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新年度 会長方針
クラブ・スローガン

「 蘇れ浜松ライオンズクラブ、活気ある奉仕活動をしよう」
当クラブは１９５５年１２月１０日に結成され本年で
56 年目を迎えます。会員数も一時期は２５０名を超えた
伝統ある浜松ライオンズクラブでありますが、社会環境や
価値観の変化と共に、近年ではクラブ会員数の減少傾向が
続くなどクラブを取り巻く環境は年々厳しくなってきて
おります。そのような中にありましても、浜松ライオンズ
クラブは会員皆がライオニズム精神に基いたマインドを
高く持ち、また嘗ての活力を呼び起こし、社会に必要と
される青少年に対する薬物乱用防止など様々な奉仕活動
（アクティビティー）を積極的に図ってまいりたいと思い
ます。
会員の皆様におかれましてはこの一年間のご協力、ご支
援をよろしくお願い申し上げます。
＜ 基 本 方 針 ＞
１ 会員増強 目標 １５０名
２ 出席率の向上 ９０％
３ クラブ独自のアクティビティ活動
４ 薬物乱用防止推進活動の活性化
（小・中・高・大学生への講習会開催）
５ PR 活動の強化
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」
◇国際テーマ
“ Ｉ Ｂelieve ～ 信じる ”
「奉仕を信じる」
「クラブ会員を信じる」
「明るい未来づくりを信じる」
「リーダーシップを信じる」
「より良いイメージづくりを信じる」
「社会への還元を信じる」
◇334 複合地区スローガン “奉仕の心をひとつにつなぎ 日本再生”
◇334－C 地区スローガン “広げよう奉仕の心 静岡から世界へ”

地区ガバナー基本方針
３３４－C 地区ガバナー 松 生 宏 文
“広げよう奉仕の心 静岡から世界へ！－汗を流そう、人と地域と地球のために－”
１９５２年、日本で初めて東京クラブが結成されてから６０年、日本ライオンズは所謂「還暦」を
迎えようとしています。この間、世界を襲った経済不況等により、日本ライオンズ最盛期には 17 万人
を数えていた会員数も、今では１０万７千人になりました。近年の会員数の減少は各クラブの円滑な
運営や活発な奉仕活動にも影を投げかけ、私達は大きな問題に直面しています。
私達の住む地球も、環境破壊・異常気象による干ばつ・洪水等、温暖化による悪影響が農畜産物・
水資源や食料価格にも波及して人類の安全な生活を脅かし始めています。この３月には日本の東北
地方が未曾有の大地震・大津波・原子力発電所の事故等大災害に襲われ、計り知れない甚大な被害
が生じてしまいました。日本をはじめ世界は今、政治・経済・社会情勢はもとより、国家の存在や
人類、地球そのものまでも、かつて経験したことが無い危機の中に置かれているのです。
このような状況であるからこそ、私は『地球と世界を活動範囲とするライオンズクラブの奉仕活動
が強くもとめられている』と思うのです。
私達ライオンズがさらなる向上を目指すには、志を同じくする“同志”の増強が必要不可欠であり、
今年度タム国際会長も「I Believe～信じる」を国際テーマとし、会員がもたらす力を信じて会員増強
に向けて行動を起こすよう、強く奨励しています。
そして今回の大震災、私達は環境活動にも心を一つにして取り組まなければなりません。まず、身近
なところから実行していくことから始めましょう。小さな一本の木を植樹する、そんなささいなこと
が地球温暖化阻止と環境の改善につながっていきます。私達は今一度奉仕活動の本質を振り返り、
「心の奉仕」
「汗を流す奉仕」に取り組むべきではないかと思うのです。
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
“広げよう奉仕の心 静岡から世界へ！－汗を流そう、人と地域と地球のために－”としました。
基本方針は次の５項目です。
１．

ＧＭＴ・ＧＬＴ（ＭＥＲＬ）活動にさらなる努力を
会員の減少傾向にピリオドを打ち、維持増強に一層努めよう。数は力なり！ライオンズの輝か
しい未来の為に。
ＧＭＴ＝グローバルメンバーチーム ＧＬＴ＝グローバルリーダーシップチーム
Ｍ＝メンバーシップ Ｅ＝エクステンション Ｒ＝リテンション Ｌ＝リーダーシップ

２．

環境保全事業へのさらなる取り組みを
人類共通の宝である地球、温暖化阻止のための植樹等、出来ることからまず一歩。当地区の
「環境に関する遵守事項」と「全日本ライオンズ環境憲章」の率先実行に努めよう。

３．

楽しい例会でさらに意義あるクラブ運営を
ライオンズクラブは卒業の無い人生の学校。
「明るく楽しい例会」と「心の奉仕」
「汗を流す
奉仕」の実施で、全会員の笑顔が溢れるような意義あるクラブ運営に努めよう。

４．

青少年健全育成にさらなる取り組みを
「ＬＱ」
「薬物乱用防止」
「ＹＣＥ」他、青少年健全育成事業は次代を託す若人育成の根幹
をなすもの。明るい未来の為に、身近な大人として地域青少年の健全育成に力を尽くそう。
ＬＱ＝ライオンズクエスト ＹＣＥ＝ユースキャンプ＆エクスチェンジ

５．

ＰＲのさらなる推進を
「ライオンズクラブって何？」
「どんな活動をしているの？」私達を取り巻く地域の人々に
まず理解していただこう。大切な同志を増やす為にも日頃の活動のＰＲに努めよう。

幹 事 報 告
１． 会員カード(オフィシャル・メンバーシップ・カード)、会員名簿、は次例会に
配布予定です。
２． スケジュール手帳、例会年間予定表、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。
３． 友好クラブとの交流について下記の方々にロビストをお願いしました。
宜しくお願いします。
京都ＬＣ Ｌ．西村元雄、Ｌ．矢口武克、Ｌ．徳田修一、Ｌ．伊達芽利子
函館ＬＣ Ｌ．西村元雄、Ｌ．神谷 清、Ｌ．江川博敏、Ｌ．武藤 剛
飯田ＬＣ Ｌ．鈴木悦司、Ｌ．伊達芽利子
常滑ＬＣ Ｌ．神谷文吾、Ｌ．前島忠夫、Ｌ．渥美幸久
豊橋ＬＣ Ｌ．亀井秀哲、Ｌ．豊福和雄
４． 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 月迄）
（財）静岡県アイバンク理事
Ｌ．矢口武克（Ｈ23.4.1～Ｈ25.6 月迄）
（財）静岡県アイバンク理事
Ｌ．江川博敏（Ｈ23.4.1～Ｈ25.6 月迄）
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．鈴木悦司（Ｈ2２.４.1～Ｈ2４.3.31）
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
Ｌ．藤沢弘芳、Ｌ．岩崎琢哉
５． 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．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

６． 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．亀井秀哲 ご尊父 實様
浜松市中区中沢町３－２３
（仏）
Ｌ．神谷文吾 ご令室 南海子 浜松市中区山手町４０－３
（仏）
Ｌ．岩崎琢哉 ご尊父 琢磨様 （身内のみで執り行います）
Ｌ．戸塚晴男 ご母堂 よ志様 浜松市中区中央１－９－１５
（仏）
Ｌ．小笠原守之助 ご尊父 市太郎様 磐田市掛塚９９６
（仏）
Ｌ．高橋節男 ご尊父 安夫様 浜松市中区板屋町１０２７
（仏）
Ｌ．細谷 繁 ご母堂 み弥様 浜松市中区早出町１２１３－１８（仏）
（８月）
Ｌ．勝山邦子 ご母堂 さわ様 （身内のみで執り行います）
６月第２
月第２例会の
例会の出席率
＜前例会出席率＞６月第２例会 70.5％、メーク・アップ ２１名、 総出席 8６％
活動スナップ
活動スナップ
＜６月第２
月第２例会＞
例会＞役員任命式

松下政経塾 石井真人様

新会長へバトンタッチ

＜新旧引継会＞
新旧引継会＞
前年度役員の皆様
お疲れ様でした

＜国際大会
シアトル＞
シアトル＞

年次表彰受賞の皆様

アテンダンス・アワード

役員任命式

入会式 岩本泰宏さん

◇ＧＭ・
ＧＭ・ＧＬＴ委員会報告
ＧＬＴ委員会報告
＜新会員報告＞
・鈴木茂夫（すずき しげお）さん ６３歳
㈱タイコー塗装 取締役会長
・高田 泉（たかだ いずみ）さん ６４歳
㈱テンイチ 代表取締役
・光益尚登（みつます ひさと）さん ５６歳
㈱虹設計事務所 代表取締役
・杉浦雄二（すぎうら ゆうじ）さん ５３歳
㈱リックス
代表取締役

SPL 加藤正明
SPL 加藤正明
SPL 竹村 寧
SPL 伊達芽利子

◇委員会開催案内
・ 7 月１9 日（火）
「会計監査」

１７：３０～

事務局

・ 7 月１9 日（火）
「理事会」

１８：３０～

桜の間

・ ７月２１日（木）
「出席委員会」

１１：３０～

事務局

・ ７月２６日（火）
「ＩＴ・ＰＲ委員会とマスコミとの懇談会」
・ ７月２８日（木）
「出席委員会」

１８：３０～

菊の間

１１：３０～

事務局

１８：００～

菊の間

◇レクリェーション部会開催
レクリェーション部会開催案内
部会開催案内
・ 7 月１9 日（火）
「囲碁部会」

・ ７月２２日（金）
「ホワイトクラブ」 １８：３０～

グランドＨ

・ ８月 ４日（木）
「俳句部会」

菊の間

・ ８月２７日（土）
「ゴルフ部会」

１１：００～

８：３０集合 浜名湖カントリーＣ

◇対外諸会合及び
対外諸会合及びセミナー
・７月２２日（金） ＰＲ・ＩＴ・情報・ＹＣＥセミナー グランシップ
・８月 29 日（月） 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

◇ 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
入会式です。続いて、静岡文化芸術大学の熊倉学長講演会の予定です。
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；
編集担当；浜松ライオンズクラブ
浜松ライオンズクラブＩＴ
ＰＲ・会報編集・
会報編集・Ｌ情報委員会＞
情報委員会＞
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ＩＴ・ＰＲ・
＜ＴＥＬ４５４
４５４－
９３９６・
ＦＡＸ４５２
４５２－
２０９１＞
http://www.hamamatsu--lc.org
＜ＴＥＬ
４５４
－９３９６
・ＦＡＸ
４５２
－２０９１
＞ http://www.hamamatsu

