
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●景品の袋詰め・終了後の清掃は全員でお願い致します。 

●昼食は1,000円分の食事券をお渡ししますので、 

テラスウォークのフードコートにてお願いします。 

（はま寿司は使用不可）） 

●各委員長の指示にご協力をお願い致します。 

●会員駐車場は別紙参照。 

 

 

 

 

 

一宮ライオンズクラブ 
 献 血 活 動 

 

昭和52年８月10日第500回例会を記念 
して献血運動を実施以来、本年は45回目。 

昨年までの累計献血受付数は21,071名と 

なっております。 

本年も多数の方々の奉仕 

がありますよう期待します。 

奉仕活動へのご参加をよろ 

しくお願いいたします。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ LCIF＄1,000寄付ありがとうございます 

L  佐藤 彰（9） 

L  田中幸雄（6） 

L  髙橋 敬（5） 

L 久保辰也（4） 

 

 

 

 
 

 次の理事会（第5回） 

と  き 2021年9月14日(火) 15：30 

ところ 一宮商工会議所ビル4階 小ホール 

 

   次の例会（第1542回） 

残 暑 例 会 

と  き  2021年9月14日(火)17：30 

ところ 都ホテル 岐阜長良川 

 ＊ロータリー時計(織姫像跡地)16：30に送迎バス 

  が出ます。時間厳守でお集まりください。 

 

 

 

LIONS  CLUBS  INTERNATIONAL  DISTRICT  334-A 

ＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ 

一宮ライオンズクラブ 
国際会長テーマ 「We Serve（われわれは奉仕する）」 

一宮LCスローガン   「深めよう絆 繋げよう奉仕の和 ウィ・サーブ」 

第1541回例会   2021～2022   No.4 

 

献血奉仕例会  
 
と き 2021年8月25日(水)10：00～16：30 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 
 

本日は一宮ライオンズクラブ献血奉仕の日です。全員参加の奉仕例会です。 

献血運動によって集められた血液は、愛知県赤十字血液センターを通じてお役に立っております。 

不足がちな貴重な血液の要請に少しでも役に立てたいと思います。 

各位の奉仕活動へのご参加をよろしくお願い致します。 

㈲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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第3回理事会報告 

 

と き 2021年7月28日(水)11：00 

ところ 一宮商工会議所 小ホール  

出席者 

 

議題 

1．チャリティゴルフ大会準備委員会（7/28）報告 

親睦委員長L御子柴孝明 

委員会で決定したことの報告をいただきました。 

案内資料のみ先行して配布をしたいため 18H 行い

その後に表彰式を行うか、あるいは９Hで景品を渡

すか2通りの案内文を準備したうえで決議を取りま

した。例年通り一宮クラブとしての配布先を確認し、

18H の案内文を配布することが審議可決されまし

た。 

２．地区LCIF・国際関係セミナー（8/3）報告 

  会長L中川幸男 

中川会長より LCIF の説明や活用方法などがあった

ことの報告がありました。 

3．第 1 回リジョン会議並びにガバナー諮問委員会

（8/5）報告 

  会長L中川幸男 

中川会長よりZCの活動方針クラブの活動方針など

の報告をいただきその後の懇親会もつつがなく進行

し、大山ガバナーのローアの発声により締めくくら

れましたと報告がありました。 

4．若手リーダー育成研修会（8/6～7）報告 

  L矢田賀也 

LIONS の用語説明や、良いリーダー悪いリーダー

の違いなど大変貴重なお話をいただいたとともにこ

のような大変良い機会に参加させていただきました

ことに感謝申し上げますと報告がありました。 

5．献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚・糖尿病予

防委員会（8/10）報告 

献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚・糖尿病予

防委員長L下田心也 

  予算の報告があり、そのうえでドリンク代を

20,000円に増額し参加された方などへお渡しする

ことになりました。あわせて、今回協賛をいただ 

きました企業様名と商品名、数量の報告と当日の役

割分担、タイムスケジュールの報告がありました。 

6．会員増強・会則・ＦＷＴ委員会（8/10）報告 

  会員増強・会則・ＦＷＴ委員長L佐藤彰 

  賛助会員の規約について議論され、会員の権利につ

いては家族会員と同等の権利を有することとし、例 

 

会及びアクティビティ参加時は食事代としてのドネ

ーションをいただくことで審議可決されました。 

  8/10より施行されます。 

7．一宮LC結成65周年記念式典構成表について 

  会長L中川幸男 

  構成表に関しましては別紙のとおりで、賛成多数で

承認されました。 

8．第68回地区年次大会部会長等選出について 

  会長L中川幸男 

 ・年次大会式典・代議員部会長 部会長(1名) 

L西尾建一郎 

・年次大会式典・代議員部会長 副部会長(1名) 

 L御子柴孝明 

・年次大会式典・晩餐会部会   副部会長(1名) 

  L矢田賀也 

それぞれが選出され承認されました。 

9．稲沢緑 LC40 周年記念式典(キャビネット構成員)に

ついて               L青山吉光 

  稲沢緑LCより40周年の招待を10名ほどにいた

だきましたが、当クラブとしては、会長、幹事が出

席することで話し合いました。 

10．納涼例会延期について 

   計画委員長L久保辰也 

  久保委員長より報告があり9月の例会を変更してと

いう案と例会の名前を変更して開催する案が話し合

われました。最終的には会長幹事と調整することで

ご理解をいただきました。 

11．その他 

  ・「一宮市 市制執行100周年」記念特集 

  ◎中日新聞社  

    ◎中部経済新聞社8250(税込)  

  ４LC 会長幹事で先んじて打ち合わせをするように

と話がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲照光愛育園より前年度寄贈した家具のお礼の 

   お手紙頂きました。 

 

 

 

L中川 L小川 L西尾 L吉江 L土本 
L御子柴 L伊藤 L髙橋 L坪内

章浩 

L石黒 
L田中(秀) L青山 L則竹(保) L久保 L矢田 
L佐藤(彰) L岡村 L下田 L山中 L杉山 
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＊2021-2022 年度 334－Ａ地区＊ 

電子地区誌広告協賛のお願い 
 

今年度の地区誌は電子配信による（インターネット上ブ

ック式）方法で、年3回（9月頃・2月頃・6月頃）ホ

ームページに掲載します。 

広告協賛を希望される場合は事務局まで 

 

協賛広告： 年３回分：ウェブ上１ページの８分の１を

１枠において一律 50,000円 

配信方法： 発行時にキャビネットよりURLをお送り 

いたします。 

募集期間： 2021年８月30日  

掲載データサイズ 横幅93㎜ 縦幅65㎜） 

 

（サンプル原稿） 

 

 

 

 

 

 

 

＊スマホやタブレット端末でも閲覧可 

 

 

大山ガバナー方針が中日新聞に掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲8月11日水曜日の中部経済新聞に掲載されました。 
 

若手リーダー育成研修会報告 
 

 

と  き 2021年8月6～7日 

ところ 名鉄グランドホテル 

  

はじめに、今研修会の企画運営をして頂きました皆様

に深くお礼を申し上げます。本当に有難うございまし

た。 

 ２日間の研修から多くの気づきと学びを得ることが出

来ましたので報告させて頂きます。 

＜学び１＞ 

まず、「良いリーダーの条件とは？」の講義では、良

いリーダーはバランス感覚があることと教わりました。

バランス感覚とは、良い事も悪いこともはっきり言え

る、良いリーダーは都合のいい事、耳障りのいい事だけ

でなく、厳しいことも言って行かなければいけないのだ

というメッセージが強く印象に残りました。 

＜学び２＞ 

ライオンズクラブとは？のレクチャーを頂きました。

講義の中で、ライオンズクラブの歴史、趣旨目的、活動

報告、組織図等を細かく聞くことで理解することが出来

ました。 

入会して今日まで知らなかった３３４－Ａ地区、ＬＣＩ

Ｆ等のライオンズ用語もこの研修で知ることができまし

たので、今後の活動に不安が無くなりました。 

＜学び３＞ 

 会員増強の意義は会発展の為であると伺いました。地

区ガバナーより今期の増強目標は５００名であると発信

されましたので、しっかり受け止め増強を推進して参り

たいと思いました。 

最後に、この研修で「人の心を動かすことが出来る」

ことがリーダーの必須条件だと学ぶことが出来ました。

これからはライオンズ活動を通じて、人々にあてにさ

れ、期待され、必要とされる存在になっていきたいと思

います。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

                    矢田賀也 
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ライオンズの皆さんへ 

地域社会の持つ重要性と力について、私はごく幼い

頃に学びました。ブルックリンのライオンズは、す

べての人々の暮らしを改善しようと力を合わせ、支

え合っています。私が常に仲間を家族のように、ク

ラブを自分の家のように感じているのはそのためで

す。ライオンズにとって、人助けは単なる行為では

ありません。それは自分自身であることであり、私

たちは「心からの奉仕」を捧げています。この「心

からの奉仕」こそ、私が世界と共有したいと思って

いるメッセージです 

 

ライオンズには、世界を万人にとってより良い場所

にする、というビジョンがあります。このビジョン

の実現は、暮らしている地域社会で、自宅にいる時

から始まります。私たちの安全な奉仕は無数の人々

を助けています。引き続き自らの心に従い、地域社

会を前進させていきましょう。これがライオンズな

のだと、自分たちが表明している通りの生き方をす

るのです。ライオンの心を持つことの真の意味を、

世界に示そうではありませんか。 

 

皆さんの国際会長であることを心から光栄に思いま

す。全身全霊をかけて皆さんに尽くすことを、ここ

にお約束いたします。 

 
ともに奉仕を 
 
 

心からの奉仕を 

 
アレキサンダー国際会長の略歴ビデオでは、ニュー
ヨーク州ブルックリンでのライオンとしての奉仕の
道のりと生活を紹介しています。 
アレキサンダー国際会長に関する詳しい情報は、会
長テーマのページでご確認ください。心からの奉仕
が私たちの暮らし、そして地域の人々の暮らしをど
のように変えるかについては、会長テーマ冊子と感
動的なビデオをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「思いやりは大切なこと」奉仕アワード 

ライオンズは、時と

場所を問わず、思い

やりが大切であるこ

とを知っています。

「思いやりは大切な

こと」奉仕アワード

は、私たちの奉仕分

野のいずれかにおい

て、クラブが前年度に行った特に優れた事業を表彰

するものです。 

クラブが表彰を受ける方法については、「思いやり

は大切なこと」奉仕アワードのページをご確認くだ

さい。現在推薦を受け付けておりますので、クラブ

奉仕委員長またはレオクラブ顧問と協力し、皆さん

のクラブがその努力にふさわしい表彰を受けられる

ようにしてください。 

 

Lion Account 

仲間のライオンズや国際

協会とのつながりを保つ

最善の方法の一つが、

Lion Account を使うこ

とです。ご自身の Lion 

Account を使えば、私た

ちの一連のデジタルプロ

ダクトを利用でき、奉仕を円滑に行えるようになり

ます。また、Connect を通してバーチャル会議を

開き、MyLion で奉仕アクティビティを企画して報

告し、MyLCI で会員情報や役員情報を更新するなど、

他にも多くのことを行えます。 

 
ion Accountの認証情報を使用して今すぐログイン
し、奉仕体験を豊かなものにしてください。まだ登
録していない皆さんは、今すぐ Lion Accountをお
作りください。 

 

 

会長メッセージ 
ダグラス X. アレキサンダー国際会長とともに心からの奉仕を 

https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=11203&elqTrackId=c1132ee75a1f49ddaf124a43a72758ca&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=11203&elqTrackId=c1132ee75a1f49ddaf124a43a72758ca&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=10390&elqTrackId=6fc74587e9784f7eb97de644e630dca1&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=10390&elqTrackId=6fc74587e9784f7eb97de644e630dca1&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=11247&elqTrackId=48fde467a1f74e57ae9437d3747ed223&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=11247&elqTrackId=48fde467a1f74e57ae9437d3747ed223&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=10601&elqTrackId=7e7d16c713024d899938697e6ce4b357&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_JA_All%20Lion%20IP%20July%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=10601&elqTrackId=7e7d16c713024d899938697e6ce4b357&elq=0d70688801b24d2fad3b235d2fe5e70a&elqaid=20395&elqat=1

