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クラブ・スローガン

「60 年に感謝して、繋いで行こう次世代へ」
豊かな心と、謙虚な気持ちで
新年度
クラブ・スローガン

会長方針

「60 年に感謝して、繋いで行こう次世代へ」

豊かな心と、謙虚な気持ちで
今年度当クラブの会長職を指名して頂きました、山本忠史
と申します。１年間皆様のご指導とご協力を頂き、精一杯
務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。今年度は、会員の皆様が是非参加したくなるような
例会の運営と、活発な委員会活動の推進を行い、やって良
7
かったと思っていただけるようなアクティビティを実施し
感動と、同志の輪を築いてまいります。今年度、当クラブ
は創立60周年目を迎えます。10年前の50周年では、
諸先輩の皆様、そして関係各クラブの皆様に大変お世話に
なる中、しっかりと、記録と実績を残す事が出来ました。今年は、あくまで、次の75
周年に向けた通過点ではありますが、60年と言う長きにわたってこのクラブの運営と
発展に尽力されましたチャーターメンバーをはじめ多くの諸先輩の方々、そして、
親クラブをはじめ、常にご指導、交流をしていただいております関係各クラブの皆様
に感謝を申し上げ、この歴史と実績を次世代へ繋ぐ為の基盤をしっかりと築いていき
たいと思っております。
＜活動方針＞
１．運営
・ CEPワークショップを開催し、会員のニーズ、地域のニーズを踏まえた、クラブ
運営を致します。
・ 会員の維持と増強を致します。（正会員そして女性会員の増強に努力致します。）
・ 例会への出席率80％以上を目指します。
２．事業
継続事業の充実と見直しを致します。
・ 過去の事業を検証し過去にやってきた事業のメンテナンスなど、新たな奉仕活動の
発掘を致します。
（過去に植樹をしたところまたは、アクティビティとして建築や、整備、寄贈した物
の維持管理の状況を調査し、今後の対応について検討して行きます。）
・ 青少年健全育成に関する事業をより充実させていきます。
・ 大学、協働センター祭り、ブラジル人学校での薬物乱用防止教育の充実
・ 第56回目になる浜松市内児童・生徒読書感想文コンクールへの支援
・ 現在当クラブが出向者を出している外部団体との関わり方を検討して行きます。
・ 四献運動及び盲導犬協会についての今後の関わり方を検討して行きます。
３.事業について
過去に植樹をしたところまたは、アクティビティとして建築や、整備、寄贈した物の
維持管理の状況を調査し、今後の対応について検討して行きます。
１年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

国際協会、複合地区の基本方針
◇国際協会モットー
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◇国際テーマ

命の尊厳と和

◇334 複合地区スローガン

心の平和は

「われわれは奉仕する」

健康への第１歩

〜人間から人間へ
◇334−C 地区スローガン

心をつなげて〜

感動の輪を築く同志の輪

地区ガバナー基本方針
３３４−Ｃ地区ガバナー

松本

巌

「感動の輪を築く同志の輪」
ライオンズクラブ国際協会は創立１００周年を間近に控え、輝かしい過去は、有能な諸先輩
の努力と創意のもとに堂々と築かれてまいりました。
そして今、村上薫国際会長から３４年を経て、我が日本から２人目となる山田實紘国際会
長が誕生し、輝かしい未来とさらなる栄光を目指して、新たな第１歩を踏み出そうとしてい
ます。
ライオンズクラブのモットーである

We

Serve

のもと、これからの１００年、世界

最大の奉仕団体「ライオンズクラブ」の「同志の輪」とーDignity-の意義を再確認し、新た
な「感動の奉仕」を目指して、共に、平和で豊かな社会の構築に尽力して行きましょう。
◇基本方針
1、ＧＭＴ活動のさらなる推進
・正規会員と女性正規会員、家族会員の増強を図る。
・ガイディング・ライオン有資格者の育成。
・ライオンズ育成グループ研修会の継続開催。
・少人数クラブ（会員２０名以下）対策。
・ＣＥＰの推進。
2、ＬＣＩＦ献金の推進
・周年記念事業としての取り組み。
・ＭＪＦ献金の目標達成。
・クラブ献金と２０・５０・１００㌦献金会員の推進。
・ＬＣＩＦ献金ゼロクラブを無くす。
3、単一クラブの円滑な運営と活発な活動推進。
・クラブ会則等、基本の再確認。
・グットスタンディングの再確認。
・
「感動の輪」を築くための「同志の輪」実現。
・いつもラペルピンを胸につけよう。

幹 事 報 告
１．

２．

例会年間予定表、委員会編成表を配布します。会員カード(オフィシャル・
メンバーシップ・カード) 会員名簿は次例会に、スケジュール手帳は８月例会
で配布予定です。
外部機関への推薦出向は下記の方々にお願いします。
（公財）静岡県アイバンク評議員 Ｌ．鈴木悦司（Ｈ27.4.1〜Ｈ31.6 月総会日迄）
（公財）静岡県アイバンク常務理事Ｌ．江川博敏（Ｈ27.4.1〜Ｈ29.6 月総会日迄）
浜松市社会福祉協議会評議員
Ｌ．金子力千（Ｈ27.7.1〜Ｈ29.6.30）
浜松市公園緑地協会理事
Ｌ．山内今朝男（Ｈ27.4.1〜Ｈ28.6 月
評議委員会開催日）
Ｌ．岩崎琢哉（Ｈ27.４.1〜Ｈ29.3.31）

静岡県薬物乱用防止指導員
ボーイスカウト浜松地区委員会名誉会員・・・会長が就任（年次交替）
浜松市内児童・生徒読書感想文コンクール第二次審査員 Ｌ岩崎琢哉
３．

本日下記の方々に委嘱状が伝達されます。
Ｌ．岡本一雄
３３４−Ｃ地区名誉顧問
Ｌ．大石淸美
３３４−Ｃ地区 1Ｒ．1ＺＣ
Ｌ．高橋利幸
３３４−Ｃ地区 1Ｒ．ＬＣＩＦ・献眼・献腎・献血委員

４．

ロビイストについて
今期ロビイストは下記の方々にお願いいたします。
マニラ（ホスト）LC
◎加藤正明 ○竹村 寧
マニラサンパロック LC
◎加藤正明 ○竹村 寧

○有賀公哉
○有賀公哉

京 都 LC
◎江川博敏 ○伊達芽利子
函 館 LC
◎神谷 清 ○大石淸美
○岩崎琢哉
豊 橋 LC
◎亀井秀哲 ○豊福和雄
○高橋利幸
飯 田 LC
◎鈴木悦司 ○山内今朝男 ○金子力千
常 滑 LC
◎神谷文吾 ○細谷 繁
○中尾宗矩
５． ７月、８月に初盆をお迎えになる会員・会友は下記の通りです。
（７月）Ｌ．吉田俊洋
ご母堂 とみ子（すゑ）浜北区横須賀 576-1（ご自宅）
Ｌ．木野進公
ご尊父 喬二様（実家で執り行いますが、遠方ですので
お気遣い入りません）
Ｌ．神谷 清
ご母堂 有子 浜松市中区尾張町 127-21（ご自宅）
Ｌ．戸塚晴男
ご本人
浜松市中区中央１−９−１５（ご自宅）
（８月）Ｌ．西村元雄
ご本人
浜松市中区和合町 220-1112（ご自宅）
※ 地区名誉顧問
おります。

故

金森武夫さんにおかれましては、初盆は執り行わないと伺って

６月第２例会の出席率
＜出席率＞６月第２例会

６６．１％、メーク・アップ １６名、 総出席７８．1％

活動スナップ
＜６月第２例会／年次例会＞

アテンダンス・アワード

使用済み切手収集協力者表彰

役員任命式

年

新入会

井上寿雄さん

次期会長へバトンタッチ

１年間 お疲れ様でした。

次

表 彰

入会式司会 神谷ＧＭ委員長

最後の幹事報告

◇委員会開催案内
・
・
・
・

７月 ７日（火）「理 事 会」
７月１６日（木）「出席委員会」
７月１６日（木）「計画委員会」
７月２１日（火）「理 事 会」

１８：３０〜
１１：３０〜
１８：３０〜
１８：３０〜

3Ｆ
33Ｆ
５F
３F

菊の間
事務局
牡丹の間
桜の間

◇レクリェーション部会開催案内
・
・
・
・
・

7 月１６日（水）「カラオケ部会」
７月２８日（火）「俳句部会」
８月２０日（木）「ヴィノクラブ」
８月２２日（土）「ゴルフ部会」

１８：3 ０〜
１１：３０〜
１９：００〜
８：４０ 集合

ラウンジ 叶
3０Ｆ クリスタル
レストラン一味真
浜名湖カントリーC

◇対外諸会合及びセミナー
・ ７月１５日（水）
・ ７月１７日（金）

CEP 研修会
静岡 中島屋
第６２回３３４複合年次大会実行委員会準備会
掛川グランドホテル
・ ７月２２日（水） GM・GLT・LCIF セミナー
グランシップ
・ ８月 ３日（月） 第１回 1Z．GM・GLT 委員会
３F 桜の間
・ ８月 ３日（月） 第１回ガバナー諮問委員会
３F 桜の間

７月のお誕生日 おめでとう！

江川博敏さん

勝山邦子さん

河住公介さん

太田剛良さん

御園井宏昌さん
7 月の結婚記念日 おめでとう！

渥美芳郎さん

馬場広行さん

板山弘明さん

田中米育さん

山本一登さん

◇ お知らせ
次回、７月第２例会

7 月２４日（金）は、前年度会計報告・予算案審議です。

また、CN６０周年に向けてメンバーによるパネルディスカッションです。
於）オークラアクトシティホテル浜松
食

事

１１：３０ 〜 １２：１５

例

会

１２：１５ 〜 １３：３０

４Ｆ

平安の間
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