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最終版 

 



1. 国際会長、地区ガバナー 

国際会長   Lダグラス X. アレキサンダー 

（ブルックリン・ベッド フォード・ストゥイベサント・ライオンズクラブ所属） 

国際会長テーマ  We Serve 

国際会長メッセージ 心からの奉仕を 

 

335-A 地区ガバナー  L 畑山裕子 （西宮ホワイト LC所属） 

地区ガバナー・テーマ「献身と変革」 

私はガバナーとして３３５－Ａ地区内全クラブ、全会員の皆様のため献身的に尽くします。 

昨今の社会の変化に柔軟に対応し、ライオンズクラブを変革して３３５－Ａ地区を更なる高みへと皆様

と共に推し進めたいという想いを込めました。 

地区ガバナー・キーワード   「愛と情熱で We Serve」 

地区アクティビティ・スローガン「地域と時代が求める奉仕に全力投球」    （神戸みなと LC提案） 

地区ガバナー・シンボルカラー「淡いさくら色」 

          指定色 「PANTONE705C」「DIC2014」 

地区ガバナー・シンボルマークに込めた私の想い 

堀江謙一氏の単独無寄港太平洋横断航海のマーメイド号は１９６２年西宮

港から出航しました。そのヨットのイメージに加え、日本さくら名所１００選に

選ばれた夙川公園の桜をシンボルマークとしました。花芯は、３３５−Ａ地区

はONE TEAMという想いを込めた４つのリジョンを表しています。さて、皆様

と一緒に大海原に繰り出し大波にも負けない航海をしましょう！ 

 

2. 神戸みなと LC 会長テーマ、今年度運営方針 

 第 53期会長 大島 良彦                    会長テーマ  『原点回帰』 

２０２０年以降、世界は新たなる脅威と戦っています。また我々の生活環境は大きく変化してきていま 

す。昨年度は非常事態宣言の度重なる発令など、色々な制約との戦いでもありました。そんな中、 

我々ライオンズクラブの活動も色々と制限され、思うような活動が出来ない一年でもありました。しか 

しながら、ZOOM例会など新たなチャレンジに取り組み、一定の成果を出せた一年でもありました。 

こんな時代だからこそピンチをチャンスと捉え、新たなるチャレンジが出来る時代であると考えます。 

伝統を重んじ、新たなる一歩を踏み出す時なのだと思います。今期の会長テーマは『原点回帰』とさ 

せて頂きたいと思います。連綿と続く奉仕の歴史を踏襲し、新たなる奉仕のスタイルを創造する。 

そんな一年にしたいと思います。どうかメンバーの皆さん、手を取り合い、新たなる冒険の旅に出よう 

ではありませんか！ 

 

クラブ運営方針 

今期の会長テーマのように『原点回帰』の第一歩として、上期は例年通りの会費を納めて頂き、会計の 

立て直しをしたく思います。また従来から実施しているアクティビティを継続し、また新たなアクティビテ 

ィに取組み、楽しいクラブ運営を目指します。 



アクティビティの充実 

五十年以上続くクラブの歴史の中で、現行実施しているアクティビティは勿論、過去に実施していた 

アクティビティを現代に合う形で再開できないか。また我々の仲間であるプログレス支部の活動を促し、 

支援を再開した神戸セントラルレオクラブとの交流も改めて取り組み、組織の連携を強めたいと思いま 

す。 

会員増強 

近年、当クラブのみならず 335-A地区内でも会員の減少が続いています。在籍して頂いていますメン 

バーの皆さんは勿論のこと、今後も退会者を出さず、新規入会者を増やす。また、他クラブからの転籍 

や、解散クラブからの会員の受け入れ、吸収合併なども視野に入れ、会員数の維持、増強を進める。 

潜在的人材の発掘 

過去に当クラブや、他のライオンズクラブに在籍していた【元ライオン】を、当クラブやクラブ支部への 

勧誘を進め、会員増強につなげる。 

楽しくなければライオンズではない 

ライオンズクラブに入っている楽しみのひとつに、奉仕を通じた中での会員同士の交流だと思います。 

例会、アクティビティに積極的に参加し、楽しい神戸みなとライオンズクラブ、そう ONE TEAM でありた 

いと思います。難しい時代ではありますが、そんな中でも楽しい時間をメンバーの皆さんで共有したい 

と思います。 

 

3. 委員会編成（６ページ 委員会編成表参照） 

 

4. 例会日時・例会場、理事会日時、理事会開催場所の確認 

 年間クラブ例会日の決定・・第 1木曜日／第 3木曜日 ともに 18：30～19：45 

 第 1例会 於 神戸ポートピアホテル 

 第 2例会 於 神戸ポートピアホテル 

 理事会の開催日について第 2木曜日 18:30 より  基本は東神戸合同事務局 

    状況が好転するまでは Webなどを積極的に利用します 

                      Zoom等でも配信し、出席率向上を目指します 

 

5. 2021-2022 年度 全例会・理事会日程 （７ページ 日程表参照） 

➢納涼家族例会 ✍計画委員会で検討いたします 

     日時：2021年 8月５日（木）例会   納涼家族会 

        場所：神戸ポートピアホテル本館 29階「聚景園」 

➢ガバナー公式訪問 

     日時：2021年 9月 21日（火）18時 30分～ 

     場所：神戸ポートピアホテル  当番クラブ：神戸甲南 LC 

➢ZC例会訪問（神戸ｲｰｽﾄ・神戸三宮・神戸ﾉｰｽ・神戸みなと 4LC合同例会） 予定 

     日時：2021年 月 日（ ） 時～ 時 分 

     場所：             当番クラブ：神戸    LC 



➢舞鶴 LC・神戸みなと LC合同例会（ゴルフコンペ後合同例会） 

     日時：2022年 3月中旬～下旬（ ）ほぼ決定！ 

     場所：未定         当番クラブ：神戸みなと LC 

➢クリスマス家族例会  ✍計画委員会で検討いたします 

     日時：2021年 12月 日（ ）        

     場所：未定 

       今年度五十周年を迎える神戸セントラルレオクラブとの合同例会が実現可能か検討。 

➢神戸甲南 LC例会表敬訪問（幹事調整）    ※実施可能な場合 

     日時：2021年 1月 日（ ） 時 ～ 時 

     場所：未定         

   ➢神戸須磨 LC行動例会（幹事調整）       ※実施可能な場合 

     日時：2021年 2月 日（ ） 時 ～ 時 

     場所：未定    

➢第 68回地区年次大会（例会振替） 

     日時：2022年 4月 17日（日） 

     場所：神戸ポートピアホテル 

➢年次例会 ✍計画委員会で検討いたします 

     日時：2022年 6月 16日（木） 

    場所：未定 

 

6. 取引銀行 

三井住友銀行三宮支店 普通預金口座 No.            変更なし 

 

7. 会費の決定    （８ページ 会員種別会費参照）   

 

8. 2021-2022 年度 会計予算案 （９ページ 会計予算案参照） 

 

9. 家族会員について 

家族会員会費については、家族会員を有する会員の全額負担とし半期ごとに 6,500円ずつ請求する。 

 

10. アクティビティについて 

年間を通して四半期ごとに目玉となるアクティビティを設定し、クラブの活動をアピール。また今年度は

神戸に新たに建設中の子ども図書館の書籍購入費を、当クラブのＬＣＩＦ交付金を利用した形で実施し、

未来ある神戸の子どもたちの育成に協力出来ないか検討、討議する。 

 

通年 献血活動及び呼び込み協力 

通年 兵庫区の子ども食堂 なかみちこみち への支援継続 

通年 神戸セントラルレオクラブへの活動支援 



7月 国際平和ポスターコンテストへの参加呼びかけ 

      10月 ＳＤＧｓの取り組みの一つ、海洋汚染を防ぐ清掃活動 

            （他クラブとの交流も目的とし、共同で実施） 

      3月 兵庫盲導犬協会との共催で、ふれあいコンサートの実施検討。 

          イベントの収益は兵庫盲導犬協会への寄付を目的とする。 

            ｏｒ  

          ＳＤＧｓの取り組みの一つ、海洋汚染を防ぐ清掃活動 

                 ※実施可能な場合 

4月 インフィオラータこうべ への支援及び参加  

                ※実施の場合 

5月 兵庫少年こだま会柔道部主催の少年柔道大会支援  

                ※実施の場合 また実施されない場合は練習器具などを寄贈できないか検討。 

８月２２日 少年サッカー大会 神戸みなと LCチャレンジカップの主催 

                ※実施可能な場合 

その他、 

   菊水賞、地区アラート活動、薬物乱用防止、青少年健全育成活動など 

 

事業費予算案 

内          容 予算金額 備             考 

・インフィオラータこうべ 50,000 円  

・子ども食堂  なかみちこみち  50,000 円 年間 

・兵庫こだま会柔道大会 100,000 円 5万+メダル+タオル 

・神戸セントラルレオクラブ助成金 70,000 円  

・献血記念品 60,000 円 年 4回実施予定 

・合同アクティビィティ記念品 10,000 円  

・国際平和ポスターコンテスト拠出金 4,200 円 7月期首人数 21名（家族・支部除く）×200円 

・地区アラート資金 32,500 円 会員 26名＠1,000 円 家族 13名＠500円 

・菊水賞 10,000 円  

・チャレンジカップサッカー大会 100,000 円  

     合     計 486,700 円  

 

11. その他確認事項 

 

 


