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＜ ７月第1例会・通算１５７３回 ＞ 20２１. ７ . ９

『We Serve～感謝の気持ちを忘れず、思いやりのこもった奉仕を届けよう～』

２０２１～２０２２年度 

   クラブ・スローガン  『We Serve ～感謝の気持ちを忘れず、 

                        思いやりのこもった奉仕を届けよう～ 』 

今年度はライオンズクラブのモットーである「We Serve」、奉仕

に重点をおき、コロナ禍で傷んだ地域社会へ常日頃の感謝の気持ち

と思いやりを届けたく、スローガンに想いを込めました。我々の  

クラブにはこれまで築き上げてきた誇るべき継続事業が数多く  

あり、今年度も実施を継続してまいります。 

また、この状況下だからこそ求められる奉仕もあるはずです。  

社会的弱者、特に貧困に直面している子ども達への支援等、いま求

められている奉仕、我々ライオンズクラブだからこそできる奉仕に

も取り組んでまいりたいと思います。 

例会の開催においても、従来のようなコミュニケーションを図るイベントの開催が困難に  

なっていますが、様々なところからヒントを得ながら可能な限りの対策を講じ親睦の場を   

設け、出席率の向上と退会防止に努めます。 

また、クラブの将来のためには会員の増強、次世代リーダーの育成も不可欠です。世代間の 

融和がクラブを活性化し、会員の増強、次世代リーダーの育成に繋がっていくものと考えます。 

ライオンズクラブには奉仕と会員同士の友愛が欠かせません。高い理想を掲げ、一致団結して 

このコロナ禍を乗り切りましょう。 

実現のために会員皆様方の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. 全員参加の創意工夫を凝らした奉仕活動の実施            

2. 会員間の絆を深める例会を計画し、出席率の向上を目指す  

3. 会員維持増強と次世代リーダーの育成に取り組む      

クラブ・スローガン 

新年度 会長方針



地区ガバナー基本方針 ３３４－Ｃ地区ガバナー 藤井 嗣也

「愛と和の心の奉仕で、夢と希望に満ちた未来を拓こう！」

 ２０２０年１月から始まった新型コロナウイルスの蔓延により営業自粛、休業要請を余儀なく 

され、困難に立ち向かっておられるライオンが多いと思います。ワクチンの接種が進めば、やがて終息

方面へと向かうでしょうが、コロナ禍は多くの社会問題、経済問題を浮き彫りにしました。地方創生の

担い手と期待される観光産業・交流人口を促す文化スポーツイベント、それらに伴う宿泊・飲食・交通・

物産など地域密着の幅広い産業分野に影響を与え苦難を強いています。           

 コロナ禍で最も大きな苦難を受けた人々は非正規雇用の派遣社員、パート、アルバイトの人たち  

です。この中には母子家庭・父子家庭・貧困学生・留学生などが多く含まれています。

 また障害を負った子ども達も例外ではありません。コロナ禍は、社会的弱者を浮き彫りにしました。

そしてその根本にあるのは自由な競争を理想の原理とし、合理化と効率化を追求してきた新自由主義 

政策がもたらした負の側面でもあると言えるでしょう。競争は必要であり、発展の原動力ではあります

が、現在の社会状況を見ますと競争から共生へ“心の支点”を移すことが必要であると考えています。   

江戸時代の後期に活躍した二宮尊徳翁は『至誠 勤労 分度 推譲』の教えの中で、『推譲』の精神、   

すなわち『譲り合い助け合うこと』の大切さを説いていますが、これは正に私達ライオンズクラブが  

唱えている“We Serve”の精神に他ならないのではないでしょうか。

 二宮尊徳翁の教えと精神は、渋沢栄一・松下幸之助・土光敏夫・豊田章男氏へと受け継がれてきた  

日本精神であり、経営思想です。先人の英知に学び、国際的な広がりを持つライオンズの組織を活かし

“共に生きる”ことを第一の価値として活動していきましょう。

『困っている人がいたら手を差し伸べる』のは、奉仕を目的とするライオンズにとっては、当然の  

ことと言えましょう。ライオンズ国際協会は、さまざまな奉仕ニーズを研究し、それに応えていこうと

しています。各々に重要なテーマであり、テーマに軽重はありませんが、私は『子どもの育成』こそ   

最も重要な奉仕テーマであると考えています。子どもは国の宝であり、健全に育成されるよう地域に 

根差し地域と共にあるライオンズこそ、この重要なテーマに取り組むべきと考えています。

すべての子ども達に学びの機会を！ 

貧困から脱出するのも貧困の連鎖を断ち切るのも教育以外にありません。二宮尊徳翁は学問をする 

のは働くことと同じ（価値がある）と言っています。すべての子どもたちに学びの機会を提供する 

為にいかに記したアクティビティが有効であると考えています。 

① 「子ども育成基金」の創設 

② カタリバ 開設支援 

③ 子ども食堂 開設支援 

④ 里親制度 推進支援 

地域に根差し地域に必要とされる活動を展開し、地域全体で未来の子どもたちを育てましょう。 

『大無量寿経』と言う経典の中に『和顔愛語 先意承問』と言う言葉があります。私の会社の 

社名の由来でもあり、私の目指す理想の社会の姿でもあります。『和顔愛語』すなわち“和やかな 

顔と思いやりの言葉”で人に接し相手の気持ちをいたわる。『先意承問』は、先に相手の気持ちを 

察して自ら進んで手を差し伸べるという意味です。ライオンズクラブ国際協会３３４－Ｃ地区 

ガバナー就任にあたり、地区スローガンとして使わせて頂きました。子ども達の未来が夢と希望に 

満ちた明るい未来となるよう和顔愛語を持って接し、ともに手を差し伸べようではありませんか！ 

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 「将来を見据え 奉仕と変革の能動者となろう」

◇334－C地区スローガン 「愛と和の心の奉仕で、夢と希望に満ちた未来を拓こう！」     



１． 例会年間予定表、委員会編成表、２０２１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。

２． 地区ガバナーより３３４-Ｃ地区会計監査委員委嘱状が神谷 清さんに届き  

ましたので伝達致します。                       

３． キャンペーン１００の取組みにより１２月での有賀公哉さん、伊達芽利子さん、

堀部成信さん、山澤英伸さんの献金に対して国際協会より寄付者ピンアタッチ

メントが贈られます。                      

４． 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．伊達芽利子、Ｌ．原 拓也、 

           Ｌ．岩崎琢哉、Ｌ．齊藤高生 

 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 

５． 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 

幹 事 報 告



６． 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．大久保忠訓  本人   浜松市中区菅原町16-15

Ｌ．野田宗義   母堂   浜松市中区和地山2-31-12

Ｌ．岡本一雄   本人   浜松市中区鴨江3-44-34

Ｌ．林 角次   令室   身内のみで執り行います。 

（８月）Ｌ．辻村昌彦   尊父   身内のみで執り行います。 

    Ｌ．江間省豪   尊父   浜松市西区篠原町20411-4

７． 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 ７１．８％、  メーク・アップ  5 名   総出席 ７６．３％

６月第２例会／年次例会の出席率 

＜６月第２例会／年次例会＞

会長挨拶           国際会長感謝状伝達             アテンダンスアワード

クラブ年次表彰                      中古メガネ収集の感謝状贈呈

中古ランドセル収集の感謝状贈呈      年次報告ＤＶＤの上映           次期役員任命式    

活動スナップ 



＜新旧三役引き継ぎ会＞ 

      ＴＴタイム                 幹事報告               閉会のゴング 
                                           鈴木会長１年間お疲れ様でした！

＜新会員報告＞       

６月２５日にジ・オリエンタルテラスに於いて新旧三役引き継会が開催されました。 

今回はコロナ禍により新旧三役のみでの引継ぎ会とさせていただきました。

２０２０年度 鈴木敬太郎会長の元で活躍された皆様お疲れ様でした。       

２０２１年度 呉海会長他、三役さんは新年度に向けて鋭気を養いました。

次期役員の皆様              次期会長 Ｌ呉海数佳      会長ピンの贈呈     



 福長 昌巳（ふくなが まさみ）さん ６２歳 Ｓ.Ｐ.Ｌ神谷 清 
  須山建設(株) 常務取締役 

 森下 俊一（もりした しゅんいち）さん ６０歳 Ｓ.Ｐ.Ｌ鈴木悦司 
  静岡新聞社・静岡放送 浜松総局次長兼論説委員 

 佐々木 まり子（ささき まりこ）さん ４７歳 Ｓ.Ｐ.Ｌ神田美奈 
  (有)サンマリー 代表取締役社長 

 佐藤 智宣（さとう とものり）さん ５１歳 Ｓ.Ｐ.Ｌ加藤正明 
  静岡エフエム放送(株) 本社営業部 部長 

・ ７月１２日（月）「計画委員会」     １８：３０～ ３０Ｆ パールの間 

・ ７月１５日（木）「出席委員会」     １１：３０～ ３３Ｆ    事務局

・ ７月２０日（火）「理事会」       １８：３０～  ３Ｆ メイフェア

・ ７月２８日（水）「俳句部会」       １１：３０～ ３０Ｆ クリスタル

・ ８月 ７日（土）「ゴルフ部会」      ８：４５ ｽﾀｰﾄ  浜名湖カントリーC

・ ７月１４日（水）「３３４複合地区ＧＡＴ会議」       オンラインにて 

※ お誕生日のお祝いは第２例会にてお渡しいたします。 

◇委員会開催案内

◇レクリェーション部会開催案内   

◇対外諸会合及びセミナー   

◇ お知らせ

＜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 

７月のお誕生日 おめでとう！                    

    江川博敏さん  森川育代さん  中川智三郎さん 丹羽崇史さん  

太田剛良さん  鈴木真也さん  刀根寛子さん  山岸真智さん  

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               

次回７月第２例会は、前年度会計報告・予算案審議・メンバースピーチです。 

日 時； ７ 月 ２６ 日（月） 

食 事； １１：３０ ～ １２：１５ 

例 会； １２：１５ ～ １３：３０ 

会 場； オークラアクトシティホテル浜松 ４Ｆ 平安の間 

◇ＧＭ・ＧＬＴ委員会より


