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クラブ・スローガン

『吾 唯 知

足』（吾れ唯足るを知る）

子どもの純真さをそのまま未来へ
新年度
クラブ・スローガン

会長方針

「吾唯知足」（吾れ唯足るを知る）

子どもの純真さをそのまま未来へ
『吾唯知足』とは
京都龍安寺にある「知足の蹲踞」にしたためられている
禅語に因ります。蹲踞の水溜めに穿った中心の正方形を
漢字部首の「口」と見て、時計回りに読むと「吾れ唯足る
7
を知る」となります。「知足のものは貧しといえども富めり、
不知足のものは富めりといえども貧し」という禅語を謎解き
風に図案化したものと言われています。
龍安寺は京都市右京区にある臨済宗妙心寺派の寺院。
山号は大雲山。この蹲踞は「龍安寺形」の本歌として有名。
水戸藩主徳川光圀が「大日本史」の編纂にあたり西源院本「太平記」(重要文化財)を拝借
したお礼として寄進したものと伝わります。
'２０１５〜１６年度浜松ホストライオンズクラブは厳かに６０周年を経て
２０１６〜１７年度は、ライオンズクラブ国際協会は創立１００周年を迎えます。
ライオンズクラブ本来の奉仕精神を再認識し、今以上に調和と均衡のとれた、
しかも品格あるクラブを目指して、この一年を運営していきたいと考えています。
この国の未来は、子どもたちの純真さと行動力に託されます。子どもたちへの奉仕
に重点をおき、実働を伴った汗と知恵を出していただく活動に邁進したく、会員全員
の御尽力に期待を寄せています。
1、

目標・スローガン
運営
会員の笑顔こぼれる、躍動感のあるクラブ運営を致します。
ＩＴなどを有効に利用したスピーディな運営を目指します。
事業
会員が汗と知恵を出し合って青少年健全育成につながる事業を展開して
いきます。
地域の声に耳を傾け、有意義な新たな事業を検討いたします。

国際協会、複合地区の基本方針
◇国際協会モットー
◇国際テーマ

ＷＥ

ＳＥＲＶＥ

「われわれは奉仕する」

次なる山を目指して

◇334 複合地区スローガン

１００周年にウィ・サーブ

◇334−C 地区スローガン

つなげよう未来へ

広めよう奉仕の輪、繋げよう次の１００年へ、
愛と希望をのせて！

地区ガバナー基本方針

３３４−Ｃ地区ガバナー

板倉三吉

「広めよう奉仕の輪、繋げよう次の 100 年へ、愛と希望を載せて！」
ライオンズクラブは奉仕を目的に組織された団体です。過去、多くの先人たちがこの目的
の為 1 世紀・100 年という長きに亘って活動し、世界にその輪を広げ、脈々と歴史を築き
上げてきました。
私達は、次の 100 年を目指して、愛と希望のもとに、この活動と歴史を次世代に繋げて
いかなければなりません。
今年度、ボブ・コーリュー国際会長は 次なる山を目指して を国際テーマに掲げられ、
「奉仕を通して地域社会とつながり、100 年を迎える今、力強いリーダーシップで次の山
を越えよう、新会員を招請して山々をつなげよう」と呼びかけています。
Ｗｅ Ｓerve のモットーのもと次の 100 年へ、確固たる信念をもって心のこもる
奉仕活動の実践にさらに邁進して行きましょう。
◇ 基

本 方

針

１． ＧＭＴ・ＧＬＴ活動の推進

・女性会員を含め、正会員と家族会員の増強推進。
・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。
２． ＬＣＩＦ献金の推進
・ＭＪＦ献金の目標達成。
・クラブ献金と 20・50・100 ㌦献金会員の推進。
・ＬＣＩＦ献金ゼロクラブを無くす。
３． 単一クラブの円滑な運営と活発な活動促進
・クラブ会則等、基本の再確認。
・ライオンズ必携の勉強会開催。
・次世代を常に意識しよう。
次の１世紀・１００年をさらに素晴らしいものとする為に、会員各位のご支援と一層の
ご活躍を心から期待いたします。

幹 事 報 告
１．
２．
３．
４．

例会年間予定表、委員会編成表を配布します。会員カード(メンバーシップ・
カード) 会員名簿・スケジュール手帳は出来次第、配布予定です。
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。
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（Ｈ27.4.1〜Ｈ29.6 月総会日迄）
浜松市社会福祉協議会評議員
Ｌ．金子力千（Ｈ27.7.1〜Ｈ29.6.30）
浜松市公園緑地協会理事
Ｌ．山内今朝男（Ｈ27.4.1〜Ｈ2９.6 月
評議委員会開催日）
Ｌ．岩崎琢哉（Ｈ27.４.1〜Ｈ29.3.31）

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（年次交替）
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末次秀行
ライオンズクエスト説明員・・・・Ｌ．高林

５．

６．

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。
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
◎Ｌ山本忠史 ○Ｌ有賀公哉 Ｌ山本博史
京 都 LC
◎Ｌ伊達芽利子 ○Ｌ内山重一 Ｌ江川博敏
函 館 LC
◎Ｌ江川博敏
○Ｌ岩崎琢哉 Ｌ神谷 清
◎Ｌ亀井秀哲 ○Ｌ鈴木敬太郎Ｌ高橋利幸
豊 橋 LC
飯 田 LC
◎Ｌ山内今朝男 ○Ｌ太田剛良 Ｌ鈴木悦司
常 滑 LC
◎Ｌ神谷文吾
○Ｌ呉海数佳 Ｌ中尾宗矩
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．宮澤
※

7．

昇、Ｌ．水口裕司

廣

ご本人

Ｌ野田純一
Ｌ野田純一
Ｌ髙橋利幸
Ｌ外山義孝
Ｌ大隅知哉
Ｌ高田弘明
Ｌ木野進公

浜松市中区住吉 1-22-3

西村邦夫さんのご母堂及び伊達芽利子会長の御義父に於かれましては、
初盆はご親族だけで執り行うと伺っています。
また、会友 小林敏彦さんはお身内と連絡が取れず詳細が不明です。

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例会の出席率
＜出席率＞６月第２例会

６３．４％、メーク・アップ １６名、 総出席７３．８％

＜６月第２例会／年次例会＞

会長挨拶

新会員

年次表彰

使用済み切手収集協力者表彰

中古ﾗﾝﾄﾞｾﾙ収集協力者表彰

役員任命式

＜

新旧引き継会

野田宗義さん

アテンダンス・アワード

新年度役員の皆様

＞

１年間 お疲れ様でした。

LCIF 献金会員ﾋﾟﾝの贈呈

中古眼鏡収集協力者表彰

次期会長へバトンタッチ

計画委員長最後の司会

＜福岡国際大会＞

６月２４日〜２８日にかけて福岡に於いて第９９回国際大会が開催されました。
当クラブからは２５名が参加いたしました。クラブ独自ツァーＢコースには１２名が
参加し、萩観光も併せて楽しみました。

◇委員会開催案内
・ ７月１４日（木） 「出席委員会」
・ ７月１９日（火） 「理 事 会」
・ ７月２８日（木） 「出席委員会」

１１：３０〜
１８：３０〜
１１：３０〜

33Ｆ
事務局
３F
メイフェア
３３Ｆ 事務局

◇レクリェーション部会開催案内
・ 7 月２６日（火）「俳句部会」
１１：３０〜
・ ７月２８日（木）「ＨＭホワイトクラブ」１９：００〜
・ ８月２７日（土）「ゴルフ部会」
９：００ 集合

3０Ｆ クリスタル
「なかちゃん」
浜名湖カントリーC

◇対外諸会合及びセミナー
・
・
・
・

７月２８日（木）
７月３１日（日）
８月 ８日（月）
８月 ８日（月）

GM・GLT・LCIF・Ｌ情報セミナー
グランシップ
３３４複合地区第６２回年次大会実行委員会慰労会
第１回 1Z．GM・GLT 委員会
グランドホテル浜松
第１回ガバナー諮問委員会
グランドホテル浜松

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

近藤昌夫さん

高田弘明さん

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

馬場広行さん

山本一登さん

※ お誕生日の花鉢は第２例会でお渡しいたします。

◇ お知らせ
次回、７月第２例会

7 月２２日（金）は、前年度会計報告・予算案審議です。

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

