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クラブ・スローガン

～New Style LIONS～
『伝統を重んじ、未来に向けて、新しい形の奉仕を創り出そう！』
新年度

会長方針

クラブ・スローガン
～New Style LIONS～
『 伝統を重んじ、未来に向けて、新しい形の奉仕を創り出そう！ 』
歴史と伝統ある浜松ライオンズクラブ第６７代会長にご指名を頂きました
高田弘明でございます。身の引き締まる思いで、今年度の活動を精一杯努力
して参りたいと思います。クラブ・スローガンは、６６年間積み重ねた歴史と
奉仕活動の伝統を、決して過去のものにせず、先輩方の知恵と私たちの新しい
感性を調和させた取り組みで、次世代につなぐ活動を目指す強い想いを込めた
ものであります。
まず、国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）の課題を活動と結び
つけ、社会奉仕や地域奉仕をライオニズム「We Serve」（われわれは奉仕
する）」の精神で取り組んで参ります。
更に、浜松ライオンズクラブの奉仕活動をより広く認知してもらうために、クラブ内外に向けた情報
配信を強化して参ります。WEB サイト・SNS のリニューアル、地元メディアのご協力とともに、
開かれたライオンズクラブを表現したいと思います。また委員会活動、部会活動を活性化させることに
より、会員間のコミュニケーションを図り、誰もが参加したくなる魅力ある例会を通じて、会員同士の
友愛と会員拡大に努めたいと思います。
諸先輩方が築き上げた偉大な活動の歴史と伝統を守りつつ、奉仕活動や支援活動を慎重に見直しを
し、スローガンに沿った新しい活動を取り入れ、わかりやすく開かれた浜松ライオンズクラブの運営を
目指して参りますので、一年間、皆さまのご指導と絶大なるご協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

【活動方針】
１． SDGs に積極的に取組む奉仕活動
２． 誰もが参加したくなる例会
３．
４．

コミュニケーションを大切にするクラブ
会員の維持増強と次世代リーダーの育成

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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地区ガバナー基本方針
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「足元を固め 原点復帰 “We Serve”」
メルビン・ジョーンズの呼びかけにより米国各地から集まった２０名の代表者による初会合から
１０５年、奉仕クラブ「ライオンズ協会」は今や、世界２００を超える国と領域に１４０万人の会員を
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。
「協会の目的」
「スローガ
ン」
「モットー」
「道徳綱領」等を心の基軸とした先人たちの尊い活動の軌跡は、１００年余の時を経て
今日のライオンズを築きました。
いま世界はコロナ禍という混沌の中で、地球上の全ての国々・人々の平穏な生活や経済、心までもが
脅かされ、停滞しています。時を同じくして、私達ライオンズクラブもまた、クラブ数と会員数の減少
という時流の中にあります。
しかしながら、このような時代であればこそ、私たちは創立時の理念“We Serve-われわれは奉仕す
る”に立ち返り「見返りを求めない無私の奉仕活動」の実践によって、地域社会をテラス「光」であり
たいものです。そして「時代と地域の求める声に心からの奉仕で応えるライオンズでありたい」との思
いから、今年度のアクティビティ・スローガンを
「足元を固め 原点復帰 “We Serve”」と致しました。
会員各位におかれては「奉仕こそ我々の生命・使命」とするライオンズクラブの崇高な理念を胸に、
素晴らしい一年になりますよう、心から念願いたします。

◇基本方針
１. ＧＭＴ＝会員の増強≪正会員３，０００名を目指す≫
会員数の減少によるクラブ運営が心配されます。
今年度からＧＭＡプログラムの全国展開が始まります。当地区においてもこのプログラムを有効に
活用し、新クラブの結成や新会員の増強を図っていきます。是非、各クラブ会員１０%増を目指し
て下さい。
２. ＧＬＴ＝会員資質の向上≪“We Serve”の精神を学ぶ≫
ライオンズ創立の精神を学び、所属クラブの活動の歴史も知って下さい。
ＣＱＩ（クラブ活性化計画）の展開と共に自分磨きにも努め、地域の豊かな社会創生に貢献しまし
ょう。
３. ＧＳＴ＝地域に根差した奉仕活動≪社会貢献≫
今必要とされる奉仕は何なのか。貴重な継続事業の実施と共に、新たな奉仕活動を掘り起こして下
さい。クラブ所在各地域の特色を生かし、地域と共に在り、地域に受け入れられる活動の展開を
探ってください。
４. ＬＣＩＦ＝世界に目を向け相互に助け合う心を≪クラブ寄付≫
地域はもとより、発展途上にあって援助が必要な国々に手を差し伸べる事もライオンズクラブの
大切な活動です。自然災害も多発しています。
今年度もＬＣＩＦ（ライオンズクラブ国際財団）への寄付推進にご協力下さい。
以上
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例会年間予定表、委員会編成表、２０２２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３３４-Ｃ地区名誉顧問委嘱状が大石淸美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（Ｒ3.7.1～Ｒ5.6 月総会日迄）
浜松市公園緑地協会理事
Ｌ．髙橋利幸（Ｒ3.6.1～Ｒ5.6 月評議委員会開催日）
静岡県薬物乱用防止指導員
Ｌ．伊達芽利子（Ｒ3.４.1～Ｒ5.3.31）
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．森下俊一、 Ｌ．野田宗義
Ｌ．外山義孝、 Ｌ．山岸博臣、 Ｌ．山下慶一郎
ライオンズクエスト説明員
Ｌ．水口裕司
浜松ライオネット合唱団・後援会役員
副理事長（会計理事）Ｌ．江川博敏
理事
Ｌ．原 拓也、Ｌ．齊藤高生、Ｌ．髙橋利幸
監事
Ｌ．袴田暁広
評議員
Ｌ．有賀公哉、Ｌ．伊達芽利子、Ｌ．江川博敏、
Ｌ．原 拓也、Ｌ．岩崎琢哉、Ｌ．川島順三、
Ｌ．齊藤高生
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を中心に今期
中に若干の改選を加えてスタート致します。
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）１４日 Ｌ．鈴木敬太郎 尊父 磐田市掛塚５７７
１４日 Ｌ．間瀬 武
尊父 妙恩寺（身内のみで執り行います）
Ｌ．鈴木 真仁 尊父 浜松市中区鴨江 3-7６-6
（８月）該当無し
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宜しくお願い致します。

６月第２例会の出席率
６月第２例会

６３．１％、

メーク・アップ

７名

総出席

６９．２％

活動スナップ
＜６月第２例会／年次例会＞

会長挨拶

浜松視覚特別支援学校へライオンズ図書贈呈・校長先生ご挨拶

中古ランドセル収集感謝状

年次表彰

中古眼鏡収集感謝状

アテンダンスアワード

次期役員任命式

次期役員の皆様

次期会長Ｌ髙田弘明

会長襟章の贈呈

ＴＴタイム

幹事報告

◇新旧引継会

６月２４日にジ・オリエンタルテラスに
於いて新旧引継会が開催されました。
呉海会長の下で活躍された皆様お疲
れ様でした。
髙田会長他、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。

◇青少年指導・市民奉仕委員会より
昨年度５月第１例会にて箱詰め、発送しました中古ランドセルが６月末マニラに届き
マニラサクラＬＣメンバーの方が現地の子ども達へ贈呈してくださいました。
写真が届きましたので、ご紹介致します。

◇委員会開催案内
・
・
・
・

７月 ８日（金）「計画委員会」
７月２１日（木）「マスコミ懇談会」
７月２１日（木）「出席委員会」
７月２１日（木）「理事会」

１３：３０～
１１：３０～
１３：００～
１８：３０～

４Ｆ平安ﾛﾋﾞｰ
３０Ｆ パール
３３Ｆ 事務局
３Ｆ ﾒｲﾌｪｱ

◇レクリェーション部会開催案内
・
・

７月２６日（火）「俳句部会」
８月２７日（土）「ゴルフ部会」

１１：３０～
３０Ｆ ｸﾘｽﾀﾙ
７：５０集合
浜名湖ＣＣ

◇対外諸会合及びセミナー
・

７月１１日（月）「1Z 合同 Act 実行委員会」１８：００～ グランドホテル

７月のお誕生日 おめでとう！

江川博敏さん
丹羽崇史さん

勝山邦子さん
太田剛良さん

小池健晴さん
鈴木真也さん

森川育代さん
刀根寛子さん

中川智三郎さん
山岸真智さん

７月の結婚記念日 おめでとう！

伊藤美穂さん

髙田弘明さん

山本一登さん

※ お誕生日のお祝いは、第二例会にてお渡しさせていただきます。

◇

お知らせ
次回７月第２例会は、前年度会計報告・予算審議・献眼啓発ＤＶＤ鑑賞です。
日
食
例
会

時
事
会
場

７月 ２２日 （金）
１１：３０ ～ １２：１５
１２：１５ ～ １３：３０
オークラアクトシティホテル浜松

４Ｆ

平安の間

※まん延防止等重点措置または緊急事態宣言が発令された場合は書面例会となります。
＜編集担当；浜松ライオンズクラブＭＣ・Ｌ情報・ＩＴ委員会＞
＜ＴＥＬ４５４－９３９６・ＦＡＸ４５２－２０９１＞ http://www.hamamatsu-lc.org

