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クラブ・スローガン

友愛を深め『一 致 協 力』まごころ奉仕
新年度
クラブ・スローガン

会長方針
友愛を深め「一致協力」まごころ奉仕

２０１７〜２０１８年度浜松ホストライオンズクラブは
６２期の年を迎え新たな時代へと歩き出しています。
同時にライオンズクラブ国際協会は設立 100 周年を経過し、
7

新たな 100 年の始まりとなります。歴代会長をはじめとする
諸先輩方が築かれた伝統と格調高い行動を継承しつつ、新たな
時代に向かい、誠心誠意クラブの発展に取り組んでいく覚悟で
あります。

今年度スローガンを

友愛を深め『一 致 協 力』まごころ奉仕、とさせていただきました。

Ｗe Serve（われわれは奉仕する）のモットーの基、個性的なメンバー同志の、友情と信頼
の絆により『一人の百歩より、百人の一歩』の思いで、一致協力することにより、意義ある
すばらしい成果（活動）となることを確信しております。我がクラブの発展と、奉仕の喜び
を共感し、前進できるよう努めてまいります。
皆様のご理解とお力添えをお願い申し上げます。

【活 動 方 針】
1.委員会主導の有意義な例会づくりで出席率 90％を目指します。
2.他クラブ例会への積極的な参加により、親睦を深める
3.会員同士の絆を深め（一致協力）チームワークを強化する
4.本年度 ZC、再来年のガバナー輩出クラブとしてライオニズムの高揚に務める。

国際協会、複合地区の基本方針
◇国際協会モットー

ＷＥ

ＳＥＲＶＥ

「われわれは奉仕する」

◇334 複合地区スローガン

輝く未来へ進化するライオニズム・ウィサーブ

◇334−C 地区スローガン

新たな１００年へー全ての奉仕に光と愛を！

地区ガバナー基本方針
３３４−Ｃ地区ガバナー

岩崎

一雄

「新たな 100 年へー全ての奉仕に光と愛を！」
ライオンズクラブ国際協会は新たな１００年への一歩を踏み出しました。
今年度は、その礎を築く一年となります。
ライオンズの紋章は「過去と未来」を見つめています。この記念すべき年度を機として
ライオンズの紋章のように、来し方を振り返り未来を見つめて、輝かしい次の１００年へ
の第一歩を踏み出しましょう。
それには、各単一クラブの現行の全ての奉仕活動に

光 をあて、真に必要なものかを

見極めることが肝要と思います。そして、継続すべき奉仕とこれから新たに取り組む全て
の奉仕は、人間 愛 に基ずいた「心」の伴う活動であってほしいものです。
国際協会は 2017〜2018 年以降

We Serve”を国際会長の不動のテーマと設定しま

した。社会奉仕団体の原点に立ち返り、新たな１００年へ、ライオンズメンバーとしての
品位と誇りをもって、光と愛と心の奉仕活動に共に取り組んでまいりましょう。
◇ 基

本 方

針

１． ＧＭＴ・ＧＬＴ活動の推進

・正会員（女性会員・家族会員）の維持と増強推進。
・ライオンズクラブ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）対策の推進。
２． ＬＣＩＦ献金の推進
・ＭＪＦ献金の目標達成。
・クラブ献金と献金会員の推進。
・ＬＣＩＦ献金ゼロクラブを無くそう。
３． 単一クラブの円滑な運営と活発な活動促進
・和のクラブ運営でクラブライフを楽しもう。
・クラブ会則等、基本の再認識とライオンズ必携の勉強会開催。
・奉仕活動の見直しと、光と愛と心の奉仕活動推進。

幹 事 報 告
１．

例会年間予定表、委員会編成表を添付します。会員カード(メンバーシップ・
カード) 会員名簿は第 2 例会で、スケジュール手帳は出来次第、配布予定です。

２．

国際協会より１００周年記念会員増強賞が勝山邦子さん、亀井秀哲さん、大石
淸美さんに届きましたので伝達致します。

３．

地区ガバナーより３３４-Ｃ地区名誉顧問委嘱状が岡本一雄さんに、1Ｒ・1Ｚ
Ｃ委嘱状が鈴木悦司さんに、1Ｒ ＭＣ・Ｌ情報・ＩＴ委員委嘱状が山本忠史
さんに届きましたので伝達致します。

４．

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（Ｈ29.4.1〜Ｈ31.6 月総会日迄）
浜松市公園緑地協会理事
Ｌ．大石淸美（Ｈ29.6 月〜Ｈ31.6 月
評議委員会開催日）
Ｌ．岩崎琢哉（Ｈ29.４.1〜Ｈ31.3.31）

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（年次交代）
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野田宗義
ライオンズクエスト説明員・・・・Ｌ．高林
※

５．

６．

浜松市社会福祉協議会評議員については法律改正の為、Ｈ29.3.31 を以て終了

姉妹・友好提携クラブ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。
◎Ｌ山本忠史 ○Ｌ有賀公哉 Ｌ山本博史
マニラ（ホスト）LC
◎Ｌ山本忠史 ○Ｌ有賀公哉 Ｌ山本博史
マニラサンパロック LC
京 都 LC
◎Ｌ伊達芽利子
Ｌ江川博敏 Ｌ髙橋利幸
◎Ｌ江川博敏
○Ｌ岩崎琢哉 Ｌ神谷 清
函 館 LC
◎Ｌ亀井秀哲 ○Ｌ鈴木敬太郎Ｌ高橋利幸
豊 橋 LC
◎Ｌ山内今朝男 ○Ｌ太田剛良 Ｌ鈴木悦司
飯 田 LC
◎Ｌ神谷文吾
○Ｌ呉海数佳 Ｌ中尾宗矩
常 滑 LC

Ｌ外山義孝
Ｌ大隅知哉
Ｌ高田弘明
Ｌ木野進公

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．前嶋文雄

令室

Ｌ．竹内隆（会友）令室
Ｌ．鈴木雅太郎
尊父
※

7．

昇、Ｌ．水口裕司

浜松市中区常盤町 132-15
前嶋ビルＦ2（ご自宅）
身内だけで執り行います。
神道の為、初盆はありません。

元会員 故 徳田修一さんの初盆は７月ご自宅にて執り行われます。
（ご自宅）浜松市中区砂山町３４４−１

例年お願いしている事ですが、事務局の仕事が増え煩雑になっている要因の
一つに、各種出欠問い合わせに対しての会員の無返答があります。その都度、
かなりの時間を費やし、再度あるいは再々度の連絡を強いられていますので、
皆様には速やかなご連絡をよろしくお願いいたします。

６月第２例会／年次例会の出席率

６月第２例会 ６１．９％、メーク・アップ

９名、 総出席６９．４％

＜６月第２例会／年次例会＞

会長挨拶

LCIF 献金会員ﾋﾟﾝの贈呈

中古眼鏡収集協力者表彰

年次表彰

中古ﾗﾝﾄﾞｾﾙ収集協力者表彰

アテンダンス・アワード

会長特別賞

役員任命式

会長ﾋﾟﾝ贈呈 次期会長にﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁ

＜新旧引き継会＞
６月２３日にジ・オリエンタルテラスに於いて２０１６年度役員・委員長と
２０１７年度新役員・新委員長で新旧引き継会が開催されました。
２０１６年度伊達会長の元で活躍された皆様 お疲れ様でした。

＜国際大会 in シカゴ＞

６月３０日〜７月４日にかけてシカゴに於いて第１００回国際大会が開催されまし
た。当クラブからは５名が参加いたしました。

◇ＧＭ・ＧＬＴ委員会より
＜退会者報告＞

会員 近藤昌夫さん・・・一身上の都合により（６月末退会）
会員 馬場広行さん・・・一身上の都合により（６月末退会）

◇委員会開催案内
・ ７月２０日（木） 「出席委員会」
・ ７月２５日（火） 「理 事 会」

１１：３０〜
１８：３０〜

33Ｆ
３F

事務局
メイフェア

◇レクリェーション部会開催案内
・ 7 月２０日（木）「カラオケ部会」
・ ７月２４日（月）「俳句部会」
・ ８月２６日（土）「ゴルフ部会」

１８：３０〜 「ともだち」
１１：３０〜 ３０Ｆ クリスタル
８：４０ 集合
浜名湖カントリーC

◇対外諸会合及びセミナー
・ ７月２１日（金）

GM・GLT・LCIF・Ｌ情報セミナー

グランシップ

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

鈴木真也さん

7 月の結婚記念日 おめでとう！

渥美芳郎さん

高田弘明さん

山本一登さん

※ お誕生日のお祝いは第２例会でお渡しいたします。

◇ お知らせ
７月第２例会

7 月２８日（金）は、前年度会計報告・予算案審議・国際大会報告です。

於）オークラアクトシティホテル浜松

４Ｆ

平安の間

食事

例会

１２：１５ 〜 １３：３０

１１：３０ 〜 １２：１５

／

＜編集担当；浜松ホストライオンズクラブＩＴ・ＰＲ・会報編集・Ｌ情報委員会＞
＜ＴＥＬ４５４−９３９６・ＦＡＸ４５２−２０９１＞ http://www.hamamatsu-lc.org

