
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ LCIF＄1,000寄付ありがとうございます 

 口数 回数 

L青山吉光 1 14 

L大山恭範 2 10 

L伊藤裕彦 2 7 

 

          次の理事会（第4回） 

と  き  平成29年8月22日(火) 11：00 

ところ 一宮商工会議所 402 

 

次の例会（第1461回） 

   献血奉仕例会  

と  き  平成29年8月23日(水) 10：00 

ところ オリナス一宮 

集合 9：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 回理事会報告 

と き 平成29年7月26日(水)11：00 

ところ 一宮商工会議所 402 

出席者 

L伊藤 L野村 L五藤 L佐藤(彰) L立川 

L 野嵜 L杉山 L西尾 L佐藤(正) L川合 

L中沢 L大山 L坂本 L田中(幸) L石黒 

L山中 L松山 L中川 L小川 L髙橋 

L御子柴 L浅野    

議題 

１．ガバナー公式訪問合同例会実行委員会（7/12）報告   

  ZC L大山恭範より 

  プログラム・横断幕・進行表等の確認が行われた。 

 

２．四献推進・アイヘルス・聴覚委員会（7/12）報告 

四献推進・アイヘルス・聴覚委員長L浅野俊幸より 

 ①駐車場について 

市役所の駐車場はメンバーは使用禁止とする。 

市役所の駐車場料金（30分100円）メンバーは自

己負担、駐車場マップの手配。 

②プラカードについて 

市役所の敷地内は基本呼び込み禁止。 

③景品について 

L日沖よりスポンジ500個購入予定。 

ライオンズタオルは今年は保留する。 
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一宮ライオンズクラブ 
国際会長スローガン 「ウィ・サーブ」 

一宮LCスローガン 「健全な心と身体
からだ

、感謝の気持ちで ウィ・サーブ」 
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ガバナーＬ野村善弘  公式訪問合同例会 
 

と き 平成29年8月1日（火） 

アトラクション 13：45 

合 同 例 会 14：30 

ところ 名古屋文理大学文化フォーラム 

ホスト 一宮ライオンズクラブ 

蟹江ライオンズクラブ 
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④弁当について 

市役所のレストラン案、チケットはあるが490円の

ランチ専用の物のみで他は現金でしか対応できない。 

ドリンクはL野村（政）に依頼。氷はこちらで手配。 

⑤慰労会について 

開始時間は18：30 場所はおおやま本店。 

⑥ライオンズバッグについて 

 発注する。 

⑦献血チラシについて 

例年通り5万部を折り込む。L朝比奈に新聞折り込

みを依頼。 

⑧当日の服装について 

紺色のポロシャツを着用。短パン・ジーパン・サン

ダル履き禁止。 

 

３．チャリティーゴルフ準備委員会（7/12）報告 

親睦委員長L中川幸男より 

と き 10月17日（火） 

ところ 岐阜稲口CC 

大会委員長は会長L伊藤裕彦 

収益金にて防犯カメラを設置予定 

 

４．薬物乱用防止教室報告 

薬物乱用防止委員長L御子柴孝明より 

①南部中学校（7/13）講師L野嵜 章 

②浅井中学校（7/13）講師L新井 誠 

③葉栗中学校（7/18）講師L御子柴孝明 

  例会報№2に掲載。 

 

５．５ＬＣ会長・幹事会（7/24）報告 

  会長L伊藤裕彦より 

 ①合同事務局決算書・予算書が提出され、承認された。 

 ②ICCケーブルテレビ広告について 

  契約時期（3月）になったら検討する。 

 ③中日新聞広告について 

  依頼があればその都度検討する。 

④一宮LCより 

  チャリティーゴルフ大会・献血の案内 

  一宮サウスLCより 

  浜岡原発見学会の案内 

 

６．その他   

結成60周年記念誌を本日配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1459 回例会報告  

と き 平成29年7月26日(水)12：15 

ところ 一宮商工会議所 3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３Ｒ・１Ｚ・ＺＣ Ｌ大山恭範 

今例会は、野村前会長の先導で大山ZC、金田PR・ラ

イオンズ情報・IT委員、大島FWT委員の入場で始まり

ました。 

伊藤会長の開会のゴングに続き、国歌、ライオンズ・

ヒム斉唱に続いて私、杉山による「ライオンズの誓い」・

「クラブスローガン」唱和の先導を行いました。 

次にお客様 4 名のご紹介が行なわれました。会長挨

拶・幹事報告が行われ、本日のメインイベントでありま

す大山 ZCの挨拶が行なわれ、今期のガバナー方針の詳

細な発表がありました。 

続いて、金田 PR・

ライオンズ情報・IT委

員の挨拶が行なわれ、

突然の指名にも拘らず、

野村五献委員・大島

FWT 委員の挨拶が行

なわれました。 

次に各委員長の就任の挨拶が杉山会員増強・会則・

FWT 委員長、西尾 PR・ライオンズ情報・IT 委員長よ

り結成 60 周年記念誌配布の説明、中川親睦委員長より

年間予定報告、小川市民・環境保全・社会福祉委員長よ

りメインアクティビティの時計台の設置説明、髙橋青少

年教育委員長より年間活動計画、浅野四献推進・アイヘ

ルス・聴覚委員長

より8月の献血活

動の説明がありま

した。 

最後にアテンダ

ンス報告、テール

ツイスター報告、

「また会う日まで」

を斉唱し、金田PR・ライオンズ情報・IT委員のローア

の先導で無事、例会は終了致しました。 

また、今例会に入会見学の為に女性ゲスト鈴木真奈美

様をお連れ下さったL山中一史に感謝申し上げます。 

例会担当 会員増強・会則・FWT委員長 杉山幸紀夫 

㈲岩田保険事務所 
一宮市開明字飛山流40-1 
TEL（0586）64-8611 

Ｌ 岩 田 昌 志 
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国際会長 

 

              ナレッシュ・アガワル 

 

 

個々のライオンへの奉仕を高めるために 

ナマステ！ 

あなたの中にある神聖なるものに敬礼します。ライオン

ズの新世紀にようこそ。今後12カ月間の私の目標はと

てもシンプルで、それはライオンズが受ける奉仕と行う

奉仕を、ともに新たなレベルへと引き上げることです。

皆さんにこの目標の達成をお願いする前に、まずライオ

ニズムの側から、新たなレベルの奉仕を皆さんにお届け

することになります。 

 

さて、140万人のライオンズに、私はどのように奉仕

出来るでしょうか？全員に要職に就いていただくことも、

資金をお渡しすることも、直接お会いすることも出来ま

せん。しかし、奉仕する力によって、皆さん一人ひとり

の人生に触れることを目指していくつもりです。 

そこで、ライオンとしてのキャリアの段階ごとに、私が

どのようにお役に立てるかを考えてみましょう。最初の

段階は新会員になることです。43年前にライオンズに

加わった時、私は突然自分が住む町を離れ、世界の舞台

に立ったように感じたものです。今年度、私たちの新し

いモバイルアプリを皆さん全員にダウンロードしていた

だきたいと思っています。そうすれば、全ライオンズが

一つのグローバルなプラットフォームでつながることに

なるでしょう。 

次の段階は奉仕を始めることです。インド、パンジャブ

州のバタラ・スマイル・ライオンズクラブに入会すると、

地域の人々が私に敬意を払うようになり、誇りを感じさ

せてくれました。私が奉仕した人数とそれに気付いてく

れた人数に応じて、この敬意は高まっていったのです。

現在、新たにグローバル奉仕チーム（GST）が設けられ

ています。各地区のGSTリーダーは、投じる費用と時

間に対して最大数の受益者を生む事業を見極めることに

なります。また、ライオンズのブランド化とPR活動に

よって通常の事業をレガシー・プロジェクトに変える方

法も、ライオンズに伝授します。 

 

三つ目の段階は、リーダー就任への意欲を持つことです。

私はライオンズの組織内で昇進していく過程を楽しみま

したが、その一方でリーダーに対しては、「長いスピー

チよりも仕事を重視してくれれば」と思ったこともあり

ました。新しい表彰システムは、ライオンリーダーの努

力を促し、適切な方向へと導くことになるでしょう。私

たちは会員維持を表彰することにしています。既存の会

員、つまり皆さんを重視し続ける計画です。新たなアワ

ードは、クラブの過半数を奉仕に参加させることや、最

も多くのレガシー・プロジェクトを生み出すことに対し

ても贈られます。 

ライオニズムのグローバルリーダーとして、私は会員一

人ひとりに常にライオニズムとつながっていてほしいと

考えています。新しい「ウェルカムホーム（元会員再入

歓迎）」プログラムは、クラブ例会に出席出来ない会員

のための国際的なオンラインクラブです。例会と会費の

支払いは、完全にオンラインで行われます。 

最後の段階は現在です。今後の12カ月間、すべてのラ

イオンに同じ目標を持っていただきたいのです。私の夢

は、一人ひとりが毎月10人に奉仕することです。これ

が実現すれば、私たちは今年度１億7,000万人に奉仕

することになり、現在のレベルである1憶人から大幅に

増やせるだけでなく、「2020年までに年間の奉仕受益

者を2憶人にする」という目標に大きく近づくことが出

来るでしょう。このことは、私が世界中で行うあらゆる

会議の焦点となります。 

皆さんのご活躍をお祈りしています。世界各地の訪問先

でお会いしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017～2018年度 

国際会長メッセージ 

L 岩村進次 
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―人々に、私たちの理想を伝えよう― 

“世界は一つの家族なのであって、明日におびえ

ながら眠りにつくような子どもがいてはならな

いのだと” 

国際会長ナレシュ･アガワル 

私は、インド北西部のパンジャーブ州

にあるバタラという町で育ちました。天

下を取ることを夢見る、典型的な少年で

した。 

しかし、それを達成する手段こそが私

にとっては重要でした。私は、思いやりで人を動かした

かったのです。私はバタラだけでなく、世界全体を変え

ることを夢見ました。 

1974年、初めてライオンズの前に立った時、私は、

今加わったこの組織こそ私の長年の夢をかなえさせてく

れる場所だと確信しました。 

我々ライオンズは、世界の人々と一つです。サンスク

リット語では、「ヴァスダイヴァ・クトゥンバカム」、世

界は私の家族（人類みな兄弟）と言います。 

世界を一つの家族、一つの家にするカギは、私たちが

握っています。他人の必要を満たすために身を投じる、

140万人のライオンズの手にかかっているのです。も

しも、ライオンズのメンバー一人につき毎月10人に奉

仕をすれば、我々が目指す、現在の３倍の奉仕、年間２

億人の奉仕目標は簡単に達成することが出来るでしょう。 

他者への奉仕こそが、私たちの本質です。私たちがグ

ローバルな組織として存在する、理由そのものです。 

それを誰にでも分かりやすい言葉で表すのが、私たち

のモットー「We Serve（われわれは奉仕する）」です。 

国際会長就任に向けて準備する中で、私は何度もこの

言葉に立ち返ってきました。私のテーマを表す言葉とし

て「We Serve」を誇りを持って掲げます。我々のモッ

トーは不朽です。その意味はライオンズクラブ創設の

1917年から今日まで失われておらず、私たちを奉仕の

次世紀へと導いてくれます。 

2015年、ホノルルにおける国際大

会で、私は申し上げました。 

「時代にかなって生まれた発想ほど

力強いものはない」と。私たちが待ち

に待った時「新しい世紀」が今、やっ

てきたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1459回例会ドネーション・ファイン 

                              合 計 43,000 

◎ドネーション                   43,000  

L 伊藤裕彦 ZC、PR・L 情報・IT 委員をお迎えできた 10,000 

L 五藤一樹  役員就任 （第2副会長） 10,000 

L 石川英明    〃  （副テールツイスター） 20,000 

L 小川康則   〃 （市民・環境保全・社会福祉委員長） 15,000 

L 立川智浩 ZC、PR・L 情報・IT 委員をお迎えできた 5,000 

L 松本史郎  60 周年記念誌作成お礼 5,000 

L 杉山幸紀夫  ZC、PR・L 情報・IT 委員をお迎えできた 3,000 

 

◎ファイン                               0  
  

ドネーション・ファイン累計            298,000 

 

 

 

  

   第1459回例会アテンダンス報告  

 

会員数 182名   家 族 会 員  82名 

例会出席対象会員数  100名 

出席者 56名 (メーク・アップ  0名) 

    出席率 56％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈲UENO ALC 
稲沢市西島新町120 

TEL（0587）35-2186 

 Ｌ 上 野 秀 寿 

 

  

一宮市大和町北高井字千束59 
TEL（0586）68-4488 

Ｌ 衛 藤 雅 一 
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