３３４複合地区スローガン
「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」
前向き思考で真の奉仕と大きな感動

３３４－Ｂ地区スローガン
「友愛と奉仕で築け 人々の幸せ」
～ 原点回帰 ～

岐阜西ライオンズクラブスローガン

2018年

おもいやり、あたたかい心で奉仕の輪

例会プログラム

会」
司 会 L.篠田
開会ゴング
会 長 L.広瀬（恵）
国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
ゲスト及びビジターの紹介 接待委員長 L.山田

４ 慶祝行事（誕生祝）
５ 会長挨拶
６ ZCご挨拶

L.広瀬（恵）
L.広瀬（恵）

ライオンズクラブ国際協会334-Ｂ地区
第１R 第３Ｚ ZC L.早崎 敏
７ 新会員候補者採決
会員委員長 L.伊藤（隆）
＜

食

事

＞

幹事報告
各委員会報告
テールツイスター登場
出席報告
出席大会委員
会計報告
閉会ゴング

1. 国際会費21.5ドル×45名×（レート110円）＝
106,425円
家族会員国際会費10.75ドル×52名×（レート110円）
＝61,490円をライオンズクラブ国際協会へ送金致しま
した。
2. ８月６日(月)ガバナー公式訪問合同例会準備会議が
岐阜グランドホテルに於いて開催され、幹事L.河野、
計画委員長L.篠田の２名が出席致しました。
3. ８月６日（月）ジュニアリーダー会協力金贈呈式が
事務局において行われ、会長L.広瀬（恵）、
幹事L.河野、青少年健全育成委員長L.森田の３名が
出席致しました。

L.河野
L.後藤（さ）
L.広瀬（真）
L.伊藤（正）
L.広瀬（恵）

会計報告

4. 事務局夏期休暇について
８月１３日（月）～１６日（木）
キャビネット、ゾーン事務局同じ。
緊急連絡先 幹事Ｌ．河野０９０－３２５７－２６０５まで
宜しくお願いします。

出席報告

ドネーション
ファイン
Boxファイン
合計

14人
1人
15人

金額
金額
金額
金額

次回例会案内
日 時：
場 所：
例会名：

８月７日(火) 於 ホテルグランヴェール岐山 12：15～

第875回 幹事報告

ライオンズクラブ国際協会334-Ｂ地区
第１Ｒ 第３Ｚ ＺＣ L.早崎 敏
ZCA L.杉浦克彦

８
９
10
11
12
13

875回

会長・幹事報告

第875回 ＺＣクラブ訪問例会
「例
１
２
３

８月 第一例会

８月２８日（火）12：15から
ホテルグランヴェール岐山
入会式例会

75,000円
2,000円
円
77,000円

会員数
出席数
出席率

46人
40人
86.9％

慶祝行事
誕生祝

４日L.伏屋 智美 31日L.武藤 寛治

そ会長挨拶

会長挨拶

会長 Ｌ．広瀬 恵子
本日は、暑い中ゾーン・チェアパーソン、ゾーンチェアパーソン・ア
シスタントのお二人にご訪問いただき、誠にありがとうございます。後
程L.早崎にお話しをいただきますので、よろしくお願いします。
私事ですが、先日８月４日に全国花火大会を観覧致しました。メン
バーの皆様も多くご覧になられたと思いますが、岐阜都ホテルの裏の河
川敷の席で見ることができました。空から降ってくるような花火とナイ
アガラの滝、音と音楽にとても感動の一夜を過ごしました。
本日は３点お話しします。まず、１点目、西日本豪雨災害支援金とし
て、日本ライオンズより会員１名につき1,000円のＬＣＩＦ経由支援の連
絡がありました。本日理事会において緊急支援金より拠出が決まりまし
たので、ご報告致します。2点目は、本日の「鵜飼観覧の夕べ」アクトに
ついてです。４時半に鵜飼待合所前に集合の予定です。暑い日なので招
待団体の方、クラブメンバー共に熱中症に十分注意していただきたいと
思います。塩飴や冷却カイロを用意していますので、活用してください。
3点目、岐阜市ジュニアリーダー会への協力金を昨日岐阜西ライオンズク
ラブ事務局に於いて贈呈致しました。青少年健全育成委員長Ｌ．森田、
幹事Ｌ．河野、私と３名で出席し行い、感謝状をいただきましたので、
ご披露させていただきます。

そ特別記事

ＺＣご挨拶

ライオンズクラブ国際協会334-Ｂ地区 第１Ｒ第３Ｚ ＺＣ（Ｒ事務局） L.早崎 敏
この度、第１Ｒ第３ＺのＺＣをお引き受けいたしました、岐阜金
華ライオンズクラブ所属のＬ．早崎敏と申します。与えられました
役割に、責任の重さを感じております。この一年間、キャビネット
とクラブをつなぐ、第３ゾーンのパイプ役として全力を尽くして責
務を全うしていきたいと存じます。クラブ及び会員の皆様のご支援、
ご協力をよろしくお願い致します。
さて、岐阜西ライオンズクラブは女性会長が就任され、さらなる
女性会員の活動の場を広げる基盤づくり、また伝統の鵜飼観覧をは
じめとし、スローガン「おもいやり、あたたかい心で奉仕の輪」を
掲げ、「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」の精神で奉仕の輪を広げておられます。
合わせて会員増強、ＬＣＩＦ献金にご尽力されておりますことに敬
意を表します。

●松波ガバナーの基本方針
スローガン“ 友愛と奉仕で築け 人々の幸せ ”～ 原点回帰 ～
1. GMT（会員維持・増強）、GLT（指導力育成）、GST(奉仕)、FWT（家族・女性）、これらの総称である
GAT（grobal action team）運動を推進しましょう。会員増強目標人数 ３Ｚの目標は各クラブとも
会員数の0.06％です。岐阜西ライオンズクラブは105名の６名以上です、よろしくお願いします。
2．ＬＣＩＦへdonationしましょう。ＬＣＩＦ貢献目標額 ３Ｚの目標は各クラブとも会員数の0.08％で
す。岐阜西ライオンズクラブは105名の８名です、よろしくお願いします。
3. 青少年健全育成に資する活動を行いましょう。
4．臓器提供( donation )運動を推進しましょう。四献運動をあらため「臓器提供推進運動」を進める。
5. 環境への取り組みを行いましょう。環境破壊に立ち向かう環境保全活動を推進。
●報告事項
1. ＨＺＣ（ＲＣ）は廃止、ＺＣは同じ役割になりました。但し（Ｒ事務局）担当はあります。
2. 334-Ｂ地区事務局固定化について、候補地として名古屋駅前に開設をしたい。
3. ＬＣＩＦが実施する「資金獲得キャンペーン」2018～21年の3年間に3億ドル
・キャンペーン100リードギフト誓約書、100,000ドル以上の寄付
・キャンペーン100メジャーギフト誓約書、25,000ドル以上の寄付

・キャンペーン100メジャーギフト誓約書、25,000ドル以上の寄付
・キャンペーン100標準クラブ申請書、会員一人750ドル以上の寄付
国際協会が提供する「Ｅクラブハウス」を利用して各クラブ
ＨＰを作成推奨する。
5. 西日本豪雨被災地への災害義捐金について
4.

今こそ、ライオニズムの高揚で、ライオンズクラブ国際協会使命声明
文に「ライオンズクラブを通じて、ボランティアに社会奉仕の手段を与
え、人道的ニーズを満たし、平和と国際理解を育む」とあります。素晴
らしい活動を通じて会員増強に邁進いたしましょう。

故 Ｌ．青木誠二 追悼の辞（ことば）
謹んで故Ｌ．青木誠二の御霊前に追悼の辞を捧げます。
貴方は、1982年３月結成においてチャーターメンバーとして岐阜西ライ
オンズクラブに入会されました。創設から当クラブの発展に多いに貢献
されました事、大変感謝申し上げます。1996年には、第15代会長として
ご尽力いただきました。また、1988年会員会則委員長、1992年市民教育
委員長、2002年接待委員長、として数々の要職を全うされました。
昨年、京都嵐山ライオンズクラブ30周年記念例会の折には、Ｌ．山﨑と
共に午前中、京都国立美術館やお寺めぐりに同行させていただきました。
お昼には、祇園でお蕎麦を食べながら、会長経験のお話や、奥様とのこ
となど、ゆっくりとした口調でお話しいただきましたことを思い出しま
す。
浄土へ往かれましたら、また最愛の奥様と楽しいお話をされるのかなと
想像すると少し心が和みます。私たちライオンズ一同亡きＬ．青木の教
えに従い、ライオンズ精神に則り、社会奉仕に精進致します。心から御
冥福をお祈りいたします。さようなら。
平成30年8月9日 岐阜西ライオンズクラブ 会長 広瀬恵子

委員会報告

誕生祝

岐阜市ジュニアリーダー会へ協力金贈呈式
４日
L.伏屋 智美
31日
L.武藤 寛治
おめでとう
ございます。

青少年健全育成委員長 Ｌ．森田勝也
８月６日（月）岐阜市スポーツ少年団ジュニアリーダー会への協力金贈呈式を岐阜西ライオンズクラブ事務局にて行い
ました。ジュニアリーダー会代表の石居様へ会長から協力金を手渡し、感謝状をいただきました。
ジュニアリーダーのメンバーには今後以下のスケジュールでアクトに参加してもらい、共に汗を流していく予定です。
★「鵜飼い観覧の夕べ」 2018年 ８月 7日(火) 17:30～21:00 長良川河畔 20名ほど
★「献血」 2018年 9月 16日(日) 9:30～16:00（午前中のみ）瑞穂市ＰＬＡＮＴ６ 10名 ほど
★「献血 」 2019年 3月 3日(日) 9:30～16:00 （午前中のみ）瑞穂市ＰＬＡＮＴ６ 10名 ほど
★「岐阜西ライオンズクラブ杯フットサル大会」 2019年 3月 16日(土) 8:00～18:00 岐阜メモリアルセンター 16名ほど

