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2012012012014444年年年年～～～～2012012012015555年度年度年度年度    

ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ国際協会国際協会国際協会国際協会    

    

    ジョセフジョセフジョセフジョセフ・・・・プレストンプレストンプレストンプレストン国際会長国際会長国際会長国際会長    

国際国際国際国際テーマテーマテーマテーマ    

『『『『    誇誇誇誇りをりをりをりを高高高高めるめるめるめる    』』』』    

    
 

336336336336‐‐‐‐ＢＢＢＢ地区地区地区地区ガバナーガバナーガバナーガバナー    
                                                                                                べっべっべっべっ        しょしょしょしょ        きよきよきよきよ        たかたかたかたか    

氏    名     別 所 清 平 

 

生年月日     1941年 4月 20日（73歳） 
 

所    属     8R-1Z米子ライオンズクラブ 
 

 

 

336336336336‐‐‐‐ＢＢＢＢ地区地区地区地区アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ・・・・スローガンスローガンスローガンスローガン    
 

『 ともにともにともにともに築築築築こうこうこうこう    輝輝輝輝くくくく未来未来未来未来    』 

 

 

地区地区地区地区ガバナーガバナーガバナーガバナー・・・・スローガンスローガンスローガンスローガン    
 

『 品格品格品格品格あるあるあるある        奉仕奉仕奉仕奉仕のののの道道道道        』 

    

    

地区地区地区地区ガバナーガバナーガバナーガバナー・・・・キーワードキーワードキーワードキーワード    
 

『 家族家族家族家族！！！！    地域地域地域地域！！！！    日本日本日本日本！！！！    』 

 



 

倉敷西倉敷西倉敷西倉敷西ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ第第第第３３３３６６６６期期期期    会長方針会長方針会長方針会長方針    
＜2014年 7月～2015年 6月＞ 

 

 

 

 

倉敷西倉敷西倉敷西倉敷西ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ会長会長会長会長スローガンスローガンスローガンスローガン    
 

『『『『    ことばをことばをことばをことばを繋繋繋繋ごうごうごうごう    ╋╋╋╋    こころこころこころこころをををを繋繋繋繋ごうごうごうごう    』』』』    
         

 

 

1111、、、、運営運営運営運営方針方針方針方針    

一、大きな節目の 35周年を終え、ライオンズ精神の原点に還り新たな地域社会        

  に密着した奉仕活動に向けて、努力いたします。家族会員につきましては、

他クラブの状況を踏まえて、おおいに議論し、方向性を位置づけて参ります。 

     

 

二、当クラブの最重要課題である会員増強につきまして、純増 2名以上を目標と

し、女性会員の入会を積極的に推進いたします。また、退会防止の環境作り

に努力いたします。 

 

 

三、例会運営につきましては、常に例会出席の義務を各メンバーが自覚すること

また、相互理解を深めて楽しく心あふれる例会になるよう努めます。 

  メークアップ規則に基づいた 100％出席を目指します。 

 

 

四、奉仕活動への取り組みについては、会員相互の信頼と寛容の精神をあらため

て確認し、家族例会、趣味の部会等、積極的に参加頂けるよう心の繋がりを

深めて参ります。 

 

 

   五、事業委員会、運営委員会共々担当副会長の指導の下に、各委員会長は、率先

して委員会での計画を策定して全会員が、参加できるようなアイディア工夫

に努力して頂きたい。予算組については、極力経費節約に努めて頂きたい。

剣道大会、少年サッカー大会等、ご父兄に奉仕活動への PRを推し進めて参

ります。 

 



 

 

 

2222、、、、クラブクラブクラブクラブ運営運営運営運営についてについてについてについて    
（１）幹事はクラブ運営方針について、第一、第二、第三副会長、会計、ライオン・

テーマー、テール・ツイスター、各委員長と報告、連絡、相談を旨として、

年間計画の遂行に努める。 

 

（２）会計はクラブの運営費、事業費、会食費等会計報告を年２回クラブ財務委員

会で審議を計り、理事会及び例会に提出して承認を得る。 

 

（３）ライオン・テーマーはクラブ備品を管理し、例会を楽しくメンバーの交流が

しやすいよう席の配置などを考慮し、メンバースピーチを多く取り組んでの

例会に努める。 

（４）テールツイスターは事業資金獲得のため、メンバーが楽しく自発的にドネー

ションを出していただけるようアイディアを計画する。 

 



 

3333、、、、クラブクラブクラブクラブ予算予算予算予算についてについてについてについて  （明細は別紙） 

（１）運営費 

会  費   ○ 正会員  年額 1人当たり  120,000円 

         ○ 終身会員 年額 1人当たり    72,000円 

         ○ 優待会員 年額 1人当たり   72,000円 

         ○ 不在会員 年額 1人当たり   50,000円 

         現行通りとする。  

       

   （２）事業費     年間 2,500,000円程度とする。 

 

   （３）会食費   ○ 正会員  年額 1人当たり   36,000円 

                  ○ 終身会員 例会出席時（1回につき）   1,500円 

                  ○ 優待会員 例会出席時（1回につき）   1,500円 

      会食費は、次期へ繰越をしない。 

 

 

 

 

 

4444、、、、継続事業継続事業継続事業継続事業方針方針方針方針    

4-1 青少年健全育成委員会担当事業青少年健全育成委員会担当事業青少年健全育成委員会担当事業青少年健全育成委員会担当事業 

(１) ＬＲＬ玉浅良寛杯野球大会  

(２) 少年剣道大会  

    (３) 少年サッカー大会  

   

 

4-2 保健保健保健保健・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・環境委員会担当事業環境委員会担当事業環境委員会担当事業環境委員会担当事業 

(４) 献血推進キャンペーン（年２回）    

(５) 物産展出展、クラブ事業 PR（献血・献眼・献腎） 

(６) 溜川清掃（年２回）  

   

     

4-3 国際協調国際協調国際協調国際協調・・・・教育指導教育指導教育指導教育指導委員会担当事業委員会担当事業委員会担当事業委員会担当事業 

(７) YCE 生受入  

   

 



第第第第３３３３６６６６期期期期    倉敷西倉敷西倉敷西倉敷西ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ年間行事計画年間行事計画年間行事計画年間行事計画（（（（案案案案））））    
（2014年 7月～2015年 6月） 

 

2014 年                          予定日 

 

７月 (運営) 役員･委員長挨拶、本年度予算・運営事業方針発表  (7/10) 

      (事業) 夏期 YCE 生受入(台湾)              （7/15～8/4） 

(事業) 夏期 YCE 生例会訪問                (7/23) 

８月 (運営) 家族納涼例会（ﾎﾃﾙｾﾝﾄｲﾝ倉敷）            (8/10) 

(事業) 献血推進キャンペーン（ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰトライアル）   （8/24) 

  (運営) ガバナー公式訪問５LC 合同例会（ヘルスピア倉敷）   (8/29) 

９月 (運営) 未来ビジョンパネルディスカッション           （9/25） 

１１月 (事業) 溜川清掃                       (11/＊) 

      (事業) クラブ事業 PR (物産展)                           (11/9) 

   (事業) 玉浅良寛杯中学校野球大会(LRL クラブ主催)          (11/22･23)  

１２月 (運営) クリスマス家族例会             (12/23) 

   

 

2015 年         

   １月 (運営) チャーターメンバーを称える会               (1/15) 

   (運営) 玉島ＬＣとの合同例会(ホスト：倉敷西 LC)       (1/28) 

   ２月 (事業) 献血推進キャンペーン（ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰトライアル）       (2/22) 

３月 (事業) 少年剣道大会(玉島市民交流センター体育棟)      (3/21) 

 ４月（運営) 第 61 回地区年次大会(米子)             (4/12) 

      (事業) 少年サッカー大会(玉島の森)            （4/18･19） 

５月 (事業) 溜川清掃                     (5/＊)  

 (運営) 336 複合地区第 61 回年次大会(高松)         (5/24) 

   ６月 (運営) さよなら例会         (6/18) 

 

 

 

 

  


