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334 複合地区

咸じて臨む変革の能動者たらん
334-B 地区

新年度発足例会

岐阜グランドホテル

スローガン

スローガン

地域と共に咲こう 咲かそう ライオンズの花

岐阜南ライオンズクラブ例会報告書

司会

L.渡邉

７月
第一例会

波男

岐阜南ライオンズクラブ会長方針

原点に戻り “We Serve” を実践しよう
会長あいさつ

会

長

L. 幾田

弘文

例 会 プログラム
前会長より新会長へ「会長バッジ」と「ゴング」の授受

会 長 Ｌ.幾田弘文

開会ゴング

国旗並びにライオンズ旗に礼

国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
新会長あいさつ

会 長 Ｌ.幾田弘文

お礼のあいさつ

前会長 Ｌ.矢橋純一

会 長 Ｌ.幾田弘文

前年度五役に感謝状・記念品の贈呈

幹 事 L.山崎久喜

新年度五役紹介

新年度 所属正・副委員長及び委員の委嘱 会 長 Ｌ.幾田弘文
会 長 Ｌ.幾田弘文

新年度会計監査委員の委嘱

334-B地区役職委嘱状の伝達

ライオンズクラブ国際協会334B地区名誉顧問 名誉顧問 L.松波英一
ライオンズクラブ国際協会334B地区名誉顧問 名誉顧問 L.松波英寿
慶祝行事 7月誕生日祝い

2日L.加藤知彦 2日L.野原晃次 3日L.柴橋正直 5日 L.可児隆

6日L.松尾仁 9日L.小島健司 10日L.鷲津敬之 10日L.和田繁樹
20日L.三島真

新年度スタートの乾杯

前会長 Ｌ.矢橋純一

前年度会計報告について

前会計 Ｌ.小島健司

〔食 事 懇 談〕

新年度予算案

財務委員長 Ｌ.小島健司

委員会方針 出席委員会

出席委員長 Ｌ.藤田宜良

会長提案

計画委員会

65周年記念会組織について
ＴＴ登場
出席報告
会計報告

次回例会のご案内

会 長 Ｌ.幾田弘文

計画委員長 Ｌ.渡邉波男
会 計 Ｌ.川田基弘
T.T Ｌ.可児 晃

出席委員長 L.藤田宜良
会 計 Ｌ.川田基弘

計画委員長 Ｌ.渡邉波男

［ 第1544回 献血推進例会 2022年7月21日（木）岐阜グランドホテル ］

また会う日まで
閉会ゴング

会 長 Ｌ.幾田弘文

岐阜南ライオンズクラブ第６５代会長という重責
を担うことになりましたのでよろしくお願い申し上
げます。
約3年にわたり新型コロナウイルス感染症が猛威を
振るったということでライオンズクラブの例会もう
まく進めることができませんでした。まだまだコロナ
禍の状況でございますが、この中で何とか今年は年24
回の例会を無事成し遂げたいと考えておりますので
どうかよろしくお願い申し上げます。
私の今期の方針ということで「原点に戻り“We
Serve”を実践しよう」という方針を掲げました。今ま
でコロナ禍の状況で色々な事情があって思うように
進めなかったわけですが、もう1回原点に戻ってライ
オンズクラブの活動を積極的に展開していきたいと
考えております。また今期は各委員会におきまして、
アクティビティ並びに奉仕活動等多彩な行事を予定
していただいております。準備委員会を3回開催し、各
委員長からこういう計画実施したいという話を伺っ
ておりますので、これをまず予定通り実行してまいり
たい。それとやはり活発な活動を展開するためには、
共助、お互い助け合うことが必要であります。これが
あれば何とかこの1年間乗り切っていけるんじゃない
かと思っておりますのでご協力をよろしくお願いい
たします。また今期4月2日結成６５周年記念会を開催
する運びになっております。実行委員会と承認してい
ただいた編成に基づきまして、無事開催をいたしたい
と思っておりますので皆様のご指導ご協力をよろし
くお願いします。
現在全国で感染者が増えておりますけれど、感染対
策を完全に実施し24回の例会を完遂したいと思って
おりますのでよろしいお願いします。

前年度５役に感謝状贈呈
お礼の挨拶

会長 L. 幾田弘文
前会長

L.矢橋純一

昨年度は大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。私事になりますけれぼ、最終例会がリモー
ト参加となってしまい本当に申し訳ございませんで
した。
会長を１年務めさせて分かったことは、名前は会長
なんですが実際は1人では何もできないということが
わかりました。皆さんのお力添えを得て奉仕活動がで
きたと実感いたしましたので、改めて感謝を申し上げ
て、前年度の五役の代表挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。

T.T 登場

T.T

L. 可児

晃

会長 L. 幾田弘文
今年度のテールツイスターを務めさせていただく
L．可児晃と申します。１
年間よろしくお願いいた
します。目標としては会
員数は少しずつ減っては
おりますけれども、前年
度よりもドネーションを
集めたいと思っておりま
すので、皆さんご協力を
お願いします。今年１年
間仕事柄（弁護士）、法律
に関して少しずつ皆さん
にお話しできたらと考え
ております。
＜この後、LGBT等について話がありました。＞
■L. 矢橋純一

L. 伴幸洋

L. 小島健司

L. 菊池利哉

L. 小森崇稔

￥ 15,000

昨年一年間ありがとうございました。
■L. 幾田弘文

L. 山崎久喜

L. 川田基弘

L. 可児隆

L. 可児晃
￥ 15,000

新年度五役に就任いたしました。一年間宜しくお願い
致します。

本 年度５役の紹介

■L. 渡邉波男

￥ 3,000

欠席の多い私ですが、一年間計画委員長として頑張りま
すのでよろしくお願いします。
■L. 幾田弘文

￥ 3,000

６月末のゴルフ部会に初めて参加させていただきまし
た。猛暑日の中、L. 川田、L. 和田にご指導を受けなが
ら楽しくプレーができました。今後共よろしくお願いし
ます。
■L. 川出正男

￥ 5,000

２年間担当させていただいたゴルフ部会会長をこの 7 月
から L. 高間と交代します。私同様にご支援をお願い
します。
ありがとうございました。

乾杯

前会長 L. 矢橋純 一

■L. 川田基弘

￥ 5,000

岐阜新聞の「素描」欄を 7 月 8 月担当することになり
ますた。火曜日が担当です。
■L. 長谷部紀之

￥ 20,000

長女が結婚いたしました。結婚式無し、披露宴無しで
寂しいですが、まずは一安心です。また、長男が 7 月
１日付で二葉工業所に戻ってきました。嬉しい反面心配
事が増えました。

ご報告

ライオンズクラブ国際協会・334-B地区・第1R第３Z

理事会・委員会等

１.

１.

２.

２.
３.
４.
５.
６.

６月19日（日）９：00

献血推進委員会
献血活動
マーサ21
６月27日（月）18：00 計画委員会 打ち上げ
かわらや
６月28日（火）10：00
６月度 ゴルフ部会
岐阜国際カントリークラブ
７月１日（金）18：00 出席委員会 打ち上げ
うを仁
７月６日（水）13：00 計画委員会
クラブ事務局
７月７日（木）11：30 理事会
岐阜グランドホテル

ご案内

１.

７月10日（日）11：30
インフォメーションミーティング
２. ７月14日（木）13：30 会計監査

４.
５.

４.

ほまれ会 ゴルフと
懇親会
かわらや
７月21日（木）17：00 市内８クラブ
会長・幹事会 岐阜グランドホテル
クラブ事務局
７月25日（月）12：00 市内８クラブ
プレスマン懇親会 岐阜グランドホテル
クラブ事務局
７月28日（火）13：00 第1回キャビネット会議
大垣フォーラムホテル

会計報告

会計

ファイン・ドネーション

出席報告

理事会・委員会等

３.

３.

７月15日（金）18：30

正会員
出席率
かわらや

クラブ事務局
献血推進委員会
献血活動
マーサ21
７月20日（水）13：00 計画委員会
クラブ事務局
７月21日（木）11：30 理事会
岐阜グランドホテル
７月17日（日）９：00

￥110,455

出席委員会

58名
75.9%

〔献血協力者〕 累計

出席

104,047人（6月末付）

【次回 例 会 の ご 案 内 】
岐阜 グランドホテル

L. 藤井利也

44名

〔ライオンズレート〕７月・・・１USドル

7月2 1日（木） 1 2時 15分 〜

L. 川田基弘

献血推進例会

136.09円

