊の寄稿に際し、現在世界中で蔓延しております新型コロナウイルスの
感染拡大により、ライオンズメンバー皆様の事業を取り巻く環境に深刻な変化が
起こり、甚大な影響が出ておりますこと、謹んでお見舞い申し上げます。
さて、池田ライオンズクラブは1960年、川西ライオンズクラブをスポンサーに、

335－B地区では11番目、5Rエリアでは最初のクラブとして誕生し、本年60周年を
迎えました。
周年記念はクラブの過去を顧みると同時に、将来に目を向ける適切な機会でも
あります。また60年は人の年回りで「還暦」といい、元の暦に戻り再スタートの
意味合いから、本年のテーマを「持続可能な奉仕で未来に繋ぐ」とし、奉仕事業の
改善や拡張の機会を求めてスタート致しました。青少年育成事業を中心に当初予定
した13の記念事業は、コロナ禍の影響で一部中止せざるを得えませんでしたが、
医療従事者へのフェイスシールドの寄贈を追加事業化するなど、計11の記念事業が
遂行できましたことは、行政各位、地域の皆様、335－B地区のライオンズの方々の
多大なるご支援、ご協力によるものと感謝申し上げます。
また、例会におきましてもコロナ禍発生後は集合開催の中止や感染対策の制約
開催となりましたが、メンバースピーチによる池田LC60年の歩み紹介やゲスト
スピーチによる時流の話題提供、335－A地区とのクラブ合同例会、宿泊例会など
充実が図れましたことは、奉仕の受益者ニーズを認識し、更にはメンバーの友情が
深まり持続的に団結し続けられる奉仕活動に展開されるものと確信しております。
最後になりましたが、本年度CN60周年記念事業にご協力いただきました池田
ライオンズクラブメンバーに感謝を申し上げるとともに、節目の記録として発刊
されるこの「CN60周年記念誌」の編集に無類なる力を発揮していただきました
道廣編集委員長はじめ編集委員の皆様にあわせて御礼申し上げます。
元号が変わって2年目は経済が大きく動くとのジンクスが「令和」の時代に
なっても起こりました。池田ライオンズクラブは時代の波を敏感に迅速に対応
しつつ、更なる奉仕活動を通じて、常に地域に愛される地域に根ざしたクラブで
あり続けます。

CN60周年を迎えて
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CN60周年実行委員長　　渡 辺 千 芳

神戸ライオンズクラブから尼崎ライオンズクラブ、川西ライオンズクラブ
へ、そして、池田ライオンズクラブが川西ライオンズクラブを親クラブと
して1959年に誕生しました。

1959年は、戦後復興から経済成長へ向かう頃で、当時からライオンズ
クラブは、地域のまちづくりへの支援と世界の課題解決のための事業を
行なっていたと思いますが、各種事業の責任を担う立場の人たちが「もの
の考え方」や「従業員を含めより良い人脈をどう作っていくのか」などを
懇談するサロンであったと思っています。その懇談がより質の高いもの
にするために、歴代の会長はじめ役員は月2回の例会やアクティビティを
充実させることに力を注いでまいりました。
今回の周年は、人間で言う「還暦」です。60年を顧みて、次の時代に
繋げていくための作業もしなければならないと思っています。例会の進め
方、会費、会員のあり方（女性会員・家族会員・賛助会員）、例年通りに
各負担金を拠出するのかなどです。
「池いけ祭りへの参加」「子ども文楽鑑賞会」「池田ライオンズカップ争奪
少年サッカー大会」などアクティビティを円滑に進めていき、記念講演
会、記念ゴルフ大会、記念式典・祝宴という大きな事業を行なっていこうと
していた時、新型コロナウイルスが世界中に蔓延し中止に追い込まれま
した。
このウイルス災害に対して、我々ライオンズクラブはどのような対策
をしなければならないか考えなければなりません。医療関係者への支援、
感染予防への支援、社会的弱者への支援などです。

70周年に向けて、池田ライオンズクラブはいろいろな団体と連携を
しながら池田市のまちづくりを支援し、社会的に困っている人たちに手を
差し伸べるアクティビティを行なっていくことを誓います。

60年（還暦）を迎えました！
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祝 　 辞

池 田 市 長　　冨 田 裕 樹

池田ライオンズクラブが60周年を迎えられましたことを心からお祝い
申しあげます。
日本で149番目に認証されて以来、60年もの永きにわたり「We Serve

（我々は奉仕する）」のモットーのもと、歴代会長をはじめとする会員の皆様
方の並々ならぬ情熱とご尽力のもとに、さまざまな活動に取り組まれ、地域
社会に貢献されてこられました。
また、「持続可能な奉仕で未来に繋ぐ」という会長テーマをもって取り
組まれている各種事業や奉仕の精神は、人々の心を豊かにするだけでは
なく、「まち」をも豊かにしていただいています。心から敬意を表し、
感謝申しあげます。
本市におきましても、先人たちが育んでこられた素晴らしい池田のまち
を更に発展させ、次世代を担う子どもたちに引き継いでいくため、最先
端技術を駆使し、住民サービスの維持・向上をめざす各種政策を展開し、
持続可能なまちづくりを進めてまいりますので、皆様のより一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
池田ライオンズクラブのますますのご発展と、会員皆様のご健勝と
ご多幸を祈念申しあげまして、60周年のお祝いの言葉とさせていただき
ます。

CN60周年記念に寄せて



7

60th Anniversaryththth★
★

★★★★

池田ライオンズクラブの皆様、チャーターナイト60周年をお迎えに
なり、誠におめでとうございます。335－B地区メンバーと共に、心から
お喜び申し上げます。
貴クラブは1960年5月に川西ライオンズクラブのスポンサーによっ

て認証状の伝達が行われて以来、早くも60年と云う歳月が経ちました。
その間、豊中ライオンズクラブ、吹田ライオンズクラブ、北摂ローズライ
オンズクラブをエクステンションされ、様々な活動を通じてライオニズムの
発展のために尽力頂きました。
クラブ発足以来、歴代会長・幹事・メンバー各位のご努力とご活躍に
より、多大な功績を残されました。
今年度はチャーターナイト60周年記念アクティビティとして「子ども
文楽鑑賞会」を開催され、子供たちに日本の伝統文化の大切さを伝えられ
ました。国際平和ポスターや植樹等、多岐に渡っての奉仕活動は、われ
われの精神である「We Serve」そのものであり、皆様のご功績に敬意を
表す次第であります。
本年度、深井会長はテーマを「持続可能な奉仕で未来に繋ぐ」とされ、
伝統を重んじ、ライオンズクラブ国際協会の方針を実践され、メンバーが
一丸となられた結果、奉仕の輪が拡がり、クラブの大躍進に繋がったこと、
大変喜ばしく感じています。
この度のチャーターナイト60周年を契機に、更なる発展を期待致し

ますとともに、貴クラブの皆様と御家族の方々のご健勝とご多幸を心より
お祈り申し上げ、お祝いの言葉と致します。

祝　　　辞

ライオンズクラブ国際協会335－B地区
2019～ 2020年度地区ガバナー　　田 中 敏 朗
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池田ライオンズクラブが結成60周年をめでたく迎えられましたことに、
心よりお慶びを申しあげます。会員のみなさまはもとより、ご家族のみな
さまや関係される全ての方々にお祝いを申しあげます。本当におめでとう
ございます。
「持続可能な奉仕で未来に繋ぐ」という、まさにCN60周年にふさわ
しい会長スローガンのもと、今日まで様々なアクティビティを通して
「We Serve」の理念にふさわしい奉仕活動を展開してこられました。

1960年5月14日、全国で149番目に認証されて以来の貴クラブの軌跡は、
スポンサークラブとしてまさに名誉なことと感謝申しあげます。
本年の干支は、「庚子（かのえね）」の年であり、これまでの歴史を一区

切りして、新しい時代に向かって物事を始めるのにふさわしい年とのこと
です。
奇しくも、コロナウイルスによる感染拡大のために、東京オリンピッ
ク・パラリンピックが延期となり、なお感染の拡大が心配されるところで
ありますが、一日も早い収束を迎えて社会が落ち着き、安全で安心できる
社会や地域の実現のために、貴クラブの存在は必要不可欠であると思い
ます。60年という一つの節目を超えて、新たな活躍に大いに期待を寄せる
ところであります。
結びにあたり、貴クラブの益々の発展と会員のみなさまのご健康と
ご多幸を心よりご祈念申しあげましてお祝いの言葉とさせていただき
ます。

お祝いの言葉

川西ライオンズクラブ　会　長　　柳 谷 時 男
スポンサークラブ

祝 　 辞
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CN51周年
★2010年9月12日

2010年 第5回スペシャルオリンピックス日本
夏期ナショナルゲーム・大阪開催記念　トーチラン in 池田

★2011年3月25～ 27日　池田駅前

東日本大震災被災者救援活動5R合同募金

★2011年5月15日　高野山

第1238回例会　CN51周年記念バス例会
335－B地区　物故ライオンズ慰霊祭に出席
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★2011年9月20日　池田商工会議所

第1246回例会　ゲストスピーチ
東洋の魔女　谷田 絹子 様
東京オリンピック　バレーボール　金メダル

★2011年11月15日　五月山公園

池田ライオンズクラブ結成52周年記念植樹

★2012年3月14日　吹田市文化会館

第1258回例会　吹田ライオンズクラブCN50周年記念式典

CN52周年
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★2012年10月25・29日

人形劇観賞会
　池田市さくら・ひかり・なかよしこども・あおぞら幼稚園
青少年育成の一環として、京都女子大生による人形劇観賞
会を実施

★2013年2月19日　池田呉服座

第1280回例会　池田・吹田ライオンズクラブ合同例会

CN53周年
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★2014年2月19日　アサヒスーパードライ梅田

第1304回例会　池田・吹田ライオンズクラブ合同例会

★2014年5月20日　マスミ荘

第1310回例会　ゲストスピーチ
プロキックボクサー　皇治（田中 宏治）様
池田中学校出身でチャンピオンベルトを持って例会に出席

CN54周年
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★2014年12月5～ 7日　マスミ荘・池田高等学校グランド・USJ

CN55周年記念東北支援事業「少年球児ふれあいフェスタ」
福島県南相馬市の原町ライオンズクラブの協力のもと、現地
の少年野球選抜チームと池田市の少年野球チームで交流試合
を開催

★2014年12月6日　池田商工会議所

第1323回例会
原町ライオンズクラブのメンバーと少年野球
チームの子供たちが表敬訪問

★2015年2月7日　池田市立山の家

青少年育成事業「山の家餅つきふれあいの集い」
池田フリースクールの子供たちに餅つきを
体験

CN55周年
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★2016年4月28日　池田駅前

熊本地震災害支援募金活動

★2016年6月7日　梅田呉服座

第1359回例会　梅田呉服座観劇例会

CN56周年
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★2016年8月8～ 10日　北豊島中学校グランド・甲子園球場

東北支援事業「少年球児ふれあいフェスタVer.2」
福島県南相馬市の「原町ジュニアメッツ」チームと
池田市の「池田レッドアーミー」チームで交流試合を開催

★2016年8月9日　池田商工会議所

第1363回例会　原町ライオンズクラブのメン
バーと少年野球チームの子供たちが表敬訪問

★2016年8月23日　京都　鴨川畔「鶴清」

第1364回例会　納涼例会

CN57周年
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★2017年11月21日　池田小学校

池田市の小学生高学年を対象とした「小学生落語鑑賞会」

★2017年11月25・26日　池田駅前てるてる広場

池田ゆかりの織姫伝説をPRするイベント「いけだまつり」に
「イカ焼き」を初出店

★2018年5月9日　池田呉服座

第1405回例会　池田・豊中ライオンズクラブ合同観劇例会

CN58周年
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★2018年8月21日　なんばグランド花月・がんこ　なんば本店

第1412回例会　納涼例会　吉本新喜劇を観劇

★2019年4月20日　宝塚ホテル

川西ライオンズクラブCN60周年記念式典

★2019年5月7日　池田商工会議所

第1429回例会
　元会長例会　出席100％達成

★2019年6月8日　池田市緑のセンター

里山あそび隊　開校式
池田市の小学生を対象とし、五月山での自然体験活動を通じて
子どもたちの豊かな心や自立心を育てる事と環境保全活動を通
じて五月山の（里山）大切さについて次世代を担う子供たちに伝
えることを目的としたアクティビティ

CN59周年
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CN60周年記念事業

YCE受け入れ　2019年7月3日～ 31日

ライオンズ屋台「池いけ祭り」　2019年10月26・27日　石橋駅前公園

Mr. Henry Price（米国 17歳）

ホストファミリー
　伏見 章子 様・松本 裕子 様

イカ焼き販売
アクティビティーの時、メンバーが
着用する「クラブベスト」を作製
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こども文楽　2019年11月26日　池田市民文化会館

少年サッカー大会「池田ライオンズカップ」　2019年12月7日 池田北高校グランド

池田市小学校児童（6年生）

協賛：池田市制施行80周年記念事業
共催：池田市教育委員会

池田・豊中・箕面・川西・能勢8チーム
後援：池田市・池田市教育委員会
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◇文楽太夫豊竹睦太夫

◇文楽人形遣い吉田玉助

池田ライオンズクラブ60周年記念事業

池田市政施行 80周年記念事業
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◇文楽三味線鶴澤友之助

◇文楽人形遣い吉田玉勢

◇文楽人形遣い吉田玉彦

◇文楽人形遣い吉田玉征
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CN60周年記念事業

5R年末合同献血・骨髄バンクドナー登録会　2019年12月29日 池田駅前てるてる広場

第32回国際平和ポスター作品の展示及び表彰式  2020年2月3日～ 7日 池田市役所1階ロビー

国際平和ポスター掲示板 設置  2020年5月27日 CN50周年記念時計台 付近
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交通安全啓発塔のリニューアル　2020年3月17日 国道173号線

交通安全啓発塔 池田警察署長より感謝状授与　2020年5月26日 池田警察署

「ちょっとの脇見が事故のもと」
「心と車間にゆとりを」
協賛：池田市制施行80周年記念事業

記念講演「命の授業」　2020年2月29日　池田市民文化会館

「命の授業」本の寄贈　2020年5月26日　池田市教育委員会

講演家　腰
こし

塚
づか

勇
はや

人
と

 氏
協賛：池田市制施行80周年記念事業
共催：池田市教育委員会

※新型コロナウイルス感染拡大のため中止

※国道173号線「古江町」交差点より木部町方面へ約150m

R176

荘園

天神

至 池田

至 空港

阪急宝塚線「石橋阪大前」駅西出口下車（急行停）西へ徒歩5分

至 大阪梅田

至
箕
面

至
神
戸

至
伊
丹

至
箕
面

公園
巽外科

コンビニ

赤い橋

商店街

喫茶店

R171バイパス

旧 R171

ロイヤルホスト

住吉 阪大下

文

交
宣
真

花
屋

石
橋
阪
大
前

池田市民
文化会館
072－761－8811

N

腰塚勇人氏（こしづかはやと）プロフィール

の
授
業

の
授
業

～ドリー夢メーカーと今を生きる～
池田ライオンズクラブCN６０周年記念講演

こし づか はや と

入場無料
FAXにて参加登録が必要。
詳しくは裏面をご覧下さい。

日時／
開場 13：30　開演14：00

会場／池田市民文化会館
　　　　　　　　　　  小ホール

問合せ／池田ライオンズクラブ
 〒563-0025　池田市城南 1-1-1
 TEL/072-752-1372　FAX/072-752-4404
 URL/http://www.ikedalionsclub.com

駐車場は数に限りがあります。また周辺道路は混雑いたし
ますので、ご来場の際は公共交通機関のご利用をおすすめ
いたします。

講師：講演家 腰塚　勇人 氏

2020年2月29日（土）

主催／池田ライオンズクラブ　　共催／池田市教育委員会

定員
230名
（先着順）
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CN60周年記念事業

CN60周年記念式典・祝宴　2020年5月19日 ホテル阪急インターナショナル

記念植樹（ライオンズ庭園） 2020年5月21日 池田市給食センター 正面敷地内

※新型コロナウイルス感染拡大のため中止

新型コロナウイルス対策支援事業　2020年5月1日

市立池田病院からの要請を
受け、現在不足しがちな医療
用品のうち、フェイスシールド
1,000枚を寄贈する。

池田市立学校給食センター完成に伴い池田ライ
オンズクラブより池田市教育委員会へ記念植樹
を行いました。

里山あそび隊 閉校式　2020年3月28日　五月山「すがたに広場」

記念ゴルフ大会　2020年4月6日　伏尾ゴルフ倶楽部

修了書を授与

※新型コロナウイルス感染拡大のため中止
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CN60周年記念例会
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CN60周年記念例会

第1433回例会　新年度初例会

第1434回例会　YCE来日生・ホストファミリーが例会訪問

第1435回例会　納涼例会

《入会式》
L 森田 祐生
L 山田 勝也

《YCE来日生》
Mr. Henry Price（米国 17歳）

2019年7月2日　池田商工会議所

2019年7月16日　池田商工会議所

2019年8月6日　京都貴船床料理「ひろや」
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第1436回例会　池田・伊丹ライオンズクラブ初めての合同例会

第1437回例会　5R地区役員・委員の職務訪問

第1438回例会　地区ガバナー公式訪問　5R1Z 7クラブ合同例会

《ゲストスピーチ》
京都大学iPS細胞研究所　渡辺 文隆 様

《入会式》
L 青木 誠

2019年8月20日　池田商工会議所

2019年9月3日　池田商工会議所

2019年9月18日　千里阪急ホテル
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CN60周年記念例会

第1439回例会　メンバースピーチ

第1440回例会　結成60周年記念一泊例会

第1441回例会　朝粥例会

《メンバースピーチ》
L 森岡 政晴
テーマ
「池田ライオンズクラブ

60年のあゆみ」

2019年10月1日　　池田商工会議所

2019年10月15・16日　エクシブ有馬離宮

2019年11月3日　久安寺
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第1442回例会　ゲストスピーチ

第1443回例会　ゲストスピーチ

第1444回例会　クリスマス例会

《ゲストスピーチ》
ハズしまぶくろクリニック　院長　島袋 隆 様

《ゲストスピーチ》
東広野ゴルフ倶楽部　取締役支配人　森宗 正明 様

2019年11月19日　池田商工会議所

2019年12月3日　池田商工会議所

2019年12月15日　ホテル阪急インターナショナル
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CN60周年記念例会

第1445回例会　新年初例会

第1446回例会　ゲストスピーチ

第1447回例会　ゲストスピーチ

《ゲストスピーチ》
映画評論家/フリーアナウンサー　津田 なおみ 様

《入会式》
L 木村 薫

《ゲストスピーチ》
関西電力㈱営業本部・地区エネルギー本部（兼）
担当部長　西村 陽

きよし

 様

　テーマ「電気の歩みと未来」

2020年1月7日　田まい

2020年1月21日　池田商工会議所

2020年2月4日　池田商工会議所
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第1448回例会　池田・吹田ライオンズクラブ合同例会

2020年3月3日
第1449回例会

2020年4月21日
第1452回例会

2020年4月7日
第1451回例会

2020年5月26日
第1454回例会

2020年3月17日
第1450回例会

2020年5月12日
第1453回例会

《特別ゲスト》
　千賀ノ浦 親方　　大　関　貴景勝 関

2020年2月19日　がんこ梅田本店

※上記6回は新型コロナウイルス感染拡大のため文書例会

第1455回例会　自粛明け例会

《入会式》
L 中西 考一

2020年6月2日　池田商工会議所
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CN60周年記念例会

第1456回例会　最終例会
2020年6月16日　池田商工会議所

《ライオンズクラブ国際財団キャンペーン 100アワード贈呈》
L 竹本 實生　L 邑上 治兵衛　L 深井 学　L 渡邉 千芳

《次期会長  挨拶》
L 田波 篤人

《次期幹事  挨拶》
L 丸岡 勤

《木槌のバトンタッチ》
L 深井 学　L 田波 篤人

《テール・ツイスターのタスキのバトンタッチ》
L 西村 勝正　　　　　　 L 岡崎 敬一

L 谷畑 元昭　L 森田 茂稔
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CN60周年記念品

CN60周年記念品 完成（タツタジャム製） 2020年5月23日　池田市上池田

■ タツタジャム
2012年、父の作る夏ミカンマーマレードを原点として
家族3人で開業、現在は姉妹でお店を経営。国産無農薬
野菜を中心に使用し完全無添加の手作りジャム専門店

2016年 ダルメインマーマレード世界大会〔英国〕
金賞受賞

2018年 上記世界大会 金賞・銀賞・銅賞受賞
2020年 上記世界大会 金賞・銀賞・銅賞受賞

★タツタジャムのこだわり抜いた味と品質が
　世界に認められました。

甘夏マーマレード、キウイフルーツ、柚子の
ジャム3点ギフトセット
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物故ライオンご芳名

物故会員名 入会年月 逝去年月日 享年

故故 不破　健雄不破　健雄 1964.111964.11 191966.66.08.8.033 5757

故故 佐藤剱之助佐藤剱之助 1960.101960.10 191967.67.03.263.26 7676

故故 竹内　千一竹内　千一 チャーターメンバーチャーターメンバー 191969.69.01.301.30 5353

故故 平安　三郎平安　三郎 チャーターメンバーチャーターメンバー 191970.70.06.156.15 6161

故故 鈴木　正男鈴木　正男 1960.1960.022 191974.74.08.298.29 7575

故故 萩尾　　恭萩尾　　恭 チャーターメンバーチャーターメンバー 191975.75.08.188.18 6868

故故 西谷作太郎西谷作太郎 1973.101973.10 191978.78.04.164.16 6363

故故 米津　禎三米津　禎三 1960.101960.10 1978.1978.09.199.19 8383

故故 足立　喬平足立　喬平 1961.101961.10 1978.1978.09.219.21 5959

故故 林　　正雄林　　正雄 1970.1970.044 1980.1980.01.201.20 7373

故故 奥田　卓司奥田　卓司 1961.1961.033 1981.1981.02.232.23 5757

故故 伊藤　延雄伊藤　延雄 チャーターメンバーチャーターメンバー 1981.1981.02.252.25 6969

故故 文殊祐三郎文殊祐三郎 1960.1960.022 1981.10.211981.10.21 8181

故故 中村　一二中村　一二 1960.101960.10 1982.1982.04.4.099 7474

故故 加納清次郎加納清次郎 1960.1960.022 1983.1983.06.126.12 8181

故故 平井　周三平井　周三 チャーターメンバーチャーターメンバー 1983.1983.09.279.27 7575

故故 橋本　照清橋本　照清 1963.101963.10 1989.1989.03.303.30 8383

故故 亀井　虎茂亀井　虎茂 チャーターメンバーチャーターメンバー 1989.1989.08.138.13 7676

故故 森　　茂松森　　茂松 1970.1970.022 1990.1990.02.252.25 7878

故故 真鍋　　淳真鍋　　淳 1986.1986.022 1990.1990.06.296.29 6363

故故 木谷　宰三木谷　宰三 チャーターメンバーチャーターメンバー 1990.1990.07.307.30 7979

故故 細井　茂雄細井　茂雄 1960.101960.10 1990.1990.09.149.14 7676

故故 倉智敬一郎倉智敬一郎 1960.121960.12 1991.1991.01.1.011 8787

故故 辰己　良一辰己　良一 1971.101971.10 1992.1992.08.168.16 7070

故故 堀口　泰雄堀口　泰雄 チャーターメンバーチャーターメンバー 1992.12.181992.12.18 8686

故故 石田　一男石田　一男 1983.1983.022 1993.1993.02.2.088 7373

故故 那須　法道那須　法道 チャーターメンバーチャーターメンバー 1993.1993.02.152.15 100100

故故 三浦　道造三浦　道造 1961.1961.011 1995.1995.06.246.24 8585

故故 鵜飼貫三郎鵜飼貫三郎 1969.101969.10 1996.1996.02.212.21 9292

故故 堀　　  一堀　　  一 1962.1962.066 1996.11.191996.11.19 7272

故故 濱田　光利濱田　光利 1984.1984.022 1998.1998.06.226.22 6565

物故会員名 入会年月 逝去年月日 享年

故 三浦　春紀 1995.10 1998.12.27 46

故 楠田正一郎 1971. 7 1999. 2.27 68

故 佐藤　新三 チャーターメンバー 2000. 1.23 72

故 松室　　正 1965.11 2000. 3.19 67

故 砂崎　良治 1990.12 2000. 5.23 64

故 渡邊　義之 1984. 2 2000. 9.13 75

故 吉田　博之 1988.10 2001.10.31 54

故 巽　　庄司 チャーターメンバー 2003. 3. 6 88

故 田村　元彦 1983. 2 2003.10.22 62

故 今田　　豊 チャーターメンバー 2004. 3. 8 82

故 新田　清治 チャーターメンバー 2004.11. 3 82

故 木下　重郎 チャーターメンバー 2005. 6.24 79

故 湯川　種一 1963.10 2005. 7.20 95

故 浅井　定一 1971.10 2006. 1.22 103

故 多田　照男 1971.10 2007. 3. 6 80

故 川邊　一彌 1985. 8 2008.11.18 90

故 麻生庄次郎 チャーターメンバー 2010. 7.10 105

故 清水　茂夫 1967. 3 2010.11.24 88

故 池内　　彰 1968. 1 2010.11.30 88

故 八尾　恒雄 チャーターメンバー 2010.12. 6 88

故 池田　厚遵 1968.10 2011. 7.17 85

故 池田　　篤 2010. 6 2011. 8. 8 48

故 大東　勝治 1989. 2 2012. 3. 7 73

故 峰本　方幸 2000. 9 2012. 4.11 68

故 槇野幾之輔 チャーターメンバー 2012.10.21 96

故 松島　見龍 1979.10 2014. 5.12 86

故 岩田正太郎 チャーターメンバー 2014.10. 3 94

故 吉富　久泰 2000. 1 2015. 1.28 82

故 林　　孝浩 2003. 2 2016. 3.30 56

故 藤井　徳七 1973. 3 2017. 8.11 91

故 河原　嘉和 1993.10 2018. 1.14 66
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物故ライオン追悼の会
2019年12月3日　池田商工会議所
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歴代三役一覧表

期 年度 会長名 幹　事 会　計

1 1960 堀口　泰雄 甲川　良三 平安　三郎

2 1961 那須　法道 佐味　　積 山本　谷雄

3 1962 佐藤剱之助 岩田正太郎 中島　　誠

4 1963 倉智敬一郎 西田　太郎 今関　良蔵

5 1964 山本　谷雄 亀井　虎茂 中井　孝三

6 1965 文殊祐三郎 新田　清治 麻生庄次郎

7 1966 米津　禎三 麻生庄次郎 細井　茂雄

8 1967 木谷　宰三 八尾　恒雄 足立　喬平

9 1968 亀井　虎茂 木下　重郎 奥田　卓司

10 1969 佐味　　積 今田　雄隆 橘高　邦典

11 1970 萩尾　　恭 堀　　　一 笠松　元一

12 1971 巽　　庄司 丸山　英夫 原田　光利

13 1972 麻生庄次郎 醍醐　　克 依田　忠和

14 1973 槇野幾之輔 原田　光利 鶴原　三郎

15 1974 岩田正太郎 松室　　正 池田　厚遵

16 1975 甲川　良三 森　　　敏 森　　茂松

17 1976 細井　茂雄 竹本　實生 三浦　道造

18 1977 橘高　邦典 鶴原　三郎 西谷作太郎

19 1978 鵜飼貫三郎 西川　宣之 平安　弌作

20 1979 新田　清治 楠田正一郎 丸尾　芳郎

21 1980 岡崎　卓司 辰己　良一 余　　金塗

22 1981 今田　雄隆 森岡　政晴 湯川　種一

23 1982 清水　茂夫 藤井　徳七 西垣　四良

24 1983 堀　　　一 西田　輝雄 伊丹　俊雄

25 1984 丸山　英夫 松本　豊行 岸野　良吉

26 1985 八尾　恒雄 山本　浩巳 西田　輝雄

27 1986 鶴原　三郎 淡河　武彦 市川　彦市

28 1987 木下　重郎 福岡　隆廣 川邊　一彌

29 1988 池内　　彰 田村　元彦 丸岡　浩作

30 1989 松室　　正 平安　弌作 藤井　徳七

期 年度 会長名 幹　事 会　計

31 1990 池田　厚遵 濱田　光利 淡河　武彦

32 1991 藤井　徳七 丸岡　浩作 山本　浩巳

33 1992 森　　　敏 中村　良行 田村　元彦

34 1993 笠松　元一 阪口　勝義 横山　一雄

35 1994 竹本　實生 邑上治兵衞 藤井　徳七

36 1995 楠田正一郎 田中　英雄 木下　重郎

37 1996 平安　弌作 藤沢　康雄 内田　秀樹

38 1997 福岡　隆廣 山中　清利 小島　　隆

39 1998 鳶巣　　弘 大東　勝治 田村　元彦

40 1999 邑上治兵衞 藤田　一三 井上日出男

41 2000 田村　元彦 河原　嘉和 木下　重郎　

42 2001 淡河　武彦 井上日出男 黒川　　學

43 2002 中村　良行 小島　　隆 吉冨　久泰

44 2003 藤田　一三 西村　勝正 玉木　幹二

45 2004 山崎　勝二 原　　龍生 峰本　方幸

46 2005 森岡　政晴 木村　和資 西川　宣之

47 2006 河原　嘉和 中岡　嘉弘 加納　邦彦

48 2007 渡邉　千芳 林　　孝浩 淡河　武彦

49 2008 小島　　隆 渡邉啓一郎 山崎　勝二

50 2009 西村　勝正 竹永　徹弥 井上日出男

51 2010 木村　和資 池田　公夫 生田　雅之

52 2011 井上日出男 森　　孝善 林　　孝浩

53 2012 原　　龍生 逢坂　　博 竹永　徹也

54 2013 池田　公夫 竹村　一郎 渡邉　千芳

55 2014 竹永　徹也 森田　茂稔 渡邉啓一郎

56 2015 森　　孝善 田波　篤人 藤田　一三

57 2016 逢坂　　博 深井　　学 原　　龍生

58 2017 竹村　一郎 道廣　修二 井上日出男

59 2018 渡邉啓一郎 魚谷　顕一 森田　茂稔

60 2019 深井　　学 田村　佳寛 砂崎　　洋
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CN60周年実行委員会　組織図　2018年9月　～　2020年6月

実行委員長
渡邉　千芳

副実行委員長
田波　篤人

第60代幹事
田村　佳寛

副実行委員長
森田　茂稔

副実行委員長
西村　勝正

実行委員長補佐
藤田　一三

第60代会長
深  井　学

顧　　問
竹本　實生
邑上治兵衞

式典・祝宴委員会
（記念誌・記念品）

　◎ 道廣　修二
　〇 竹村　一郎
 丸岡　　勤

 逢坂　　博

 井上日出男

 原　　龍生

 森畠　弘和

 牧野　紀男

 島田　秀樹

事 務 局 員
　　 長岡佳代子

記念ゴルフ委員会

　◎ 森　　孝善
　〇 池田　公夫
　〇 岩嵜　　弘
 淡河　武彦

 魚谷　顕一

 山崎　実友

 村瀬　謙一

 繁田　秀文

アクティビティ
クラブ内事業委員会
　◎ 砂崎　　洋
　〇 渡邉啓一郎
 森岡　政晴

 木村　和資

 大島　康英

 宮地　基次

 竹永　徹也

 柏崎　孝二

 岡崎　敬一

 湯浅　桂輔

 谷畑　元昭

 岡村　卓生

 山崎　理史
◎印　委 員 長
〇印　副委員長

実 行 本 部





池田ライオンズクラブが結成されて60年。
私は入会5年目で、CN60周年の式典・祝宴
を担当させて頂く機会を与えられ、先輩方が
築いて来られた池田ライオンズクラブの歴史
を知る事が出来ました。

しかしながら、だれも経験したことの無い
新型コロナウイルスの感染拡大により、例会・
記念事業・記念式典が取りやめとなり、未だ
先の見えない状況が続いております。

60年の池田ライオンズクラブの歴史を、65
周年、70周年そして100周年に向けて繋いで
行く為に記念誌を編集致しました。

次のCN70周年式典を迎える時、大変な
時期だったと笑いながら功績を称えあえる
ように、今の自分に何が出来るかを考えて
行動していこうと決意致しました。

このような貴重な機会を与えられ感謝いた
します。ありがとうございました。

2020年6月　式典・祝宴委員会 
委員長　 道廣 修二

写真：「海津大崎の桜並木」（道廣 修二）

多くの人々が外出自粛で桜を見ることもまま
ならない日々の中、緊急事態宣言が発令される
直前に、幸いにも湖北のこの場所を訪れること
ができました。CN60周年、そして2020年の
想い出として、この桜の姿を少しでも皆様と
共有することができましたなら幸いに存じます。

編 集 後 記



池田ライオンズクラブ CN60周年記念誌

発　行　者：池田ライオンズクラブ
 〒563－0025 池田市城南1－1－1 池田商工会議所内
  TEL.072－752－1372　FAX.072－752－4404
   https://ikedalionsclub.com/
発行責任者：深井 学
編集責任者：道廣 修二
発行年月日：2020年6月30日
印　刷　所：セイコープロセス株式会社
 〒563－0033 池田市住吉1－2－6
  TEL.072－751－1525　FAX.072－762－1327
   https://www.seikoprocess.co.jp/





60th Anniversary

IKEDALIONSCLUB



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002768216b63752800310030003000700070006900270020306b57fa3065304f005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


