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ガバナーL大山　恭範　【基本方針・基本目標・活動方針】

【基本方針】
2017年ライオンズクラブが誕生して104年目
になります。その間に世界でNO.1の 奉仕団体
にまで成長致しました。現在では、世界で206ヶ
国の地域に広がり様々な奉仕活動を展開して
おります。しかしながら、先進国と発展途上国
での生活レベルの格差は依然として厳しい状
態が続いているのが現状です。こうした背景を
受けて、ライオンズクラブは恵まれない国々の
人々に温かい 援助の手を差し伸べ続けてきま

した。今後ともライオンズクラブは力強い心からの奉仕活動を継続してまいります。日本におい
ても1952年に誕生したライオンズクラブは大先輩・諸先輩の努力によって、 日本中に奉仕活動
の輪を広げてきました。私達は、先人達が培ってこられた伝統を大切にしながら、新しい奉仕活
動に挑戦していかねばなりません。ライオンズクラブの伝統を受け継ぎ、その活動を発展させて
いくことこそ334-A地区の全メンバーの皆様の喜びと幸せに繋がると信じております。その考え
を肝に銘じ、地区ガバナーキーワードを「温故知新一伝統に誉あれ」に致しました。一昨年度に
発生致しましたCOVIT-19の世界的な大流行は、世界中でライオンズクラブの活動に大きな影
響を与える結果となりました。多くのライオンズメンバーや私達にとって大切な人たちに健康上
や経済的な困難をもたらしております。大変な時期ではありますが、それぞれの地域で私達の
奉仕活動を待っている人たちの気持ちは変わることはありません。私たちが結束すれば、今の
問題も必ず乗り越えられると考えておりますし、ライオンズクラブのメンバーも同じ考えである
と信じております。それぞれの地域にて ライオンズクラブは大切な役割を果たしていることを
忘れないでください。クラブと地区の更なる発展のため、メンバーの皆様のご理解とご協力を
お願い申し上げます。 皆様と一緒に大きく羽ばたきましょう。

【基本目標】
1.会員増強と退会防止※目標:年間純増500名・・・ライオンズクラブ103年の歴史の中で最も大
変な時期を迎えていると感じております。 会員の減少に歯止めがかからず、更にCOVIT-19の影
響によって、新入会員の勧誘にも厳しい状況です。しかしながら、昨年度そのような状況下でも
クラブによっては5～15名の会員純増を果たしたクラブがあります。過去、地区で最高8,600名
だった会員数は、現在5,500名(家族会員二人目以降含む)となっておりますが、それぞれのクラ
ブが本気で会員増強に取り組み、その内の 20％のメンバーが1名を入会させることに成功すれ
ば、500名の純増も夢ではないと信じております。経済同友会、JC、ゴルフ仲間、友人、PTA関係
等いろいろな集まりで知り合った親しい仲間の方々にお声を掛けて頂き、全力で勧誘をお願い
致します。又、退会防止にもご尽力頂きたく考えておりますので、お手伝いできることがあれば
何なりとお申し出ください。私にできることであれば喜んで協力をさせて頂きますのでよろしく
お願い申し上げます。
2.新クラブ結成(エクステンション)※目標:5クラブ・・・近年新クラブの結成がなく解散クラブが
多くなっております。新クラブ結成はクラブ最大のアクティビティでもあると考えます。愛知県内
には、まだ空白地域があると思います。活動範囲を広げ地域社会に貢献するため、大変難しい
とは思いますが新クラブ誕生を実現しましょう。又、全てが同じライオンズクラブは存在しませ
ん。人々のニーズに応じた時代に応じた新しいタイプのクラブの誕生も考えていただきたいと
思います。



3、新しい奉仕活動　奉仕活動の推進※目標: 世の中の動きを捉えた奉仕活動の実施・・・私た
ちを取り巻く社会はどんどん変化をしております。ライオンズクラブの伝統を重んじながらも新
たな変化が求められています。社会における奉仕のあり方が変化をする中で 私たちは新たな
奉仕活動を考え行動していかねばなりません。温故知新の考え方に基づき、それぞれの地域で
求められている奉仕活動への取り組みをお願い致します。また、会員減少の影響で奉仕活動へ
の取り組みが困難なクラブは、他クラブとの合同やゾーン単位での取り組みの検討をお願い致
します。それぞれのゾーンにて開催されていますガバナー諮問委員会での活発な意見交換を
通じて、各クラブの絆が深まり奉仕活動に反映されることを期待します。
4. LCIFへの取り組み※目標:LCIF寄付金125万ドル・・・ライオンズクラブ国際財団(LCIF)は、人類
の福祉に貢献すること大災害や緊急事態の救済を目的としており、人道的な奉仕事業と交付金
を通じて地域社会に希望を与え人々の暮らしを改善することを使命としています。皆様の寄付
がLCIFを通して命を救います。支援を待っている人々に明るい未来を届けるためにご支援を賜
りますようお願い申し上げます。$1000寄付、MJFの参加率を上げ、LCIF寄付金ゼロクラブ、MJF
寄付金ゼロ会員をなくすよう推進してください。そして、交付金を活発に活用いただき人道的ア
クティビティを多数実現してください。キャンペーン100を実施することで、糖尿病・環境・視力・
食料支援・小児がんを始めあらゆる分野で奉仕の手を差し伸べるこ上がってようになります。
5.コミュニケーション・・・コミュニケーションは優れた奉仕事業の実施、お互いの繋がり、責務を
効果的に果たすためにもとても重要です。繋がることは助け合いが生まれ支援に必要不可欠と
考えます。 また、意思疎通を図ることによりいろいろと情報が得ることが出来ます。しかし、コロ
ナ禍においてコミュニケーション、親睦を図ることは難しいと思いますが、地区では一つの方法
として、ZOOM等を大いに活用していきます。定期的にZOOMで情報の交換・共有をして、コミュ
ニケーションを図って参ります。皆様もコミュニケーションを大切にしていただきますようお願
いいたします。

【活動方針】
◇GAT(グローバルアクション・チーム) ・・・ライオンズクラブは、世界が人道上の課題に直面し
たとき、世界中から頼りにされる奉仕団体であり続けるというビジョンを掲げ、ライオンズとレ
オの奉仕への熱意を新たに燃やすべく編成されています。グローバル・アクション・チームは、
グローバル指導力育成チーム(GLT)、グローバル会員増強チーム(GMT)、グローバル奉仕チー
ム(GST)、日本の場合は家族及び女性チーム(FWT)で成り立っており、ビジョンの実現を目指し
ています。 活動の中心となるのは各地域のクラブですが、グローバル・アクション・チームは、そ
うしたクラブに活気をもたらすように支援致します。
◇マーケティング・・・ニーズ調査を行い地域が求めていることを把握し奉仕活動の参考になれ
ばと考えます。 GST(グローバル奉仕チーム)と協力し、地域社会の現在のニーズ対応に役立つ
情報源としての役割を果たします。
◇青少年育成事業の推進・・・〈薬物乱用防止〉：次世代の担い手である青少年を薬物乱用から
守るべくため、地区において薬物乱用防止育成認定講師養成講座を開催し、単位クラブでは地
域の小中学校に出掛け、直接語りかけ指導する。教室の開催を活発に行って下さい。〈YCE事
業〉：COVIT-19の影響でYCE事業は中断しております。YCE事業の目的は、異文化について学ぶ
機会と国際平和を促進する国際関係を青少年が築き、相互理解の精神を発展させ維持できる
よう支援することです。この時期に今一度再確認することも必要と考えます。再開時にはスムー
ズに行えるよう準備してください。
◇アラート・環境保全・・・近年多発する自然災害や感染症危機などの事態において、有事にス
ムーズに活動が出来るよう備えていくことが必要です。地区としては、支援活動が迅速に的確な



新会員紹介①　L杉本直樹（株式会社アミスポーツセンター　事務長）

今年度、春日井中央ライオンズクラブに入会させて頂きました杉本直樹でございます。
　私の会社は春日井市坂下町に地域のコミュニティの場として、昭和60年に開設し今年で37年
目となります、スポーツクラブ㈱アミスポーツセンターです。
　施設には温水プール、アスレチックジム、サウナ、スタジオがあり、0才から80才を超える幅広い
年齢層の皆様にご利用して頂いております。開設当初はジムとスイミング教室だけの営業でした
が、現在では子供向けの体操教室、ダンススクールを取り入れて会員の皆様の健康と教育をサ
ポートさせて頂いております。
　去年より、コロナの影響で大きなダメージを受け続けておりますが、今後も予防と安全対策を
継続し、地域の皆様に愛され、安心と健康を提供できるスポーツクラブを求めて従業員一同で頑
張っております。
　私の紹介をさせて頂くと、兵庫県神戸市の出身で今年51才となります。趣味は野球とゴルフで
すが、年齢とともに全てのスポーツの観戦に興味を持っております。
　この度、ご縁があり春日井中央ライオンズクラブに入会させて頂きましたので、活動の中で地域
や春日井市民の為に少しでもお役に立てればと考えております。まだまだ未熟で無知であります
が、気力と体力だけには自信がありますので、組織の一員として貢献できるよう頑張ってまいりま
すので宜しく願いします。

活動ができるようアラートセミナーを開催いたします。クラブにおかれましても、アラートの組
織作りからお願い致します。グローバル奉仕フレームワークの一つである環境に関する活動
は、例年通り積極的な取り組みをお願いします。
◇献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚・糖尿病予防・・・献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚
の啓蒙活動は積極的にお願いします。グローバル重点分野の一つでもあります糖尿病につい
て、地区において糖尿病予防セミナーを開催し、糖尿病予防への取り組みを支援しましょう。
◇地区誌 ・・・発行は年3回製本の冊子ではなくデーター化しホームページに掲載いたします。
ご対応よろしくお願い致します。
◇GMA(グローバル・メンバーシップ・アプローチ) ・・・このGMAの事業は、本年度はパイロット
地区での展開ですが、次年度からは世界規模ですべての地区にて展開することが決定してお
り、いち早くその内容を把握するために参加表明をしたものです。グローバル会員増強アプ
ローチは、世界的な会員減少に対処するあらゆる地区を支援するために構築されたプロセス
です。目的は、新クラブの結成により地区の若返りを図る(新クラブ)、新会員を加えてクラブ活性
化を図る(新会員)、 仲間との親睦とエキサイティングな奉仕で既存会員たちの意欲を再燃させ
る (会員の満足度)、 ライオンズのリーダーに研修と支援を提供する(リーダーへの支援)、この考
え方は、334-A地区全体で取り組むテーマであり、会員増強は最重要の課題と 捉えております
ので、是非メンバー全員のご協力をお願い致します。



　弊社は障害福祉事業を主体とする特定非営利活動法人です。平成28年より障害者グループ
ホームを一宮市両郷町に、令和3年に一宮市大江に開所し、令和4年に愛西市諏訪町で開所予定
となっています。
　障害者グループホームには、「一人で買い物に行くことができる」、「日中は仕事ができる」など、
自立度の高く身体介助を必要としない軽度障害者が居住し、日々その方々に食事提供や相談等の
支援をしています。ホームは定員20名で、20代から60代の男女が入居され、うつ病、統合失調症、
アスペルガー症候群等の精神障害が8割、知的障害、身体障害が2割となっています。
入居者様は、外出や外泊、買い物、外食等が自由に行え、自分の意志で物事を決定することができ
ます。
私たちは「人々の暮らしの充実に貢献し、地域社会との調和ある発展を目指す」ことを使命として
います。また、入居者様には、多くの関わりの中で生まれる摩擦や相互理解の中で、日常生活に役
立つ経験や知識を身に着け、私たちはその可能性を閉ざすことなく、本人自身による挑戦と失敗
を見守る支援をしています。入居者様には、いろいろな人たちと関係性を持ちながら、いろいろな
経験をして、いきいきと暮らすことを望んでいます。
※5年以内に春日井市に障害者グループホームを開所しようと決めていますので、良い情報があ
れば教えていただけると幸いです。

新会員紹介②　L初崎洋樹（特定非営利活動法人こより　理事長）

↓　こより両郷　↓ ↓　こより大江　↓

春日井中央LC ゴルフ部

ゴルフ部からのご案内
■６R２Z親善チャリティーゴルフ大会
2021 年 10 月 29 日（金）　品野台カントリークラブ

■334－A地区 LCIF 親睦ゴルフコンペ
2021 年 11 月 8日（月）　藤岡カントリ―クラブ

■春日井中央ライオンズクラブ遠征ゴルフコンペ
　　2021 年 11 月 26 日（金）新南愛知カントリークラブ 美浜コース

■春日井 4クラブ親睦ゴルフコンペ　
2021 年 11 月 30 日（火）　オールドレイクゴルフ倶楽部



Company  Information
企業は地域に貢献し親しまれています

http://www.kasugai-chuo-lions.com是非、ご覧ください
クラブホームページ

今後のスケジュール

第1013回  8月度  第2例会     2021年8月19日（木）
   〈会員総数〉53名    〈出席者数〉25名
   〈欠席者数〉28名　 〈例会出席率〉47.17%

出席状況
報告

出席状況報告

第1014回 9月度 第1例会
《日時》 令和3年9月9日（木）12：30～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１．開会のゴング
２．国旗に敬礼
３．国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
４．  ライオンズの誓い・地区スローガン唱和
５．  会長挨拶
６. 　誕生日、結婚記念日のお祝い
７.     食事タイム
８. 　会員スピーチ
９．   幹事報告
10．   テールツイスターの時間
11．   出席状況報告
12．  ライオンズローア
13．   閉会のゴング

例会プログラム

L磯村　延宏

■ 発行所 春日井中央ライオンズクラブ
■ 事務局 春日井市鳥居松町5-45 春日井商工会館内　TEL 0568-84-0585　FAX 0568-82-0220

■ マーケティング・コミュニケーション委員長

■ 会長 L前田　朗 （株）フロンティア 名古屋市中区錦3-10-14  協和錦ビル4F TEL052-961-5592
■ 幹事 L長谷川  弘尚 長栄鉄工（株） 春日井市松河戸町6-10-1  TEL0568-81-7238

医療法人社団　喜峰会　東海記念病院 春日井市廻間町字大洞681-47 TEL0568-88-0568

春日井市松河戸町694番地
TEL〈0568〉81－7238
FAX〈0568〉83－7734

　代表取締役

　長谷川　弘　尚

長栄鉄工株式会社

春日井市六軒屋町６－109
TEL〈0568〉81－9349
FAX〈0568〉81－9900

　所　　長

　福　岡　嗣　人

福岡嗣人税理士事務所

名古屋市中区錦３－10－14
協和錦ビル４F
TEL〈052〉961－5592
FAX〈052〉961－5593

　代表取締役

　前　田　　朗

株式会社 フロンティア
一般労働者派遣事業


