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次回例会案内

2021年 1月 第一例会 933回

1月12日(火) 於 ホテルグランヴェール岐山 12：15～

「入会式」 司 会 幹 事

１ 新会員入場

２ 会長挨拶

３ ラペルピン贈呈

４ 新会員宣誓

５ 新会員署名 立会人・会員委員長

６ 新会員自己紹介

７ ガバナーからの礼状及び記念品の贈呈

ライオンズクラブ国際協会334-Ｂ地区

第１Ｒ 第３Ｚ ＺＣ

８ 歓迎の言葉

９ 新会員委員会委嘱

「例 会」

黙祷 司 会

１ 開会ゴング 会 長

２ 国歌斉唱並びに

ライオンズクラブの歌合唱

３ ゲスト及びビジターの紹介 接待委員長

４ 慶祝行事（誕生祝）

５ 会長新年の挨拶

６ 上半期会計報告 財務委員長

７ 指名委員の任命

８ 幹事報告

９ 各委員会報告

10  テールツイスター登場

11 出席報告 出席大会委員

12 会計報告 会 計

13  閉会ゴング
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第933回 入会式・新年例会 第933回 幹事報告

ドネーション

ファイン

Boxファイン

合計

27人

1人

28人

金額

金額

金額

金額

150,000円

3,000円

円

153,000円

会員数

出席数

出席率

48人

42人

87.5％

日 時：

場 所

例会名：

1月26日（火）12：15から

ホテルグランヴェール岐山

通常例会

誕生祝 ５日 L.寺田 稔 14日 L.澤田重嗣

15日 L.加藤 実 17日 L.堀 哲也

26日 L.河合寛治

新年明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

1.  2021年春期及び夏期のＹＣＥ派遣・受入の中止に

ともない、2020年～2021年度下半期地区ＹＣＥ協力

金の徴収は行われないとのことです。

2. 1月5日（火）新会員ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝがホテルグランヴェ

ール岐山において開催され、会長L.堀、幹事L.篠田、

会計L.水田、会員委員長L.乙部、出席大会委員長L.

河野、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰL.森田、 新会員１名、

事務局員が出席致しました。

3. １月18日(月)第３ゾーン合同アクティビティが朝日大学

に於いて献血事業として開催されます。岐阜西ライオ

ンズクラブとしては、14：15～14：45の時間帯を担当し、

献血にご協力いただいた方に粗品を渡していきます。

4. 下期会費請求のお知らせを配布します。

金額のお間違いのないよう、振り込み先まで納入を

宜しくお願いします。

5. 岐阜西ライオンズクラブチャータメンバーL.水井寛

が12月23日（享年85歳）ご逝去され、25日（金)

通夜式、26日（土）告別式が近親者のみの家族葬で

執り行われました。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

岐阜西ライオンズクラブスローガン

誰かのために 求められるより

早く・感じ・動き・応えよう

３３４複合地区スローガン

セカンドセンチュリー

組織と奉仕に魂を！

３３４－Ｂ地区スローガン

「一歩前へ」まずあなたの一歩から･･･

そしてみんなで“ウィサーブ”

L.篠田

L.堀

スポンサー

L.乙部

L.坪内弘俊

L.乙部

L.堀



そ会長挨拶

そ特別記事

会長挨拶

誕生祝

入会式

５日 L.寺田 稔 14日 L.澤田重嗣

15日 L.加藤 実 17日 L.堀 哲也

26日 L.河合寛治

おめでとうございます！！

会 長 Ｌ．堀 哲也

会員委員長L.乙部を先頭に新会員入場 スポンサーからのバッジ贈呈

ＺＣL.坪内弘俊

綾城光男ライオン、森和之ライオン、改めてご入会おめでとうございます。本来なら

ばもうお一人入会の予定でしたが、残念ながら年末のインフォメーションの際に、PCR

検査を受けましたら陽性反応が出たということで、今回の入会式は見送ることとなりま

した。

こうして入会式を行うと、誰もがご自分が入会した時のことを思い出されるのではない

でしょうか。入会した当時のことを振り返ることができ、皆が新たな気持ちでスタートす

ることができます。

瑞穂市長である森ライオンには名誉会員として入会していただきました。岐阜西ライ

オンズクラブには野田聖子衆議院議員、柴橋正直岐阜市長がみえます。皆様のお力

もお借りし、また、新しい仲間とともに頑張って参りたいと思います。今後ともよろしくお

願いいたします。

【ＺＣからのお祝いの言葉】

新年初めての例会に岐阜西ライオンズクラブ様の例会に出席させていただき、また新会員を迎える

こと本当に嬉しく思います。ZCを拝命し、ゾーン内のクラブ様とご一緒させていただく機会が多いの

ですが、岐阜西ライオンズクラブ様はひときわ３Zを将来に亘って支えていっていただけるのではな

いかと思っております。今一番勢いのあるクラブとしてキャビネットにもご報告させていただきました。

今回３回出席させていただき、新会員をお迎えすることが出来ました。さらに入会予定のあるとお聞

きしております。ZCを拝命いたし、334-B地区７９クラブありますが、その中でも一番のクラブというこ

とを目指しながらこれかも頑張っていきたいです。コロナ禍という大変な状況ですが、334-B地区へ

のご支援も引き続きお願いをし私の挨拶とさせていただきます。

L.綾城光男（あやしろ みつお）

昭和 49年 8月21日 生まれ

日本水機工 株式会社 （建設業）

代表取締役

血液型：ＡＢ型

趣味：ガーデニング

スポンサー：L.追立涼子

L.森 和之（もり かずゆき）

昭和 33年 9月14日 生まれ

瑞穂市役所 （政治家）

瑞穂市長

血液型：Ｂ型

趣味：読書、映画鑑賞

ドライブ、庭木の手入れ

スポンサー：L.水田 誠

新会員宣誓



そ委員会報告

指名委員任命

岐阜市母子寡婦連合会へ協力金贈呈

エコキャップリサイクル回収事業実施

令和3年1月27日水曜日 午後1時10分より笠松町立笠松小学校において実施しました。

笠松小学校ジャパンレッドクロス(JRC)委員会の生徒11名と岐阜西ライオンズクラブメンバーで今年度集まったエコキャップ回収。

委 員 長 （前会長） L.追立涼子

副委員長 （現幹事） L.篠田浩之

委 員 （第一副会長） L.杉野正次郎

（第二副会長） L.井ノ浦 健

（第三副会長） L.大橋良広

（現会計） L.水田 誠

(元会長) L.広瀬恵子、

L.山田敏夫、

L.志智慈朗

（元幹事）L.山口誠史 、

L.河野秀明

市民教育・社会福祉委員長 Ｌ．伊藤正樹

環境保全委員長 Ｌ．小林良之

１月13日（水）市民福祉活動センターに於いて、岐阜市母子寡婦連合会へ協

力金を贈呈しました。

出席者：会長L.堀、幹事L.篠田、委員長L.伊藤（正）

この会は、病気等で夫を亡くした方、事情により夫と別れた方で、しかも、扶

養する子供を抱えている母子家庭のお母さんや、かって母子家庭であった寡

婦の方々が手をたずさえ、ともに助け合い、励ましあって、子どもの健全な育成

と、人生の「幸」を築いていこうと結成された会です。例年鵜飼事業に非常に協

力的であるが今年度は鵜飼事業の中止が決まり、他の支援方法として模索し

てきた中、先方との打ち合わせも行ってきた中で支援金贈呈ということになりま

した。

【御礼の手紙】

岐阜西ライオンズクラブ様

日頃より、市母連の活動に格別のご理解、ご支援をいただいていますこと深く

感謝申し上げます。鵜飼い観覧では、母と子ども達を温かく見守っていただき、

励まし、導いていただいている場所でありました。コロナの終息を願っています。

今後とも何かとお世話になりますが、どうかよろしくお願い申し上げます。

末筆になりましたが、時節柄、お身体ご自愛くださいませ。

皆様すごいオーラが出ていました。

岐阜市母子寡婦福祉連合会

会長 黒田恵美子

今年度集まったエコキャップをトラックに運ぶ作業を担当の小学生と当クラブより参加していた堀会長、篠田幹事、小林環境

保全委員長、 森田計画委員長の4名にて積み込みの作業を行った。エコキャップ回収は今年度をもって終了の旨をお伝えし

次年度よりまた新たな事業を行えるように提案をしすべての作業を30分後に終了しました。

回収エコキャップ

総重量 ２８８ｋｇ



NPO法人「HAPPY DOG TEAM」へ支援金の贈呈

令和3年1月26日(火)11:30よりホテルグランヴェール岐山５Fにて

NPO法人 HAPPY DOG TEAM様 代表理事の田口尚也様に

協力金をお渡しいたしました。

【HAPPY DOG TEAMについて】主に岐阜県の岐阜市と関市が中心です。

保護をする対象は、殺処分対象となった犬。止むを得ず手放されたであろう犬の

いのちを、人の都合で奪っているという現状を変えたいと願い、活動をしています。

さらに、犬を守る活動を通して、他者を尊重できる社会を構築したいと考えます。

又、殺処分対象となった犬の多くは、心身ともにリハビリが必要であり、専門家の関

わりが必要です。私自身がドッグトレーナーであり、熱い想いのあるグルーマー・獣

医師・動物看護師・トレーナーが集まったボランティアの専門家チームを立ち上げ

ました。活動目的は「他者を尊重し関わる人たちを幸せにする事」そして「その輪を

大きく広げていく事」です。 （ホームページより抜粋）

メンバー紹介「ライオンの絆」プロジェクト

臓器ドネーション推進委員長 Ｌ．澤田重嗣

Ｌ．河野秀明

大日本警備保障（株）は今季第５０期を迎え、警備業の中では社歴の長い

会社です。業務としては事務所、工場などの施設警備や、道路工事現場、イ

ベントなどでの交通誘導警備、またホームセキュリティも行っています。さらに

（社福）三縁の会介護老人保健施設サットヴァの園も経営しており、どちらも

年中無休で動いているためなかなか気が休めません。特に今年はコロナ禍と

いうことで、特に気を使います。私は平成１９年に会社経営を任され現在に

至っていますが、先代（父親）は岐阜西ライオンズクラブのチャーターメン

バーであり、折に触れクラブの話を耳にしていました。

メンバー紹介「ライオンの絆」プロジェクト Ｌ．寺田有希実

三承工業株式会社に所属、業種は総合建設業です。建設業には珍しく女性が半

数を超え、フラットに意見を言える（女性の方が強い？）そんな会社です。2018年

SDGs（持続可能な開発目標）達成への取り組みが評価され、外務省主催第２回

SDGsアワード特別賞を受賞いたしました。脱炭素社会の実現や気候変動に伴う防

災力向上に向けて国土強靭化計画にも取り組み、2021年清流の国ぎふ防災大賞

受賞、ジャパンレジリエンスアワード受賞し“社会課題をビジネスで解決する”を胸に

サステナブル社会を目指しています。その中でもSDGs５番ジェンダー平等を実現

する為に、一般社団法人WOMAN EMPOWERMENT PLATFORM（WEP）を立ち上

げ、誰もが活躍する社会の実現の為に日々どのようにすれば変わるのか悩みなが

ら毎日過ごしています。

私は美濃市の長良川で育ち、美濃市が大好きで故郷には月に数回帰っています。

ビジネス書を１週間に１冊読もうと、夜な夜なさぁ読もうと本を開いて、すぐ寝てしまい、朝は５時に起きる。そんな毎日を過ごしてい

ます。よく海にも釣りに出かけます。魚が釣れた時は嬉しくてしょうがないです。

県から子ども支援賞の表彰受けた“れんげの会”の活動

イギリスの戦列船艦ビクトリア号

私の趣味は、これと言って秀でるものはありませ

んが、ゴルフをお付き合い程度に楽しんでいます。

また木製の帆船製作も数年前からコツコツ作って

います。時には家庭菜園や日曜大工などもして

いますし、地元でボランティアの会を立ち上げ、

地域の子ども達のためにと仲間と活動もしていま

す。活動後のちょっとした凝ったBBQも楽しみの

一つです。

趣味の天体観測の望遠鏡の写真


