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クラブ・スローガン
クラブ・スローガン

『 真っ向奉仕 〜やろう！Ｌ字の誇りにかけて〜 』
新年度
クラブ・スローガン

会長方針

「真っ向奉仕

〜やろう！

L 字の誇りにかけて〜」

1955 年 12 月に誕生した浜松ホストライオンズクラブは
今期６３期目を迎えます。これまでの浜松ホストライオンズクラブ
は、６２年の長きに渡り、先人たちが崇高な理念のもと、尊い奉仕
活動を継続してこられました。然しながら、近年の社会環境や価値
7 観の変化と共に会員数も減少するなど、ライオンズ生誕１００年を
過ぎた今、改めて原点に立ち返り夢を求め、絆を深め、奉仕の輪を
広めていくとの想いを、より行動に移していく時であると感じて
おります。
今期も活動エネルギーの源である逞しい会員の拡大と、活発なコミュニケーションを
通じての的確な奉仕活動の実践、楽しい雰囲気での独自性のある例会など、ルールと規律を
重んじた当クラブの伝統を継承しながらも、皆で時代の流れを読み取り、
この浜松ホストライオンズクラブを、さらに輝くクラブにしていきたいと考えます。
ライオンズの紋章は「過去と未来」を見詰めています。この象徴に一メンバーとして
恥じぬよう、過去から学び、私たちのクラブの未来をしっかりと見据え、責任を自覚し活動
していきたいと存じます。
私自身、若輩者でまた、経験不足の心許ない会長となりますが、尊敬する会員の皆様のご指導
を賜りながら精一杯、務めさせていただく所存です。
一年間、ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

【活 動 方 針】
１．

会員増強目標２０名及び新会員へのオリエンテーション

２．

親睦を深められる例会の開催と出席率向上

３．

継続奉仕と新しい奉仕の検討実施

４．

情報の共有とＰＲ活動拡大

５．

ＬＣＩＦ献金と交付金についての勉強

８０％

国際協会、複合地区の基本方針
◇国際協会モットー

ＷＥ

ＳＥＲＶＥ

◇334 複合地区スローガン

「We Serve」前向き思考で真の奉仕と大きな感動

◇334−C 地区スローガン

誇りを胸に、真心の奉仕「We Serve」

地区ガバナー基本方針

「われわれは奉仕する」

３３４−Ｃ地区ガバナー

「誇りを胸に，真心の奉仕

橋本

勝策

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 」

ライオンズクラブが誕生して一世紀が経過し，新たな世紀を歩み始めて２年目を迎えました。
1917 年 6 月，創立者メルビン・ジョーンズの呼びかけに応えてシカゴに集まり約 20 名でスタートした
団体は，今や世界 200 を超える国または領域に 140 万人余の会員を擁する世界最大の社会奉仕団体
「ライオンズクラブ国際協会」となりました。
世界は今，あらゆる情報が国境を越えて行き交うボーダレス社会となり，人類を取り巻く環境は国内・
国際紛争やテロリズム，貧困や病苦，環境破壊や自然災害など，ライオンズ創立時には考えられも

しなかった様々な問題に直面しています。
このような時代だからこそ，私達ライオンズクラブは創立時の理念 We Serve(われわれは奉仕する)
に今一度立ち返り，「見返りを求めない無私の奉仕活動」によって,地域社会はもとより世界にとっての
「希望の光」でありたいと考えます。
そして，求める声に心からの奉仕で応えることができるライオンズクラブでありたいとの思いから，
今年度アクティビティ・スローガンを「誇りを胸に，真心の奉仕 We Serve 」と致しました。
メンバー各位におかれては「奉仕こそ使命」とするライオンズクラブの崇高な理念を胸に，素晴らしい
活躍の一年となりますよう心から念願いたします。

◇ 基

本 方

針

１． ＧＡＴ活動の推進
・ＧＬＴ活動(指導力と若手リーダーの育成)の推進。
・ＧＭＴ活動(ＦＷＴと共に会員の維持・増強と少人数クラブ対策)の推進。
・ＧＳＴ活動(糖尿病・食糧支援・視力・小児がん・環境)の推進。
・ＬＣＩＦ寄付(ＭＪＦ寄付・寄付会員)の推進。
２． 和のクラブ運営で活動の活性化を図ろう
・和のクラブ運営でクラブライフを大いに楽しもう。
・全メンバーでＣＱＩ(クラブ活性化計画)に取り組み同志を増やそう。
・グローバルリーダーとして地域社会との共生・協働を目指そう。
３． 原点(We Serve)に立ち返り，真心の奉仕活動に取り組もう
・社会奉仕団体として We Serve の実践。
・クラブ会則等，運営の基本を日常のクラブ活動に生かす努力を。
・知性・友愛・相互理解の精神のもとに真心の奉仕活動を。

幹 事 報 告
１．

２．
３．
４．

５．
６．

例会年間予定表、委員会編成表、２０１８年度版会員手帳、会員カード(メン
バーシップ・カード)、スケジュール手帳を配布します。会員名簿は個人情報
が記載されておりますので、各自で充分管理をお願いします。
西日本を中心とした豪雨災害での被災地域の一日も早い復旧を願い緊急支援
募金を実施いたします。ご協力をお願いいたします。
新年度早々、内山広樹さんよりＭＪＦ献金のお申し出があり、国際財団(LCIF)
に送金いたしました。ご協力ありがとうございました。
第 57 回東南アジアフォーラム（中国）の 80 ドルでの登録期間が 1 か月延長
されて 7 月 31 日までになりました。
334 複合地区推薦コースはなるべく早い時期に届くことになっています。
参加ご希望の方は、事務局までお問い合わせください。
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届きました
ので伝達致します。
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（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）

静岡県薬物乱用防止指導員

Ｌ．岩崎琢哉（Ｈ29.４.1〜Ｈ31.3.31）

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、Ｌ．森下俊一
ライオンズクエスト説明員
Ｌ．高林 昇、Ｌ．水口裕司
※ 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
７． 姉妹・友好提携クラブロビイストについては、前年度のロビイストに変更なく
今期もお願いいたします。
８． 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．有賀公哉
Ｌ．前嶋文雄

尊父
本人

Ｌ．三輪容次郎
Ｌ．川島順三
（８月）Ｌ．中村浩之

母堂
令室
尊父

身内だけで執り行います。
浜松市中区常盤町 132-15
前嶋ビルＦ2（ご自宅）
執り行いません。
キリスト式の為、執り行いません。
浜松市南区倉松町４３２（ご自宅）

９． 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 ６２．１％、

メーク・アップ １３名

総出席７２％

＜６月第２例会／年次例会＞

１５００回お祝いセレモニー

会長挨拶

会員増強賞

年次表彰

使用済み切手・中古ランドセル
収集協力者表彰

アテンダンス・アワード

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２２日にホテルオークラに於いて２０１７年度役員・委員長と
２０１８年度新役員・新委員長で新旧引き継会が開催されました。
２０１７年度 山本会長の元で活躍された皆様 お疲れ様でした。
２０１８年度 有賀会長他、役員・委員長さんは新年度に向けて鋭気を養いました。

＜国際大会 in ラスベガス

６月２９日〜７月３日にかけてラスベガスに於いて第１０１回国際大会が開催され
ました。当クラブからは２名が参加いたしました。

◇ＧＭ・ＧＬＴ委員会より
＜会友報告＞

橋本英夫さん・・・７月より

◇委員会開催案内
・
・
・
・
・

7 月１７日（火）「計画委員会」
１８：３０〜
７月１７日（火）「ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ特別委員会」 １８：３０〜
７月１９日（木）「出席委員会」
１１：３０〜
７月２５日（水）「理 事 会」
１８：３０〜
７月２７日（金）「MC･L 情報･IT 委員会」１１：００〜

３Ｆ
３Ｆ
33Ｆ
３Ｆ
４F

メイフェア
菊の間
事務局
桜の間
平安の間

◇レクリェーション部会開催案内
・ ７月２３日（月）「俳句部会」
・ ７月２７日（金）「ホワイトクラブ」
・ ８月２５日（土）「ゴルフ部会」

１１：３０〜
１８：３０〜
８：４０ 集合

３０Ｆ クリスタル
グランドホテル
浜名湖カントリーC

◇対外諸会合及びセミナー
・ ８月１７日（金）LCIF セミナー

１３：３０〜

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
7 月の結婚記念日 おめでとう！
小塚公尚さん

高田弘明さん

河住公介さん

太田剛良さん

鈴木真也さん

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２７日（金）は、前年度会計報告・予算案審議・山澤英伸さんに
よるメンバー・スピーチです。
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ＭＣ・Ｌ情報・ＩＴ委員会＞
＜ＴＥＬ４５４−９３９６・ＦＡＸ４５２−２０９１＞ http://www.hamamatsu-lc.org

