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クラブ・スローガン

『 高い志と謙虚な心を忘れずに、一致団結で笑顔の活動 』
新年度
クラブ・スローガン

会長方針

『高い志と謙虚な心を忘れずに、一致団結で笑顔の活動』

歴史と伝統を誇る浜松ホストライオンズクラブ第６５期の
会長に推挙され、身に余る光栄であるとともに、その責任
の重さを痛感しております。
7

私のような経験の浅い若輩者が受けるべきではないと考え
ましたが、昨今の世の中がめまぐるしく変化する中で、
微力ながら自分にもできることがあるのではないかと考え
お受け致しました。
今年はスローガンでも掲げたように皆で一緒になって笑顔に
なる活動を目指していきたいと思います。

ライオンズクラブのモットーである「We Serve（われわれは奉仕する）」を実現する
ための奉仕活動、そして例会や委員会などの活動を楽しく笑顔溢れるものにしていき
たいと思います。そして、これからのライオンズクラブとしての未来を考え、次世代
を担うリーダーの育成と共に、諸先輩方が築き上げられた歴史と伝統を重んじながらも、
これからの時代に合ったクラブ運営を目指します。
1 年間、皆さまのご指導と絶大なるご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

【活 動 方 針】
1.

全員参加の楽しい奉仕活動

2.

親睦を深める楽しい例会

3.

会員の維持増強と次世代リーダーの育成

4.

経費節減とクラブ運営の簡素化

5.

歴史と伝統の継承

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 「 セカンドセンチュリー組織と奉仕に魂を！」
◇334−C 地区スローガン 「

We Serve

地区ガバナー基本方針

「 We Serve

の精神で地域に誇れる感動の奉仕を！」

３３４−Ｃ地区ガバナー

久保田

紀之

の精神で地域に誇れる感動の奉仕を！」

ライオンズクラブ国際協会は，世界２００以上の国と領域に約１４０万人の会員を擁する世界最
の社会奉仕団体であり，１９１７年にメルビン・ジョーンズがシカゴに創設して以来一世紀を過ぎ，
今年度は１０４年目を迎えます。
国際協会は誕生１００年を機に，これからの１００年を見据えたプログラム「ＬＣＩフォーワード」
を策定し，今までの視力保護・環境保全に，糖尿病・小児がん・食糧支援(飢餓対策)のグローバル奉
仕分野を加えて，さらなる活動の活性化を目指しました。
また，ＬＣＩＦ(ライオンズクラブ国際財団)５０周年を機に２０１８〜２０１９年度からスタート
した「ＬＣＩＦキャンペーン 100 の実施により，ＬＣＩＦへの寄付目標額も大きなものになってい
ます。
どのクラブも国際協会の方針やルールに沿って運営・活動することは当然ではありますが，グローバ
ル化の一方で，身近な地域社会に対する活動が疎かになってはいないでしょうか？
旧来からの活動を漫然と繰り返してはいないでしょうか？
今年度は，地域社会の真のニーズを的確に把握することに努め，地域に誇れる奉仕活動の創造を目
指しましょう。ゾーン・リジョン単位や他の団体との協働による活動も策定し，より大きな社会貢献
を目指そうでありませんか。そうすることによってメンバーの満足度が高まり，そのパワーが自然に
会員維持と増強に繋がっていくものと確信します。
このような思いから，今年度アクティビティ・スローガンを
「 We Serve
の精神で 地域に誇れる感動の奉仕を！」と致しました。
この一年，メンバー各位の情熱溢れる活躍を心より期待致します。
◇ 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)の推進を。
ＧＭＴ活動(ＦＷＴと共に会員の維持・増強と少人数クラブ対策)の推進を。
ＧＳＴ活動(糖尿病対策・食糧支援・視力保護・小児がん対策・環境保全)の推進を。
ＬＣＩＦ寄付(キャンペーン 100・ＭＪＦ)の推進を。
２．
・
・
・

楽しいクラブ運営と活気ある活動の促進
ライオンズクラブの基本である例会を楽しく有意義なものにする工夫を。
身近な地域社会に対して，誇りを持てるアクティビティを。
ゾーンまたはリジョンの協働によるインパクトのある活動の創造を。

３．
・
・
・

原点に立ち返り，ライオンズの基本の再確認
クラブ会則の再認識と，ライオンズ必携勉強会の開催を。
ライオンズのラペルピンを常に携帯し，メンバーであることに誇りを。
国際協会ＨＰ，ライオン誌日本語版，地区誌等により最新情報の把握を。

幹 事 報 告
１．

２．
３．

４．
５．

６．

７．

例会年間予定表、委員会編成表、２０２０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。
地区ガバナーより委嘱状が大石淸美さん、山本博史さん、勝山邦子さん、
山本忠史さん、有賀公哉さん、岡本一雄さんに届きましたので伝達致します。
国際会長より国際会長賞が昨年度ＧＳＴコーディネーター 山本忠史さんに、
国際会長感謝状が昨年度キャビネット幹事 山本博史さん、昨年度キャビネッ
ト会計 勝山邦子さん、昨年度ＬＣＩＦ委員長 神谷清さん、昨年度年次大会
委員長 江川博敏さん、昨年度Ｌ情報・ＩＴ・アラート委員長兼キャビネット
副幹事 原拓也さんに届きましたので伝達致します。
国際協会より１００周年記念期間中に会員増強に貢献した会員に送る１００
周年会員増強賞が岩崎琢哉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（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第二次審査員（６名）
Ｌ．伊達芽利子、Ｌ．中尾宗矩、 Ｌ．野田宗義
Ｌ．内山元志、 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、改選年度のため下記の方々に
お願いいたしました。
＜京都ライオンズクラブ＞
◎Ｌ．伊達芽利子、〇Ｌ．齊藤高生、Ｌ．江川博敏、Ｌ．髙橋利幸、
＜マニラ（ホスト）ライオンズクラブ・マニラサクラライオンズクラブ＞
◎Ｌ．山本忠史、〇Ｌ．有賀公哉、Ｌ．山本博史、Ｌ．木野進公
＜函館ライオンズクラブ＞
◎Ｌ．江川博敏、〇Ｌ．神谷 清、Ｌ．刀根寛子、Ｌ．外山義孝
＜豊橋ライオンズクラブ＞
◎Ｌ．亀井秀哲、〇Ｌ．鈴木敬太郎、Ｌ．髙橋利幸、Ｌ．大隅知哉
＜飯田ライオンズクラブ＞
◎Ｌ．太田剛良、〇Ｌ．市川あかね、Ｌ．鈴木悦司、Ｌ．高田弘明
＜常滑ライオンズクラブ＞
◎Ｌ．神谷文吾、〇Ｌ．呉海数佳、Ｌ．中尾宗矩、Ｌ．山田里奈
初盆をお迎えになる会員・会友は下記の通りです。
Ｌ．大隅知哉
母堂
身内のみで執り行います。
Ｌ．矢部邦明
尊父
身内のみで執り行います。
Ｌ．齊藤高生
尊父
身内のみで執り行います。
Ｌ．杉浦兼太郎
本人
身内のみで執り行います。

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

６４．３％、

メーク・アップ １5 名

総出席

７７．３％

＜６月第２例会／年次例会＞

会長挨拶

地区年次表彰 6 部門受賞の伝達

ＭＪＦピンとサポーターピンの贈呈

ＬＣＩＦサポーターピンの贈呈

年次表彰

使用済み切手収集の感謝状贈呈

中古ランドセル収集の感謝状贈呈

次期会長 Ｌ鈴木敬太郎

アテンダンスアワード

会長ピンの贈呈

次期役員任命式

ＴＴタイム

幹事報告

＜新旧引き継会＞
６月２６日にジ・オリエンタルテラスに
於いて新旧引き継会が開催されました。
髙橋利幸会長の元で活躍された皆様
お疲れ様でした。
鈴木敬太郎会長他、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。

◇ＧＭ・ＧＬＴ委員会より
＜退会者報告＞
会員 野末美樹さん・・・一身上の都合により６月末退会

◇委員会開催案内
・ ７月１６日（木）「出席委員会」

１１：３０〜

33Ｆ

事務局

・ ７月２０日（水）「理事会」

１８：３０〜

３Ｆ

ﾒｲﾌｪｱ

・ ７月２８日（火）「レク部会特別委員会」

１３：３０〜

４Ｆ

菫の間

・ ７月２８日（火）「保健奉仕委員会」

１３：３０〜

４Ｆ平安の間ﾛﾋﾞｰ

１１：３０〜

松韻亭

◇レクリェーション部会開催案内
・ ７月２２日（水）「俳句部会」
・ ８月２２日（土）
「ゴルフ部会」

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２２日（水）「GＬT・ＧＭＴセミナー」１３：３０〜

グランシップ

・ ７月２２日（水）「ＭＣ･Ｌ情報セミナー」

１３：３０〜

グランシップ

・ ８月２５日（火）「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
中川智三郎さん
刀根寛子さん

勝山邦子さん
丹羽崇史さん

河住公介さん
太田剛良さん

森川育代さん
鈴木真也さん

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２８日（火）は、前年度会計報告・予算案審議・

入会式・中古メガネの洗浄箱詰めです。
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

