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ゾーン・チェアパーソン 各位
クラブ会長・幹事・クラブメンバー 各位
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ライオンズクラブ国際協会
３３０－A地区 ガバナー 細川 孝雄
ライオンズクラブソングコンペティションプロジェクトチーム
チームリーダー L坪谷 茂

ライオンズクラブソングコンペティション
第一次審査へのご協力のお願い
拝啓 深秋の候 330-Ａ地区メンバーの皆様におかれましては益々ご健勝にてご活躍のこととお慶
び申し上げます。
今期は細川ガバナーの施策のひとつでもあります、ライオンズクラブソングを330-Ａ地区発信で新しく
作ろうとのお願いを期首にてご提案させていただきました。
様々なご応募をいただき、深く感謝申し上げます。
第１回キャビネット会議にてご案内させていただきましたが、なるべく多くのメンバーの皆様にこのプロ
ジェクトにご参加いただきたく、現状にて応募のありました作品に関しまして、各クラブの皆様に審査を
していただきたくお願い致します。
審査方法
現在応募していただいております、作品の歌詞を次項よりナンバリングして掲載致してあります。
クラブ投票
各クラブにて持ち帰っていただき、投票にて３曲選択してください （順番付けはなしで大丈夫です）
各クラブからの投票は11月末までに所属ゾーンのZCに提出していただけますようお願い申し上げます。
最終審査におきましては皆様の投票を十分に考慮し、ガバナー細川孝雄を筆頭としたプロジェクト
チームにて行わせていただき、発表させていただきます。
選ばれた作品をコンプリートアルバムとしてこの先に残していきたいと想っております。
その際にはご協力いただきました各クラブ名をCDの印刷物に明記させていただきたいと想っておりま
す。
なにとぞネクストセンチュリーに残す330-Ａ地区発信のレガシーに皆様のお名前を刻ませてください。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
敬 具

応募作品-1

応募作品-2

さざなみのように

我らのライオンズクラブ

緑に映える 日のもとの
エリアを超えた 友愛が
織りなす叡智 豊な心
歴史重ねて 幾星霜
吾等が祈り ウィ サーブ

我らの御旗は 正義の証
燃え上がる情熱 奉仕に注げ
意欲と 知性と 野心を活かせ
ライオンズ ライオンズ
我らの 我らの ライオンズクラブ

紫紺の旗を なびかせて
届けよ愛の 真心と
さざなみのような ほほえみを
伝統守って かがやける
吾等の誇り ウィ サーブ

我らのL字は 弱きを助け
喜びと感謝を 糧にして
夢と希望を 社会に放て
ライオンズ ライオンズ
明日への 未来の ライオンズクラブ

広く大きな 青空に
未来見すえて 奉仕満ち
自由と平和 高らかに
情熱つむいで 限りなく
吾等は叫ぶ ウィ サーブ

我らの力は 壮大なるパワー
弱きを助けて 愛を注げ
自由と 正義と 仲間を守れ
ライオンズ ライオンズ
世界の 我らの ライオンズクラブ

応募作品-3

応募作品-4

われらライオンズ

私はライオンになりたい (曲あり)

気高き心 誇り持て
一人ひとりが 健やかに
夢を描いて 結ばれて
意気高らかに仲間とともに
われら われら ライオンズ

私は
私は
私は
私は

知性を磨き 生き生きと
一人ひとりの 友情が
力となって 結ばれて
やがて輪になり 社会に尽くす
われら われら ライオンズ
奉仕の気持ち 忘れずに
一人ひとりの 愛情が
笑顔となって 結ばれて
目指す理想を 世界の空へ
われら われら ライオンズ

ライオンになりたい
ライオンになりたい
ライオンになりたい
ライオンになりたい

強い 男に(女に)
優しい 男に(女に)
愛する 家族のために(ために)
愛する 国のために(ために)

たとえ この身が 終ろうとも 仲間にたくし
明日の しあわせのため 涙は 見せない
間奏
たとえ この身が 終ろうとも 仲間にたくし
明日の しあわせのため 涙は 見せない
私は ライオンになりたい
私は ライオンになりたい
私は ライオンになりたい
私は ライオンになりたい
ウォー

強い 男に(女に)
優しい 男に(女に)
愛する 家族のために(ために)
愛する 国のために(ために)

応募作品-5
未来ここに

応募作品-6
無題

胸に輝く L字の絆
100年たっても 変る事なく
新たな100年に 向かい進め
手と手を繋ぎ 世界を一つに
The Power of We go
ライオンズクラブ われら

ウォー ウォー ウォー ライオンズ
世界は1つ
ウィ アー フアミリー
友愛と有情の輪
手と手をとり 皆んなで
私達は奉仕
ウィ サーブ ウィ サーブ

夢に描いた 希望の光
道は険しく 遠いけれども
若き勇者と 共に行け
己に負けぬ 先進の騎手
The Power of Action
ライオンズクラブ われら

ウォー ウォー ウォー ライオンズ
世界中の子供の笑顔
次世代に夢を実現
未来の青少年を大切に
手と手をとり 皆んなで
私達は奉仕
ウィ サーブ ウィ サーブ

一人一人の 思いの形
それぞれ違えど 愛は気高く
同じ志の 仲間が居る
We Serve 未来今ここに
The Power of Service
ライオンズクラブ われら

ウォー ウォー ウォー ライオンズ
次のステップ LCIフォワード
団結の力 行動で示そう
自由・平等 手をさしのべよ
手と手をとり 皆んなで
私達は奉仕
ウィ サーブ ウィ サーブ

応募作品-7

応募作品-8

永遠に輝け L字の誇り
100年の歴史を刻むライオンズ
熱くもやしたその灯は われらこの手の松明に
受けて掲げて 胸を張れ
強く結べよ 同氏のきずな
進め恐れず あふれる勇樹
人と世に 尽くす喜び この感動
ああ 永遠に輝け L字の誇り ウイ サーブ
100年の重みたしかなライオンズ
高く掲げたその灯は 世界を照らす希望の火
こころやさしく ひとに愛
さしのべた手に 血がかよう
ともに喜び あふれる笑顔
人と世に 尽くすまごごろ この感激
ああ 永遠に輝け L字の誇り ウイ サーブ
100年のいまにはばたけライオンズ
広く照らしたその灯は 未来を開く道あかり
進われらに 同志あり
増やせ広げよ 奉仕のなかま
熱く語れよ あふれる情熱
人と世に尽くす幸せ 日々感謝
ああ 永遠に輝け L字の誇り ウイ サーブ

ライオンズ愛の架け橋
重なる思い アクティビティ
思い起こせば 数尽きず
あの日 あの声 あの笑顔
今も 思い出す あの空を
明日へつなぐ 奉仕の心 ウィサーブ
未来へ伸ばせ 愛の架け橋 ライオンズ
心に残る アクティビティ
気持ちはいつでも 純白に
あの森 あの町 あの国を
いつも 駆け巡る この気持ち
明日へつなぐ 奉仕の心 ウィサーブ
未来へ伸ばせ 愛の架け橋 ライオンズ

応募作品-9

応募作品-10

ライオンズ エール（LIONS YELL）

だからライオンズクラブ

君の瞳に写っているものは 煌めく汗とたゆまぬ努力の結晶
信じるものに栄冠は必ず訪れる
進め 迷わず 自分が決めた道だから
我ら ライオンズ 希望を胸に
前だけ見つめて突き進め （オウ！）
ゴー ライオンズ ゴー ライオンズ 光を受けて

「ライオンズクラブって何？」

肩を組んで見つめる先に 明るい笑顔と実りの大地が広がる
諦めなければその道は必ず開かれる
行こう みんなで 奉仕という名の御旗をかかげ
我ら ライオンズ 仲間とともに
手を携えて突き進め（オウ！）
ゴー ライオンズ ゴー ライオンズ 明日に向かって

よーく巷で聞く言葉 知ってるようで知らないって言われます
ライオンズクラブってね 世界最大の奉仕団体なんですよ
野球のファンでもマンションの会社でもありません
知らないと思いますが 色々と社会貢献してるんです
例えば 献血活動を街角に立ってやってます
例えば 子供達を麻薬の罠から守っています
例えば いろんな所を清掃してます
例えば 災害支援だってやってるんですよ
だから 知らないって言わないで もっと知ってくださいね
ライオンズクラブは社会奉仕をしています。
だからライオンズクラブ

〜間奏〜 「フレーフレー ライオン フレーフレー ライオン」

「ライオンズクラブって何？」

〜間奏〜 「フレーフレー ライオン フレーフレー ライオン」

ゴー ライオンズ
誇りを胸に
ゴー ライオンズ
叫べ We Serve

ゴー ライオンズ
ゴー ライオンズ

「フレーフレー ライオン フレーフレー ライオン」

応募作品-11
We Serve音頭
Lの誇りを胸に持ち 今日も奉仕に邁進だ
交わす言葉も朗らかに 心はいつもWe Serve
信じる道を歩みだし 歩く歩調も軽やかに
忘れちゃいけないことがある 大事なことはもっとある
それそれそれ ライオンズ それそれそれ We Serve
果てしない道だからこそ 続けることに意味がある
同じ心の仲間たち 心はいつもWe Serve
初心の誓いを忘れずに 笑顔浮かべて進むだけ
やらねばならないことがある 出来ることはもっとある
それそれそれ ライオンズ それそれそれ We Serve
差し伸べる手があるかぎり 心のままに行動だ
自分の信念貫いて 心はいつもWe Serve
待ってる人はきっといる 踏み出すことから始めよう
伝えねばならないことがある 気づくことはもっとある
それそれそれ ライオンズ それそれそれ We Serve
それそれそれ ライオンズ それそれそれ We Serve

よーく飲み屋で聞く言葉 ただ集まって酒飲んでると言われます
そんなこと言ってもね 世界最大の奉仕団体なんですよ
宴会中心でも飲みに出る前の集合場所でもありません
知らないと思いますが 真面目に会議をしてるんです
例えば 年間予算をたてて計画的にやってます
例えば 国際的な団体で世界中にあるんです
例えば 自分の身体を使って動きます
例えば ノンアルコールの会議だってやってるんですよ
だから 知らないって言わないで もっと知ってくださいね
ライオンズクラブは社会奉仕をしています。
だからライオンズクラブ

応募作品-12
輝く夜に
清き夜に 笑顔の花が咲く 灯り揺らめき愛を照らす
手と手を結び 想いが重なる時を迎え
高らかに歌う メリークリスマス
隣りで聞こえるあなたの声が 奉仕の喜びに満ちている
We Serveの喜びを 今宵仲間と
メリークリスマス メリークリスマス 皆に幸あれ
清き夜に 導くものがある 希望の光が射す道に
目と眼を合わせ 微笑み広がる舞台となる
朗らかに歌う メリークリスマス
みんなで合わせて輪になれば 奉仕の心が溢れてく
We Serveの喜びを 今宵家族と
メリークリスマス メリークリスマス 皆に幸あれ
メリークリスマス メリークリスマス 皆に幸あれ

応募作品-13
ZORO TO ONE〜永遠に〜
Wow Wow Wow We Serve
Wow Wow Wow Lions
立ち上がれ同志 肩を並べ
今想う未来永遠（とわ）に
さあ輝く明日を目指して
全ての力を合わせよう
100年1000年先も
世界に広がる仲間たちと繫がり
新しい未来ZERO TO ONE 手を繋ごう
勇気を一つにかけがえのない命を
抱きしめて生きよう
Wow Wow Wow We Serve
Wow Wow Wow Lions
受け継ぐ精神流れ流れ今
歴史の上に立つ
みどり豊かな大地愛して
母なる地球を敬い
心に太陽描いて
世界に広がる仲間たちと繫がり
新しい未来ZERO TO ONE 手を繋ごう
勇気を一つにかけがえのない命を
抱きしめて生きよう
Wow Wow Wow We Serve
Wow Wow Wow Lions
Wow Wow Wow We Serve
Wow Wow Wow Lions

応募作品-14
We are the LIONS
We are the members of the earth,
【我らライオンズは地球の一員】
この美しい星に生まれ、私達は何を愛せただろうか
朝日のまばゆい光のシャワー
この青い星に生きて、私達は何が守れるだろうか
透き通る瑠璃色の海
厳しい日もある、優しい日々も
自然に抱かれ、育てられた
We are the LIONS
夕日に輝くメコンの川に
木々の吐息が降り注ぐ
We are the LIONS
We are the members of the earth,
この愛しい星の未来に、私達は何が残せるだろうか
永遠の笑み映す山河
この母なる星地球に、私達は何ができるのだろうか
手を繋ぎ、ひとつの 世界
厳しい日もある、優しい日々も
自然に抱かれ、育てられた
We are the LIONS
桜の吹雪が弥生の空に舞い
水面に映る富士
We are the LIONS
We are the members of the earth,
果てなく続く砂丘の夕日
音もなく降る真白な雪
零れ落ちそうな星降る夜
厳しい日もある、優しい日々も
自然に抱かれ、育てられた
We are the LIONS
幾千年も 銀河の果てに 煌き続ける
We are the LIONS
We are the members of the earth,

応募作品-15
ライオンズクラブ ドリーマー
（ライオンズ馬鹿の唄）
何処の誰かは存じませぬが バッジひとつで兄弟親子
今宵とことん語りませんか グランドホテルの夜はこれから
100年前のメルビンジョーンズが
きっと きっと夢見た 今日のような 楽しい夜を

応募作品-16
新しき友のために
（認証状伝達式に送る歌）
友よ 立上がる友よ 祝福にほほを染めて
胸の奥 震えてる 君のこと わかるから
心 呼びかける心 君が 夢見てる世界
目を閉じて 考える 新しい世界

それならやろうぜ 俺たちライオンズクラブ
少年サッカー大会 駅前献血活動
とことんやろうぜ 俺たちライオンズクラブ
「ついてこいよ！」 「それ一緒にやろうぜ！」
ライオンズクラブ ドリーマー
俺のクラブに入った彼女 いつものオヤジがいばってござる
今宵平たく語りませんか 目黒雅叙園 夜は更けゆく
きっと昔メルビンジョーンズが
きっと きっと夢見た 今日のような 素敵な夜を
それならやろうぜ 俺たちライオンズクラブ
「ついてこいよ！」 「それ一緒にやろうぜ！」
ライオンズクラブ ドリーマー

泣きながら ふるえる少女 壊れていく地球
耳を澄ましてみれば そこの風が運ぶ命
新しきライオンズクラブ
（新しいライオンズクラブ名を呼ぶ）
気高く叫べよ 強く 手を取り合えば こだまする
大きな 大きな 笑顔

友よ 歩き出す友よ 夢が 溢れてる大地
君が 紡ぎだす奉仕 できることを できるだけ
喜びの奉仕
複雑に絡まる未来 通り過ぎてく言葉
目を凝らしてみれば そこに誰かか道しるべ
新しきライオンズクラブ
（新しいライオンズクラブ名を呼ぶ）
光を放てよ 深く 響きあう夢 輝く
明るい 明るい 未来

応募作品-17
遥か遥か彼方より 受け繋いだその赤い涙 １人だけのものじゃない
ほんの少しの時間だけ ほんの少しの痛みだけ ほんの少しだけでいい ほんの少し誰かの為に
あなたのその勇気が あなたのその一歩が 誰かの大切な命になる どこかで笑顔の花が咲く
遠い遠い古(いにしえ)から 受け繋いだその赤い涙は 誰かの命を支えられる
たった少しの時間だけ たった少しの痛みだけ たったそれだけでいい 愛する人へ与えてほしい
あなたのその勇気が あなたのその一歩が 愛する人の命となる となりで笑顔の花が咲く
あなたのその勇気が あなたのその一歩が 誰かの大切な命になる どこかで笑顔の花が咲く
どこかで笑顔の花になる

ライオンズクラブソングコンペティション
第一次審査投票用紙

R
会長

Z 東京

LC

L

• 応募作品NO
• 応募作品NO
• 応募作品NO
貴クラブにて選ばれた作品３点の番号を上記にご記入ください。
お時間がタイトな中恐縮ですが、ご協力をよろしくお願い致します。
ご記入後、各クラブ会長より１１月末までに所属のZCまで
ご提出をお願い致します。
ZCの皆様は１１月末までに各クラブより投票用紙を集めていただき１２月５日までに
所属RCにご提出をお願いします。
RCの皆様は１２月８日に各ゾーンより集まった投票用紙をキャビネットまでご提出くだ
さい。
11月30日（木）まで ［ 各クラブ → ＺＣ ］
返送先 所属ゾーン・チェアパーソン 第

リジョン

東京

TEL

LC所属

L

12月5日（火）まで ［ ＺＣ → ＲＣ ］
返送先 所属リジョン・チェアパーソン
東京

LC所属

L

第

ゾーン
FAX

X

FAX

X

リジョン
TEL

12月8日（金）まで ［ ＲＣ → キャビネット事務局 ］
返送先 キャビネット事務局 FAX番号 03-5330-3370

Ｅメール cab@lions330-a.org

ご質問・お問い合わせなど
ライオンズクラブソングコンペティションプロジェクトチーム
チームリーダー L坪谷 茂 070-1434-3330 lc-330a@i.softbank.jp

