クラブカレンダー
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（7月8日現在での行事結果と予定です。予定は以後追加変更されることが御座います。）
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尾張旭ライオンズクラブ
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1 理事会(臨時・定例)
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第1回リジョン会議

2 第１運営(財務)委員会
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及び第1回１Ｚ･２Ｚ合同ガバナー諮問委員会

3 理事会
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3 地区LCIF・国際関係セミナー

4 次期第一合同委員会
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第３事業(教育･青少年指導･社会福祉･保健)委員会
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5 三役新任挨拶回り
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理事会
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7 zoom会議次期三役セミナー

7 zoom会議MD334LCIFセミナー
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8 次期第二合同委員会
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10 第一例会(中止)
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11 次期第三合同委員会
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14 zoom会議次期幹事・事務局セミナー

14 第２事業(LCIF)委員会
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16 令和３年度社会福祉協議会第１回評議員会
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17 準備理事会
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19 第一例会(ガバナー公式訪問) ホテルプラザ勝川
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20 サインボードによるシートベルト着用キャンペーン 20
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6R2Z ６クラブ準備会議
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6R2Z 次年度ゴルフ部会打合せ会

22 第二例会(夜間例会並びに会員懇親会) あさひ荘
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24 第二例会
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25 薬物乱用防止教室(西中学校)
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26 第二例会(ＺＣ例会訪問)
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カレンダー略記の注釈）
・ＭＤ 複合地区
・Ｒ
リジョン
・Ｚ
ゾーン
・Ｇ
ガバナー
・ＺＣ ゾーンチェアパーソン
・ＭＣ マーケッティング・
コミュニケーション

献眼・献腎連絡先
提供の連絡先
愛知県救急医療情報センター内のアイバンク窓口
T E L : (052)262-1100
公益財団法人 愛知県アイバンク協会
T E L : (052)263-0832
公益財団法人 愛知腎臓財団
T E L : (052)962-6129

市長表敬訪問

6月出席率
第一例会

6月10日

中止

第二例会

6月24日

77.78％
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We

Serve（われわれは奉仕する）

将来を見据え 奉仕と変革の能動者となろう
受け継ぐ奉仕 未来へつなげ We Serve！
人にやさしく、笑顔でウイ・サーブ

尾張旭ライオンズクラブ活動方針
2021年7月～2022年6月
新会長 Ｌ内田 敏介

会長スローガン
「人にやさしく、笑顔でウイ・サーブ」
会長方針
コロナ禍で５０周年記念式典を中止せざるを得ない
状況の中、ライオンズクラブ本来の活動も制限されて
おりますが、ワクチン接種も始まり徐々に平常に戻り
始めると期待しております。
今期は特に会員同士の親睦を高め、奉仕の心と行動
で楽しいライオンズライフを取り戻しましょう。
子曰く、これを知る者は、これを好む者に如かず。
これを好む者は、これを楽しむ者に如かず。
活動計画
会員増強
・正会員目標２名
・懇親会・入会者(新人)へのガイダンス、役職登用で
意義・楽しさを理解して頂く。
・当クラブ設立記念日に、再度結成50周年記念例会
を盛大に開催する。
マーケティング・コミュニケーション
・国際平和ポスターコンテスト
・市内９小学校へポスターの応募をつのり、ポスター
展示、表彰式を実施。
ＬＣＩＦ
・US$1,000- 寄付目標 ５口以上
献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚
・献血活動を市民祭(10月)、
さくらまつり(3月)に実施。
教育・青少年指導
・薬物乱用防止教室の開催
環境保全
・ライオンズ奉仕デー(10月)に市内4ヵ所の清掃活動
を実施。
・春・秋・年末交通安全運動へ参加
＊シートベルト・チャイルドシート着用キャンペーン
＊飲酒運転根絶キャンペーン
主な協賛・協力
・中学生フェスティバル協賛
・クリスマスキャンドルナイト協賛
・尾張旭市民ジョギング大会協賛
当クラブ会長がスターターを務める
・さくらまつり協賛
・尾張旭市健康マイスター協賛
・尾張旭市健康まつり協賛
・尾張旭市立図書館雑誌スポンサー広告掲載による協賛

６／１０ ６月第一例会
前会長 Ｌ若杉 和久 挨拶
残念ながら新型感染症緊急事態宣言が延長され、本
例会を中止致しました。
女優の樹木希林さんが言った言葉に、「この年にな
ると、癌だけじゃなくて色々な病気にかかりますし、
不自由になります。でもね、それでいいの、こうやっ
て人間は自分の不自由さに仕えて成熟していくんです。
若くても不自由なことは沢山あると思います。それは
自分の事だけではなく、他人だったり、時にはわが子
だったりもします。でも、その不自由さを何とかしよ
うとするんじゃなくて、不自由なまま、面白がってい
く。それが大事なんじゃないかと思うんです。」
私の人生、出来たことがほんのわずかで、やり残し
ことばかり一人の人間が生まれて死ぬまでの間、本当
にたわいもない人生だから、今を楽しく、面白く、明
るく過ごしたいと思います。
今回も理事会資料を添付いたしました。ご査収いた
だき承認よろしくお願いします。事務局の絨毯を張り
替えました、きれいになりましたので、一度ご覧下さ
い。次回が５０期の最後の例会になります。多分です
が行うことが出来ると思います。是非、出席をお願い
します。
６／２２ ６月第二例会
前会長 Ｌ若杉 和久 挨拶

結成50周年記念大会委員長 Ｌ太田 武人 退任挨拶

５０周年記念大会の準備並びに会議等、会長・幹事
を始め各部会長・副会長を始め、会員の皆様に御協力
を戴き、4月10日にコンパクトな式典が出来ました事
を御礼申し上げます。
私事で有りますが、昨年と今年の始めに手術をした
為、部会・例会等欠席した日が多々有りました折、若
杉会長・三浦幹事が御多忙の中、各部会を始め、各事
業や記念誌の発刊準備をスムーズにして戴き、非常に
助かりました。
又、コロナ関連により、たびたび色々な規制も有り、
来賓として、森市長様、瀬戸スポンサークラブ水野会
長並びに幹事の参加をお願いし、台湾の樹林クラブの
方々も参加を見送られ「こじんまり」とした式典で、
物足りない気持とヤレヤレ式典が出来たとの両方が、
心の中で入り混じっております。
周年記念大会準備に対し、事務局の荻原さんには大
変御助力を戴き、心より御礼申し上げます。
最後に、尾張旭ライオンズクラブは、慈善団体とし
て活動して行かれる事を祈念致し、私の退任の挨拶と
致します。
前６Ｒ・ＬＣＩＦ・国際関係委員 Ｌ服部 由正 退任挨拶

前幹事慰労金贈呈

Ｌ三浦

一成

６／２５ 薬物乱用防止教室
尾張旭市立西中学校
前教育・青少年指導・社会福祉・保健委員長 Ｌ谷口 久公

今年度最後の事業として、6月25日（金）尾張旭
市立西中学校体育館にて２年生（約250名）を対象
に６時限目の14時50分より50分間開催。
コロナ禍ということで当クラブの参加者も最少人数
の若杉会長、三浦幹事、Ｌ佐藤、Ｌ日比野、Ｌ西垣と
私（Ｌ谷口）の６名の参加となりました。感染予防の
ため生徒さん達も充分に間隔をとり、内容も二種類の
ＤＶＤから抜粋して鑑賞、講師はＬ日比野がアヘン戦
争などを熱弁。最後に若杉会長の挨拶で締めくくり、
生徒さん代表のお礼の辞を頂きました。
誕生日おめでとう

今年度最後の例会にご出席賜り有り難うございます。
果報は寝て待てと言います。悪い時が過ぎれば、良
いときは必ず来る。事を成す人は必ず時の来るのを待
つ。焦らずあわてず、静かに時の来るのをまつ。その
通り待っていたらあっという間に一年が過ぎてしまい
ました。又、仏教での本当の意味は出来る限りの努力
をしたならば、良い結果が出るか悪い結果がでるかは、
コントロールする事は出来ない。全力でやったのだか
ら、後は結果をまつしかない。と解釈されています。
それから、若い時の苦労は買ってでもしろと言います
が、それは違いました。苦労なんか買わなくてもどん
どん向こうからやってきます。去年からの新型感染症
はまさしく、
「それ」でした。来月にはオリンピック、
パラリンピックが行われます、多くの新規感染者が出
ないことを祈るばかりです。
今年度は新型コロナ渦の為、通常例会、夜間例会、
５０周年記念式典及び姉妹提携部会事業を行うことが
残念ながら出来ませんでした。運営費、事業費ともに
多くの繰越金を残す事になりました。まだ明日の薬物
乱用防止教室と会計決算が有りますが、次年度からの
ライオンズクラブの奉仕活動を楽しく、仲良く、有意
義に行って頂く事を祈念いたしまして挨拶とさせて頂
きます。一年間有り難うございました。

LCIF委員を受けて早や一年、コロナ禍の中、会議も
委員会もままならず、リジョン委員の楽しみの一つは、
他のクラブとの交流と親睦ではないでしょうか？それ
が今年度はあまり出来なかったのが一番の心残りです。
LCIF基金をして頂く事によって、その基金で世界の
奉仕事業が出来ます。基金はファンデーション（基礎）
です。皆さんも出来る限りお願いしたいと思います。
今年度の我がクラブのLCIF
（1000$基金）
は８名でＬ
太田武人が２口で9000$でした。
（その中でもＬ近藤高
史は今までのトータルが30口です）有難う御座いました。
当クラブからLCIFへの寄付金、100$寄付金が50名・
令和２年７月豪雨災害寄付金・レバノン大爆発災害寄
付金、チャリティーゴルフコンペ賞金など色々寄付、
クラブシェアリング交付金での5000$を本地ケ原小
学校の防災器具庫を寄付させて頂きました。
今年度は何かと事業が出来ませんでしたが、来期こ
そ沢山の奉仕事業が出来ますように・・・
有難う御座いました。
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奥様誕生日おめでとう

Ｌ森下 和子（Ｌ森下
Ｌ西井真理子（Ｌ西井
Ｌ若杉 幸代（Ｌ若杉
Ｌ花村紀代美（Ｌ花村

鉾二）
隆一）
和久）
利光）
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6.24
6.24

