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神⼾みなとライオンズクラブ（第５０期）《２０１８年〜２０１９年度》 
 
１．	 会⻑テーマ及び結成５０周年テーマ  会⻑  Ｌ団 英男 

  テーマ 『雲外蒼天』（うんがいそうてん） SKY BEYOND THE CLOUDS 
         努⼒して克服すれば、困難を乗り越えた先には⻘空が広がる 
         みんなで⼀致団結して結成５０周年を成功に導きたいという 
         気持ちを込めた 
 

    クラブロゴ  50 期よりクラブロゴマークを⼀新します。 

     神⼾のランドマーク ポートタワーをバックに、 

     神⼾港に錨を降ろす神⼾みなとライオンズクラブ、 

     錨の先は過去と未来を表します。テーマカラーは、 

     天⾊と紺碧のブルーです。50 周年記念⼤会のテーマ  

    『THE NEXT DECADE〜次のゴールを⽬指して〜』の如く、 

     波⾵にも負けないクラブ運営をいたします。 

 
    結成５０周年記念⼤会テーマ 『THE NEXT DECADE〜次のゴールを⽬指して』 

       神⼾湊川ライオンズクラブが結成され５０年。積み重ねられた数々の 
       諸先輩の功績に敬意を払い、次なる１０年を⽬指してさらなる発展を 
       ⽬指したい 
 
  クラブマスコットキャラクター 
       50 周年記念⼤会やこれからのアクティビ 
   ティで活躍してくれる神⼾みなとライオンズ 
   クラブを表すマスコットキャラクターを現在 
   「ワケトン」をデザインしたことで有名な 
   ⼭崎秀昭⽒に制作依頼中です。 

 
２．	 会⻑クラブ運営⽅針 

  結成５０周年を迎える節⽬の今期は、クラブ４⼈⽬となるＬ堀⼝清隆をガバナー 
  として輩出します。クラブメンバー全員が次のゴールを⽬指して⼀致団結する⼤ 
  変意義のある年にしたいと思います。 
  そこで、今期私は会⻑として従来のクラブ運営を⾒直し、改⾰できるところは 
  勇気をもって変え、いままでの伝統に裏付けられた神⼾みなとライオンズクラブ 
  ならではのやり⽅は継承していくという堀⼝ガバナーテーマ「不易流⾏」を率先 

 

現在キャラクターを製作依頼 

しています。後⽇発表します。 
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  して取り組みたいと思います。 
     Ａ．クラブ委員会のスリム化と委員会活動の充実 
     Ｂ．例会運営の改⾰ 
     Ｃ．奉仕活動の⾒直しと実践 
     Ｄ．堀⼝キャビネットの全⾯的⽀援 
 
 Ａ．クラブ委員会のスリム化と委員会活動の充実 
    従来、クラブメンバーはいくつかの委員会に配属されていたが、⼀度も開催 
    されない委員会があったものを、今期はスリム化（構成員の数を減らすだ 

けではなく委員会数も統合して減らす）して、委員⻑のリーダーシップによ 
り、活発な委員会活動の充実を図りたい。 

 
   Ｂ．例会運営の改⾰ 
      例会は従来通り、第⼀・第三⽊曜⽇とする。 

毎回趣向を凝らした例会にするため、ゲストスピーカーを招いたり、委員会の
担当分けをしてテール・ツイスターがしていたＴＴタイムを改善したい。例会
の担当は、計画・会員交流委員会（菱⽥委員⻑）によりまとめられ、毎回違っ
た例会としていただきたい。 

 
   Ｃ．奉仕活動の⾒直しと実践 
      結成５０周年を契機に、従来の奉仕活動を洗い直し、５０周年を⽬指した 

新しい奉仕活動を企画運営したい。この担当は、奉仕事業特別委員会（飯伏 
特別委員⻑）と社会奉仕委員会（薮⽥委員⻑）の２委員会のメンバーが中⼼ 
となり企画して、クラブメンバー全員が参画していただきたい。また⻘少年 

      育成委員会（⼤島委員⻑）には、⻘少年育成を⽬的とした新規奉仕事業を 
      お願いしたい。 
 
   Ｄ．堀⼝キャビネットの全⾯的⽀援 
      堀⼝地区ガバナーと地区出向者を全⾯⽀援するために各種⼤会、地区主催 
      研修会、ゾーン内クラブのアクティビティなどには⼀⼈でも多くのクラブ 
      メンバーに参加していただきたい。そのために必要な協⼒体制を例年以上 
      にお願いしたい。 
 
３．	 委員会構成 

  委員会の構成については、別紙委員会組織図をご覧ください。特にご⾃分がどの 
  委員会に配属され、メンバーは誰がいるかを覚えてください。特に委員⻑は、ご 
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  ⾃⾝の委員会の結束を固め、半期に３回以上の委員会を開催し、開催前には、事 
務局を通じて開催⽇時・場所をクラブ三役にも連絡をするようにお願いします。 
 

４．	 会費及び予算 
  会費は７⽉第⼆例会で決定後請求いたします。また毎⽉第⼆例会で⽉次収⽀につ 
  いてクラブ会計より説明いたします。 
  クラブの銀⾏⼝座は従来より利⽤している三井住友銀⾏を今期も利⽤します。 

 
５．	 例会・理事会開催⽇ 

  例会は、第⼀・第三⽊曜⽇の午後６時３０分より午後７時４５分を基本とします。 
  例会前に⼣⾷を済ませる例会も開催します。 
  理事会は、原則第⼆⽊曜⽇の午後６時４５分〜午後７時３０分まで東神⼾合同 
  事務局で開催します。ただし、議案が少ない場合は、事前に理事会構成員にメ 

ールまたはＦＡＸで通知して、書⾯による議事とすることもあります。その場 
合は、第⼆例会開催前に出席理事により承認・確認を取るものとします。 
 
２０１８年〜２０１９年のスケジュールは下記のとおりです。 
  第⼀例会  ANA クラウンプラザホテル神⼾ 
  第⼆例会  神⼾ポートピアホテル 
  理 事 会  東神⼾合同事務局 
 

 確定している地区・ゾーンの会議予定 
 
ガバナー公式訪問例会  ９⽉１８⽇（⽕） 12;15〜14:00  全員出席要請 
  神⼾ポートピアホテル  ホストクラブ 神⼾甲南ＬＣ 
     ガバナー懇談会 10:00〜12:00 出席者は会⻑・幹事 
ゾーンチェアパーソン訪問例会  ８⽉２３⽇（⽊）  12:15〜13:30 
  神⼾オリエンタルホテル（京町筋） ４クラブ合同例会 
    神⼾イースト LC 神⼾三宮 LC 神⼾みなと LC 神⼾ノース LC 
 
ゾーンミーティング・ガバナー諮問委員会  担当クラブ 
  第⼀回  ８⽉ ３⽇（⾦）  神⼾イースト LC 
  第⼆回 １１⽉１２⽇（⽉）  神⼾三宮 LC 
  第三回  ２⽉２２⽇（⾦）  神⼾六甲ポート LC 

      第四回  ６⽉ ７⽇（⾦）  神⼾阪神 LC 
 



 4 

神⼾みなとライオンズクラブ（第５０期）例会・理事会予定表  ※=変則開催 

⽉ 回 数 ⽇  曜⽇ 場    所 内   容 担当委員会 

 
７ 

１１９２ １２ ※ ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾ 就任式 クラブ三役 

理事会 １９ ※ ⽊ 東神⼾合同事務局 ７⽉理事会  

１１９３ ２６ ※ ⽊ 神⼾ポートピアホテル ZC 訪問例会 指導⼒育成(委) 

 
８ 

１１９４ ３ ※ ⾦ 未定 納涼家族例会 計画・会員交流(委) 

理事会 ９  ⽊ 東神⼾合同事務局 ８⽉理事会  

１１９５ ２３ ※ ⽊ 神⼾オリエンタルホテル ＺＣ訪問例会  

 
９ 

１１９６ ６  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾  奉仕事業推進特別 

理事会 １３  ⽊ 東神⼾合同事務局 ９⽉理事会  

１１９７ １８  ⽕ 神⼾ポートピアホテル ガバナー公式訪問  

 
１０ 

１１９８ ４  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾ 出席率 100%例会 計画・会員交流(委) 

理事会 １１  ⽊ 東神⼾合同事務局 １０⽉理事会  

１１９９ １８  ⽊ 神⼾ポートピアホテル  指導⼒育成(委) 

 
１１ 

１２００ １  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾  社会奉仕委員会 

理事会 ８  ⽊ 東神⼾合同事務局 １１⽉理事会 OSEAL 11/15-18 

１２０１ ２３ ※ 祝 ANA クラウンプラザ神⼾ 結成 50 周年⼤会 50 周年運営会議 

 
１２ 

１２０２ ６  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾ 周年⼤会打上げ クラブ三役 

理事会 １３  ⽊ 東神⼾合同事務局 １２⽉理事会  

１２０３ ２２ ※ ⼟ 神⼾ポートピアホテル クリスマス例会 計画・会員交流(委) 

 
１ 

１２０４ １０ ※ ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾ 新年互例会 MC 委員会 

理事会 １７ ※ ⽊ 東神⼾合同事務局 １⽉理事会  

１２０５ ２４ ※ ⽊ 神⼾ポートピアホテル  ⻘少年健全育成(委) 

 
２ 

１２０６ ７  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾  LCIF 委員会 

理事会 １４  ⽊ 東神⼾合同事務局 ２⽉理事会  

１２０７ ２１  ⽊ 神⼾ポートピアホテル 指名会 指導⼒育成(委) 

 
３ 

１２０８ ７  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾  奉仕事業推進特別 

理事会 １４  ⽊ 東神⼾合同事務局 ３⽉理事会  

１２０９ ２８  ⽊ 神⼾ポートピアホテル CN 記念例会 計画・会員交流(委) 

 
４ 

１２１０ ４  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾ 選挙会 社会奉仕委員会 

理事会 １８ ※ ⽊ 東神⼾合同事務局 ４⽉理事会  

１２１１ ２８ ※ ⽇ 神⼾ポートピアホテル 地区年次⼤会 全員登録 

 
５ 

１２１２ ９ ※ ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾  第⼀・第⼆副会⻑ 

理事会 １６ ※ ⽊ 東神⼾合同事務局 ５⽉理事会  

１２１３ ２３ ※ ⽊ 神⼾ポートピアホテル  ⻘少年健全育成(委) 

 
６ 

１２１４ ６  ⽊ ANA クラウンプラザ神⼾  LCIF 委員会 

理事会 

１２１５ 

１３  ⽊ 東神⼾合同事務局 ６⽉理事会  

１２１５ ２０  ⽊ 神⼾ポートピアホテル 年次例会 クラブ三役 
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◆各種⼤会・アクティビティ予定(判明分のみ) 
  国際⼤会  第１０１回国際⼤会  ２０１８年６⽉２９⽇〜７⽉３⽇ ラスベガス 
        第１０２回国際⼤会  ２０１９年７⽉ ５⽇〜  ９⽇ ミラノ 
   オセアル・フォーラム       ２０１８年１１⽉１５⽇〜１８⽇ 中国海南島 
 
  ３３５複合地区年次⼤会   ２０１９年５⽉  ⼤阪（予定） 
   ３３５－Ａ地区年次⼤会   ２０１９年４⽉２８⽇（⽇） 神⼾ポートピアホテル 
 
  神⼾みなとライオンズクラブ結成５０周年記念⼤会 
            ２０１８年１１⽉２３⽇（祝） ANA クラウンプラザ神⼾ 
 
  献⾎アクティビティ（社会奉仕委員会担当） 
     ９⽉６⽇（⽊） １２⽉未定  ３⽉７⽇（⽊） ６⽉６⽇（⽊） 
   ウイッシュ杯⼩学⽣バレーボール⼤会（奉仕事業推進特別委員会担当） 
      ⽉  ⽇  未定 
   清掃アクティビティ（社会奉仕委員会担当） 
    北野東公園  １０⽉４⽇（⽊） 能福寺 ４⽉（未定） １⽉１７⽇予定 
   インフィオラータこうべ（社会奉仕委員会担当） 
    北野坂   ２０１９年５⽉ 未定 
 
  新規アクティビティ（奉仕事業推進特別委員会担当） 
    糖尿病予防啓蒙 
    兵庫区中学⽣東⽇本⼤震災被災地訪問⽀援 
    ライオンズクエスト 幼稚園版普及事業 
        ⼦ども⾷堂 
    その他 
   新規アクティビティ（⻘少年健全育成委員会） 
    兵庫警察署 柔道教室⽀援 
 
  納涼家族例会          ２０１８年８⽉３⽇（⾦）  

担当 計画・会員交流委員会 
   １００％出席例会        ２０１８年１０⽉４⽇（⽊） 
                     担当 計画・会員交流委員会 
 
  クリスマス家族例会       ２０１８年１２⽉２２⽇（⼟）予定 
                     担当 計画・会員交流委員会 
  新年互例会           ２０１９年１⽉１０⽇（⽊）  

担当 ＭＣ委員会 
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６．	  例会運営⽅法・ＴＴタイム 
     例会開始時間  午後６時３０分〜  終了は従来通り 午後７時４５分 

（その都度例会案内で通知します。 先に⾷事をする例会もあります） 
   テーブル配置は毎回趣向を凝らして、丸テーブル、教室形式、ロの字など担当 
   委員会が決定してください。 

 
７．	  委員会担当職務分掌 

★ＧＡＴファシリテーター  会⻑が務めクラブＧＡＴをまとめる 
★ＬＣＩＦコーディネーター  前会⻑が務めＬＣＩＦ５０周年の年にＬＣＩＦ 
               を会員に理解してもらい、ＭＪＦを含め協⼒する 

  ★ＧＬＴ担当役員       第⼀副会⻑が務め新会員研修を担当し、会員に対する 
研修会を⼀回開催する 

  ★ＧＳＴ担当役員    第⼆副会⻑が務め奉仕事業の中でも糖尿病予防啓蒙に
スポットをあてる 

  ★ＧＭＴ・ＦＷＴ担当役員  会員委員⻑が務め会員増強⽬標として家族会員を含め   
期末に４０名にする 

  ★プログラム・コーディネーター  幹事が務め国際協会からの指⽰を履⾏する 
  ★財務委員⻑        会計が務め毎⽉第⼆例会で前⽉の会計報告をする 
  ★会則・会員委員会     クラブ会則の確認と⼊会式など会員に関する業務 
  ★指導⼒育成委員会     GLT コーディネーターの指導のもと新会員研修等 
  ★⻘少年健全育成委員⻑   ＹＣＥ・レオを柱に若いメンバーの育成をして最終的 

⽬標は近い将来にレオ⽀部を結成したい 
  ★奉仕事業推進特別委員⻑  結成５０周年記念事業を企画運営して年間を通じて 

しい奉仕事業をする 
                    検討 兵庫区中学⽣東⽇本⼤震災被災地訪問 
                       ライオンズクエスト幼稚園版の推進等 
  ★マーケティング・         ＭＣ委員⻑としてクラブの情報を内外に発信する 

   コミュニケーション委員⻑           
  ★社会奉仕委員⻑      従来のアクティビティを⾒直しＧＳＴ担当役員と協⼒し

て奉仕を推進する 
  ★計画・会員交流委員⻑   例会の企画運営と会員間の交流促進をする 
                  結成５０周年を前に⼀度１００％例会を企画する 
                    （１０⽉第⼀例会） 全員の写真撮影 
  ★ライオン・テーマ     クラブの財産の管理と例会の進⾏役をする 
  ★50 周年記念⼤会運営会議 ⼤会会⻑の指揮により⼤会を成功に導く 
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委員会組織表（第５０期） 


