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クラブ・スローガン

「始めよう心にのこる奉仕活動」
新年度

会長方針

クラブ・スローガン

「 始めよう心にのこる奉仕活動」
ライオンズクラブのモットーは、「We Sarve (われわれは
奉仕する）」です。世界におけるライオンズクラブの現勢は、
２０８カ国に４６,１０５クラブ、会員数にして、１３４万
余名の会員を有する巨大な奉仕団体です。
その大きな組織も、会員一人ひとりの地道な活動がクラブ
を支え、さらに発展させるエネルギーの源となっています。
我が浜松ホストライオンズクラブは、昭和３０年に結成
されて以来多くの会員の努力により今日まで脈々と引き継
がれてまいりました。この伝統あるクラブの継続は、昨今
の厳しい経済環境の中にあっても、会員一人ひとりの強い
意志と仲間意識により実現されるものと確信するところ
です。今年度は、会員同士の「心」のふれあいによるチームワークを重視して、
委員会の視える化と全員参加による委員会活動に取組んでいきたいと思います。
各委員長さんによる活動方針等をまとめた資料を添付致しました。ご覧いただき
積極的に参加されご活躍されますことを切にお願いするところです。また、本年
度の奉仕活動は、身近な生活に密接した視点から、奉仕活動に取り組み、その
活動がさらに大きく育ち社会に貢献できればと願っています。
社会に役立つ奉仕のために、会員の皆様の知恵を拝借したいと考え、「新たなる奉
仕活動の提案方」のお願いをするところです。
この一年間、会員皆様のご指導と絶大なるご協力をお願い申し上げます。
＜

基 本 方 針

＞

運営：計画的でシンプルなクラブ運営を
1．委員会の視える化
2．委員会の活動は全メンバーで
3．会員の維持と増強

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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ＳＥＲＶＥ

◇国際テーマ

奉仕の世界

◇334 複合地区スローガン

奉仕の世界は

「われわれは奉仕する」

熱い情熱と固い絆から

◇334−C 地区スローガン
笑顔で奉仕

人に心の豊かさを！−感動の奉仕で、日本新生

地区ガバナー基本方針
３３４−C 地区ガバナー 岡野 良隆

笑顔で奉仕

人に心の豊かさを！−感動の奉仕で，日本新生−

近年の経済優先の風潮から今の日本には物が溢れ、金銭さえ出せば望むもののほと
んどが手に入ります。物品やその量の多さが幸福であるかのような錯覚のもと、
世界で一番残飯の多い国とは全く恥ずかしい現実と言わなければなりません。
世界の大半の国々は今も食料や水の危機の中にあり、次代を担うべき子どもたちが
餓死していく現状にあるのです。表面は華やかに見える日本も、内実は格差社会の
拡大と共に人々からは笑顔が消え，貧困は心にまで及び、希望を持てない若者が多
くなったと言われて久しい現状に置かれています。このような中、昨年３月１１日
に発生した東日本大震災は、私たちに多くの問いを投げかけました。数多の尊い命
と、日々の努力によって築かれた財産が一瞬にして失われ、被災された方々は未だ
に仮設住宅で、また元の住居に戻れずに全国に散り散りになって、不自由な生活を
余儀なくされています。日本はもとより世界中のライオンズが金銭や物資、直接現
地に赴いての支援活動をしていますが、この活動も会員自身が元気で豊かな心を
もっていなければ不可能になってしまいます。
「和顔施」という言葉がありますが，私達の常日頃の活動も We Serve のもと
に笑顔で、先様の気持ちを思い遣り、心豊かになってもらえるような「感動の奉仕」
の実践に努め、本当の幸福とは、物ではなく心の持ち様にあるのだと感じてもらえ
るような｢和顔愛語｣の活動としたいものです。そして，私達の奉仕活動で、今日本
を覆っている閉塞感を打破し，東日本大震災からの復興を支え，若者が希望を持て
るような、豊かな日本の創造に寄与していきたい。
その思いから２０１２〜２０１３年度アクティビティスローガンを
笑顔で奉仕 人に心の豊かさを！−感動の奉仕で、日本新生−
としました。
この一年、地区内会員皆様方の一層のご活躍を、心からご期待申し上げます。
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先月末ライオンズクラブ国際協会より「浜松ライオンズクラブ」から「浜松
ホストライオンズクラブ」への名称変更承認の正式通知をいただきました。
去る６月２３日にサンパロック LC と姉妹締結式を地区ガバナー同席の
もと釜山ウェスティンホテルに於いて挙行され、姉妹提携を結びました。
会員カード(オフィシャル・メンバーシップ・カード、スケジュール手帳、会員
名簿、は次例会に配布予定です。
例会・委員会日程表、委員会編成表、レクリェーション部会構成表を配布し
ます。
外部機関への推薦出向は下記の方々にお願いしました。
（財）静岡県アイバンク評議員 Ｌ．鈴木悦司（Ｈ23.4.1〜Ｈ27.6 月総会日迄）
（財）静岡県アイバンク理事
Ｌ．江川博敏（Ｈ23.4.1〜Ｈ25.6 月総会日迄）
浜松市社会福祉協議会評議員
Ｌ．江川博敏（Ｈ23.7.1〜Ｈ25.6.30）
浜松市公園緑地協会理事
Ｌ．亀井秀哲（Ｈ2４.４.1〜Ｈ2６.3.31）
静岡県薬物乱用防止指導員
Ｌ．岩崎琢哉（Ｈ23.４.1〜Ｈ25.3.31）
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 （年度継続確認）
本日下記の方々に委嘱状が伝達されます。
Ｌ．矢口武克
日本ライオンズ誌日本語版委員会委員
Ｌ．大石淸美
３３４複合地区 YCE 委員
Ｌ．矢口武克
３３４−Ｃ地区名誉顧問
Ｌ．西村元雄
３３４−Ｃ地区名誉顧問
Ｌ．金森武夫
３３４−Ｃ地区名誉顧問
Ｌ．岡本一雄
３３４−Ｃ地区名誉顧問
Ｌ．神谷 清
３３４−C 地区１R・1ZC
Ｌ．大石淸美
３３４−C 地区 YCE 委員長
Ｌ．亀井秀哲
３３４−C 地区１R・YCE・LCIF 国際関係委員
７月、８月に初盆をお迎えになる会員は下記の通りです。
（７月）
Ｌ．高橋利幸 ご尊父 幸一 様 浜松市中区鹿谷町 12-18
（仏）
Ｌ．勝山邦子 ご母堂 しま江様 浜松市東区植松町 256-15
（仏）
ご主人 敏郎 様
〃
（仏）
（８月）
Ｌ．矢口武克 ご母堂 やす次（遠方の為、お気づかいは結構ですとのことです。）
Ｌ．細井立巳 ご本人
（会友）増田雅司 ご本人
（会友）中川 猛 ご本人

神式の為、初盆は執り行いません
執り行いません
執り行いません

６月第２例会の出席率

＜前例会出席率＞６月第２例会 53.2％、メーク・アップ ４３名、総出席 81.1％
活動スナップ
＜６月第２例会＞役員任命式

年

次 表

新会員 野田純一さん

彰

役員任命式

アテンダンス・アワード

＜プサン国際大会＞

パレード風景

ﾐﾈﾊﾊﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄでの募金を寄贈

新会長へバトンタッチ

複合地区晩餐会

＜サンパロックＬＣとの姉妹締結式＞

仏国寺などの観光風景

＜新旧引継会＞

前年度役員の皆様お疲れ様でした

会長から活躍された委員長さんにクラブ功労賞が贈られました。

◇ＧＭ・ＧＬＴ委員会報告
＜新会員報告＞
６月第２例会 入会
・野田純一（のだ じゅんいち）さん
浜松信用金庫 常務理事
７月第１例会 入会
・永田 治（ながた おさむ）さん
冨士物産 代表取締役社長

６１歳

４７歳

SPL 宮沢

廣

SPL 加藤正明

◇委員会開催案内
・7 月

9 日（月）
「GM・GLT 委員会」１８：３０〜 桜の間

・ 7 月１０日（火）
「IT・PR 委員会とマスコミとの懇談会」
１８：３０〜
ﾒｲﾌｪｱの間
・ ７月１２日（木）
「計画委員会」

１８：３０〜

桜の間

・ ７月１７日（火）
「出席委員会」

１１：３０〜

事務局

・ ７月２３日（月）
「理

会」

１８：３０〜

桜の間

・ ７月２６日（木）
「計画委員会」

１８：３０〜

桜の間

事

◇レクリェーション部会開催案内
・ 7 月１9 日（木）「俳句部会」

１１：３０〜

菊の間

・ ７月１９日（木）「ホワイトクラブ」１８：３０〜

グランドＨ

・ ７月２４日（火）「囲碁部会」

菊の間

・ ８月２５日（土）
「ゴルフ部会」

１８：００〜
８：３０集合

浜名湖カントリーＣ

◇対外諸会合及びセミナー
・７月 ９日（月） ＰＲ・ＩＴ・情報・ＹＣＥセミナー グランシップ
・７月１０日（火） 青少年奉仕・薬物乱用防止・Ｌクエスト／
環境保全・四献セミナー
グランシップ
・７月１２日（木） 第２回 1R１Z１０LC 合同ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ実行委員会
グランド H
・７月２７日（金） 第１回１R．１Z．GM・GLT 委員会 ｵｰｸﾗ桜の間
・７月２７日（金） 第１回ガバナー諮問委員会
ｵｰｸﾗ桜の間
・８月 ２日（木） GM・GLT セミナー
グランシップ

◇ お知らせ
次回、７月第２例会

7 月２７日（金）は、前年度会計報告・予算案審議

入会式とメンバースピーチです。
於）オークラホテル

平安の間

食

事

１１：３０〜１２：１５

例

会

１２：１５〜１３：３０

＜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

