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クラブ・スローガン
クラブ・スローガン

『 拡げよう！そして繋いで行こう 奉仕の輪を！ 』
- One for All All for One 新年度
クラブ・スローガン

会長方針

『 拡げよう！そして繋いで行こう 奉仕の輪を！』
− One for All All for One −

第 64 期となる当クラブの会長にご指名を頂いた高橋利幸です。
伝統ある浜松ホストライオンズクラブの会長として自分が相応しいのか
自問自答しながら 精一杯務めていきたいと思います。
今 人口減の日本で ライオンズクラブをはじめ各種団体が会員減に
7
悩まされています。
当クラブも毎期入会者はあるものの、各種事情による退会等で差引き
の純増が困難になり、なかなか 10 数年前までのようなクラブの活動が
出来にくくなっているのは事実です。
事業費・運営費の縮小で かつての ある種の華やかさ を求めることは難しいかと
思われますが、 We Serve の精神と内容はなんら変わりなく実現できるものであると
考えます。
各種団体の会員減と記しましたが、一方ＮＰＯやＮＧＯその他地域には数多くの団体があり、
ボランティアに関わる人達は決して減少しているわけではないと思われます。
そういったボランティア団体や、一般の市民に我々の活動をより多くの人々に知っていただき
理解していただいて一緒に活動していけるような取り組みをしたいと考えます。
そういった想いを込めての今年度のスローガンです。
今年度は本クラブの大石淸美Ｌが 334-C 地区ガバナーとなります。ガバナー輩出クラブと
して、ガバナー基本方針の具現化と実行を目指し、成し遂げたいと思います。
一年間皆様のご指導とご理解ご協力を賜りたく よろしくお願いいたします。

【活 動 方 針】
1. 全員参加の奉仕活動を目標に、楽しくて参加したくなるアクティビティと例会の開催を！
2. 会員の維持と増強。純増 5 名を目標に！
3. キャンペーン 100 とクラブ支部結成の実現！
4. 地域団体との協動でのアクティビティ実施！
5. 334-C 地区大会等への クラブ会員全員での協力体制！

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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「われわれは奉仕する」

◇334 複合地区スローガン

We Serve 心を合わせ多様な奉仕

◇334−C 地区スローガン

愛とひかりの身近な奉仕 ライオンズスピリットで未来を築こう

あした

３３４−Ｃ地区ガバナー

大石

淸美

地区ガバナー基本方針
あした

「愛とひかりの身近な奉仕 ライオンズスピリットで未来を築こう」
創始者のメルビン・ジョーンズが，シカゴで 20 名の仲間と団体を創りスタートした，ライオンズ
クラブが 1917 年 6 月に誕生して 103 年目を迎えました。 今から 65 年程前「実業家が仕事に精
を出すことは当たり前のことだが，しかし，社会奉仕ということも常に念頭におき，実践する姿勢を
伴っていないと我々の事業の繁栄は本物にならないと思う。…ライオンズクラブというものがあり，
青少年の育成，市民の安全に目標をおいているが，是非是非これを作りたいと思う。…一肌脱いでく
れまいか…
当時，浜松市にあったデパートの社長 L 谷政二郎(京都 LC 会員)が監査役の西川熊三郎氏(後の浜松
LC・CM)に話しかけたことがきっかけとなり，静岡県で初のライオンズクラブ・浜松 LC が結成され
ました。さらなる事業の発展は、社会奉仕にあるということでしょうか。
また，三輪信一元国際理事は「大事なことは，困っている人たちの立場に立って自らの心を置くこ
とである。この温かい心を基盤にして社会奉仕をする」
「何かお役に立つことはないかとこまめに手近
なことから奉仕をすることが本当の奉仕であります」と言っておられました。
その後，日本国内の地区編成の変遷を経て 1976 年，現在の 334−C 地区となって 43 年目とな
る今年度「愛と光の身近な奉仕 ライオンズスピリットでを未来(あした)築こう」を地区アクティビ
ティ・スローガンと致しました。新たな奉仕事業の創出にあたってはライオンズスピリットに則り，
身近なところに光を当て，より良い未来(あした)のために真心と愛情を込めた活動をお願いしたいと
考えております。 今年は，御代替りで元号も『令和』となり，その元年であります。和の心をもって，
メンバーの皆様と共に「活躍の一年」となるよう取り組んでまいります。
◇ 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，女性会員増員，
実質 1 名 増 員・クラブ支部結成）の推進。
ＧＳＴ活動（糖尿病・食糧支援・視力・小児がん・環境）の推進。
ＦＷＴ活動（ＧＭＴと共に女性会員各クラブ２名増員，ＧＳＴと共に奉仕活動）の推進
ＬＣＩＦ活動（全クラブ，キャンペーン 100 への取り組み） 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。
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例会年間予定表、委員会編成表、２０１９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。
第 5８回東南アジアフォーラム（広島）への参加ご希望の方は、事務局まで
お申込みください。クラブ独自ツァーも企画しています。近日中にお知らせし
て募集します。
３３４複合地区ガバナー協議会議長より委嘱状が大石淸美さん、山本博史さん、
山本忠史さん、神谷清さん、原拓也さんに届きましたので伝達致します。
また、地区ガバナーより委嘱状が山本博史さん、勝山邦子さん、神谷清さん、
江川博敏さん、山本忠史さん、原拓也さん、渡邊礼子さん、鈴木真也さん、
岡本一雄さんに届きましたので伝達致します。（別紙参照）
アイバンクより江川博敏さん、林角次さんへ感謝状が届いておりますので伝達
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（Ｒ1.4.1〜Ｒ5.6 月総会日迄）
（公財）静岡県アイバンク常務理事Ｌ．江川博敏（Ｒ1.4.1〜Ｒ3.6 月総会日迄）
浜松市公園緑地協会理事
Ｌ．山本忠史（Ｒ1.6.1〜Ｒ3.6 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（Ｒ1.４.1〜Ｒ3.3.31）
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審査員（６名）
Ｌ．伊達芽利子、Ｌ．森下俊一、Ｌ．中尾宗矩、 Ｌ．野田宗義
Ｌ．渡邊礼子、 Ｌ．山岸博臣
ライオンズクエスト説明員
Ｌ．水口裕司
姉妹・友好提携クラブロビイストについては、新たに友好提携を結んだマニ
ラ・サクラライオンズクラブを追加致します。
Ｌ．山本忠史、Ｌ．有賀公哉、Ｌ．山本博史
その他姉妹・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。
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．太田剛良
母堂
浜松市東区上西町 32-14
Ｌ．中村勝也
尊父
遠方の為、身内のみで執り行います。
Ｌ．相坂幸彦
本人
浜松市中区池町 220-3
（８月）該当無し。
※ 元会員 故藤井義信さんの初盆はご自宅（浜松市中区元城町 114-6）で
７月に執り行います。
８． 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

６６．０％、

メーク・アップ １５名

総出席

７９．８％

＜６月第２例会／年次例会＞

会長挨拶

新会員 神田美奈さん

年次表彰

新会員 山中健一さん

アテンダンス・アワード

中古眼鏡収集感謝状贈呈

ＭＪＦ献金された齊藤さん

次期役員任命式

会長ﾋﾟﾝ贈呈 次期会長にﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁ

幹事報告

三役さんへ花束のプレゼント
一年間 お疲れ様でした

＜新旧引き継会＞
＜新旧引き継会＞
６月２８日に割烹 美笠に於いて新旧引き継
会が開催されました。
有賀会長の元で活躍された皆様 お疲れ様
でした。
髙橋会長他、次期役員・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 ミラノ＞

◇国際大会報告
７月５日〜７月９日にかけてイタリア・ミラノに於いて第１０２回国際大会が開催さ
れ、当クラブからは７名が参加いたしました。
国際会長から当クラブの大石淸美さんが３３４Ｃ地区ガバナーに任命されました。

◇委員会開催案内
・
・
・
・
・
・

７月１２日（金）「会長懇談会」
１３：３５〜
３Ｆ
７月１６日（火）「保健奉仕・障害者福祉委員会」１８：３０〜 ３Ｆ
７月１８日（木）「出席委員会」
１１：３０〜
33Ｆ
7 月１９日（金）「計画委員会」
１８：３０〜
３Ｆ
７月２３日（火）「理事会」
１８：３０〜
３Ｆ
７月３０日（火）「ＭＣ･Ｌ情報･ＩＴ委員会」１３：００〜
３Ｆ

桜の間
菫の間
事務局
桜の間
菊の間
桜の間

◇レクリェーション部会開催案内
・ ７月２４日（水）「俳句部会」
・ ７月２５日（木）「ホワイトクラブ」
・ ８月２４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
・ ７月１６日（火）「GAT セミナー」「ＭＣ･Ｌ情報･ＩＴセミナー」グランシップ
・ ８月２３日（金）「LCIF 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
太田剛良さん

勝山邦子さん
鈴木真也さん

河住公介さん
刀根寛子さん

中川智三郎さん

７月の結婚記念日 おめでとう！

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２６日（金）は、前年度会計報告・予算案審議・

サンクチュアリＮＰＯさんによるゲストスピーチです。
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＞
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