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ライオンズクラブ国際協会
国際会長
ナレシュ・アガワル
2017～2018年度
WE SERVE.
私は、インド北西部のパンジャーブ州にあるバタラという町で育ちました。天下を取ることを夢見

る、典型的な少年でした。しかし、それを達成する手段こそが私にとっては重要でした。私は、思い
やりで人を動かしたかったのです。
私はバタラだけでなく、世界全体を変えることを夢見ました。1974年、はじめてライオンズたちの
前に立った時、私は、今加わったこの組織こそ私の長年の夢を叶えさせてくれる場所だと確信しま
した。
われわれライオンズは、世界の人 と々ひとつです。サンスクリット語では、「ヴァスダイヴァ・クトゥン
バカム」、世界は私の家族（人類みな兄弟）と言います。
世界を一つの家族、一つの家にするカギは、私たちが握っています。他人の必要を満たすため

に身を投じる、140万人のライオンズの手にかかっているのです。もしも、ライオンズのメンバー1人につき毎月10人に奉仕をすれば、われわれが
目指す、現在の3倍の奉仕、年間2億人の奉仕目標は簡単に達成することができるでしょう。
他者への奉仕こそが、私たちの本質です。私たちがグローバルな組織として存在する、理由そのものです。それを誰にでも分かりやすい言葉

で表すのが、私たちのモットー、「We Serve（われわれは奉仕する）」です。国際会長就任に向けて準備する中で、私は何度もこの言葉に立ち
返ってきました。私のテーマを表す言葉として「We Serve」を誇りを持って掲げます。われわれのモットーは不朽です。その意味は1917年から
今日まで失われておらず、私たちを奉仕の次世紀へと導いてくれます。
2015年、ホノルルにおける国際大会で、私は申し上げました。「時代にかなって生まれた発想ほど力強いものはない」と。私たちが待ちに待っ

た時が-新しい世紀が-今、やってきたのです。

THE POWER OF ACTION 行動の力

大河のように
多くの都市は、川沿いに広がり、繁栄します。インドでは、国内最
長の川、ガンジス川が神格化されています。現地では「ガン
ガー・マー」（ガンジスの母）と呼ばれ、ちょうど「母なる大地」という
言葉と同じように使われます。
なぜガンジス川が、母、あるいは崇拝の対象とされているのでしょ
うか？それは、ガンジスが命を生むからです。川が植物を養い、植
物が人や動物を養います。川が、貿易や移動を可能にします。そ
して、自らと周りの環境を絶えず浄化し、よみがえらせます。インド
では、何億という人々がガンジスの恵みにより生かされています。
ライオンズクラブもこれに似ています。「私たちの川」は、100年の
間に47,000以上の地域社会（クラブ）に支流を増やしてきまし
た。今、私たちは新たなアイデアや事業案によってクラブを絶え
ずよみがえらせ、世界中のあらゆる地域社会に、この川を流れさ
せなければなりません。

行動の力
ライオンズは、世界中のほとんどの地域社会に存在しています。こ
の存在を、力ある奉仕へと変換していくためには、メンバー一人
ひとりに行動の力を吹き込まなければいけません。
社会でも、職場でも、行動のカギとなるのは、あらゆるメンバーを
関与させることです。仲間のメンバーに尽くしてはじめて、私たち
は地域社会に尽くすことができるようになります。ライオンズのリー
ダーには二つの手があります。一つは、地域に奉仕するため。もう
片方は、仲間であるライオンズの会員に奉仕するためにあるので
す。なるべく多くの急務に対応することができるよう、資金、人、時
間を最大限に活用できる事業を選びましょう。

会員が増えれば奉仕も増える
ライオンズクラブは、人を集めます。人が集まれば、多くの実りが
あります。友情が生まれ、リーダーが選ばれ、計画が立てられ、地

域社会がよりよい場所になります。しかし、行き着くところはただ一
つ、「奉仕」です。私たちがひたむきに目指すのは、昔も今も変わら
ず、困っている人に奉仕することです。
1917年から1987年までに、ライオンズの会員は140万人にまで
増えました。1日に54人ずつ増えた計算です。これは驚異的な成
長率であり、ライオニズムの力の証でもあります。それからの約30
年間も、ペースは落ちたものの、私たちは成長を続け、新しい国々
に広がってきました。しかし、もっとできるはずです。

新たなメンバー：女性と若手
世界人口の半数は女性。また半数以上は30歳以下です。しか
し、ライオンズの会員はそのほとんどが30歳以上の男性です。
このギャップを縮めることこそ、協会発展のカギであり、より多くの
恵まれない人に奉仕することに繋がります。
女性は組織内で最も急成長を遂げているグループではあります
が、女性にライオンズの門戸が開かれて30年以上が経過してい
るにも関わらず、全体で見ると女性会員数は27％に留まっている
のが現状です。また、若手メンバーもあまりに少ないですし、アフリ
カ、南米、ヨーロッパなど歴史豊かな地の会員もまだまだ足りませ
ん。こうした課題のすべてに解決策を見出さなければなりません。
引き続き、女性をリーダーに抜擢していく必要がありますし、女性
たちの期待や思いに応える事業を行っていかなくてはなりません。
若い人たちがどんな理由でボランティアに携わるのかをよく理解
した上で彼らに働きかけ、世界をより良くしたいという夢を、ライオ
ンズでなら実現できると伝えなくてはなりません。
新会員を1人増やせば
もう70人に奉仕できる
2021年までに年間2億人に奉仕するという目標に到達するために
は、新会員を増やし続けることが必要不可欠です。

会員が増える=奉仕が増える
最初の100年間で、ライオンズは現在の140万人という規模に成
長しました。シカゴのたった一つのクラブを、200以上の国や地
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域、47,000クラブへと広げるまで、熱心にその思いを伝え続けた
多くの先達には敬服するばかりです。

140万人のライオンズにできること
もし私たち全員が奉仕事業のために月 も々う10ドル寄付すれば、
全体で年間1億7千万ドルの財源増となります。もし私たち全員
が週に1時間多く奉仕をしたら、年間の奉仕時間がさらに7,300
万時間増えます。

必要なのは意識改革
人々の暮らしを楽にするため、日々、テクノロジーや医療、経済な
ど、さまざまな分野で革命が起こっています。それなのに、7億
9,500万人（世界人口の11％）は飢餓にあえいでいます。
低所得国で飢えた人に1年間食糧を提供するため必要なのは、
たったの160ドル。この金額（7億9,500万人×160ドル）は、世界
の恵まれた人10億人が1日たった35セントを出せば集まります。こ
れこそが、「パワー・オブ・ウィ（we）」、私たちが持つ力なのです。

人々が皆の幸せのために協力す
れば、世界で最も困難な問題でさ
えも解決が可能です。
協会のモットー「ウィ・サーブ」が
今年のフォーカス
「ウィ・サーブ」はパワフルな表現です。「We（われわれ）」という言葉
は140万人の会員の総力を象徴するものであり、「Serve（奉仕す
る）」は、世界で最も切迫したニーズを満たすため、財源を1ドル残ら
ず奉仕に変えていく、明白で断固たる私たちの行動を表しています。

団結の力
「パワー・オブ・ウィ」は、私の力があなたから、あなたの力が私か
ら来ることを示す言葉です。
私一人で車を持ち上げることはできませんが、力を合わせればで
きます。1人の人が農村に教育をもたらすことはできませんが、志を
同じくする人が集まれば、できます。メンバーの輪が広がれば、世
界の問題は小さくなります。

私たち全員が一つになれば、
不可能は可能になります。
「ウィ・サーブ」は私たちの大切な特徴、

「絆」を表現する
ライオンズは互いにつながっており、またそれぞれの地域社会とつ
ながっています。それぞれ個別のつながりが鎖のように集まり、切
れない絆を形成しています。140万の強固な連結が作り出す鎖
は、大きな善の力となります。

未来は今ここに
グローバル人道奉仕の第2の世紀に突入しようとする今、変容を
続ける世界のニーズに合わせて私達自身が進化しなければなり
ません。ライオンとして、なんともやり甲斐を感じる時です。
私たちが掲げる新たな戦略、「LCIフォーワード」は、ライオンズ
が未来に向けてビジョンを描き、実行し、現実のものとするため、そ
して増え続ける世界のニーズに対応するための、道しるべとして
考案されたものです。この新たな戦略プランは、私たちの奉仕の
枠組みをより良いものとし、世間一般のライオンズのイメージアッ
プを図り、クラブや地区そして組織全体の運営体制を向上し、さ
らに今いるメンバーの会員体験をより充実させつつ新たなマー
ケットを開拓することを目指します。
ライオンズ・モバイルアプリのような新たな手法（プロダクト）により、会
員たちは、奉仕のアイデア・写真・動画・情報の交換など、これまでに
ないような形で、どこにいても互いにつながることができるようになります。
われわれは世界中に、世界の問題がいかに大きいものであるか、
しかし全員が力を合わせればそれらがいかに解決しやすくなるか
について、知らせなければなりません。
グローバル人道奉仕の第2の世紀を迎えるこのようなおめでたい
時に国際会長を務めさせていただくことを、大変誇りに、また光栄
に思います。
1917年6月7日、シカゴのラサール・ホテルで経営者メルビン・
ジョーンズが大胆な構想を発表しました。それは、滅私奉公の基
本原則に基づく組織を作るというものでした。多くの人は半信半
疑でした。そんなことはできないと考えたのです。しかし、今日、それ
は現実となっています。今日、140万人が、他人に尽くした彼の足
跡をたどっているのです。
人生で、夢を叶えることほど大きな喜びはありません。奇跡を起こ
すことも同様です。どうか、一番手の届かない夢を選び、それを叶
えることに生涯を費やしてください。人生のあらゆる瞬間に生きが
いを感じられるような夢を選んでください。皆さんの国際会長にな
れたことは、私にとってはまさに夢の実現でした。しかし、それは夢
のほんの一部です。残りは、ライオンズのメンバー全員と共有す
る夢です。それは、世界中の子どもたちが、自分を大事にしてくれ
る幸せな家庭で育ち、立派な大人になるためのあらゆる機会を
与えられることです。ガンジーのように、この夢に自らを投げ打とうで
はありませんか。それこそが、自らに出会える場所なのですから。
新しい奉仕フレームワークと、新たな奉仕分野としての「糖尿
病」の追加、奉仕プログラムの見直し、新たなマーケティング技
術の取り組み、意欲的なLCIフォーワード世界戦略、そして新た
な100年を目前に控えた今、未来は私たちのものであり、未来は
今ここにあります。
私は常々、この世を去る時には、この世に来たときよりも世界がより
良い場所に、後の代にとってより住みよい場所になっていなくては
ならないと考えてきました。この信念は、クラブ会長になった時も、
地区ガバナーになった時も、国際理事、国際副会長になった時
にも私の指針となりました。そして国際会長となった今、皆さんのお
力添えをいただきながら、引き続きこれが私の指針となるでしょう。
力を合わせて、奉仕の伝統をさらに拡大していくのです。
今こそ、行動の時です。私たちなら人々の力になれます。いえ、なる
のです。皆さんお一人おひとりが、いつまでも続く影響を与えること
ができます。私と手に手を取り、次世紀に向け「年間2億人への
奉仕」を目指しましょう。
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国際会長スローガン「ウィ・サーブ」
国際会長　ナレシュ・アガワル（インド/パンジャーブ州）

地区スローガン

「新世紀 知性豊かにウィ・サーブ」
地区ガバナーテーマ

「奉仕への誇り」
地区ガバナー

吉村千鶴子

ライオンズクラブ国際協会は、今期より、3年の間世界統一のスローガン「ウィ・サーブ」とライオンマークロゴを使用するように制
定がありました。そうした中ナレシュ・アガワル国際会長は3つのキーワードを基本に全世界のライオンに奉仕活動の尊さを呼びか
けられました。私共も今期皆様方と共に地域社会への奉仕の理念に基づいてそれぞれのクラブスローガンの高い目標を念願にラ
イオニズムの高揚に取組んで参りたいと存じます。
さて…ライオンズクラブ節目の101年の始まりに当たりまして今や豊かすぎる位豊かな物質・文明時代に、それまで以上、人間尊
重の時代、世界地球環境の時代、青少年育成・教育の時代と人類至宝の心の時代に到来し実践をもって警鐘を打ち鳴らす時と
なっております。
会員の皆様方、私達は今こそライオンズクラブの理念に基づいて崇高な精神と行動力を高く掲げてライオンズ・クラブ国際協会
の101年の節目の時に尊い歴史を真摯に受け継ぎ友情と心の輪を広げ絆を強くし…奉仕を続けて行くことが大切かと存じます。
今期地区ガバナーとして、会員の皆様方と共に心ひとつにしながらクラブ発展への一助となりますよう博愛の精神をもって、精一
杯の奉仕を重ねて参りますのでよろしく御協力賜りますこと心からお願い申し上げます。

●国際会長3つのキーワード

「パワー・オブ・アクション」
（行動の力）

「パワー・オブ・ウィー」
（“We”の力）

「パワー・オブ・サービス」
（奉仕の力）

ライオンズ・クラブ国際協会
337-D地区への取り組み

2017～2018年度、私たちライオ
ンズ全ての会員と337-D地区の
会員との絆を強め友愛と相互理
解のもとで奉仕に取り組むことによ
り奉仕への誇りを高めて参ることが
できると考えます。より良い地域づく
りに向け成し遂げたことへの誇り、

有意義な奉仕を行っていることへの誇り、自力だけでは困難
を切り抜けられない人々を助けることへの誇り、自分の知性を
提供してこそ…ウィ・サーブへを誇らしく思う気持ちへと…私
たちに他者への奉仕を決意させる基となるものがつくられる
のでないでしょうか。私たちを人道奉仕におけるグローバル
リーダーとして育まれて参ります。
これは、これから1年にわたりまた国際協会、協会創立101
周年を通じて、成功を収めるための礎となるものです。

奉仕を通じての仲間づくり

1917年の創立以来、奉仕は国際協会の基盤となってきまし
た。そして2017年、私たちは100年間の歴史を帰り見ながら

シカゴにて100周年祭を開始し、参加し、地域社会への奉
仕に対する献身的に敬意を表し今後も更なる奉仕活動で
世界平和を願い、プログラムに沿った事業へと皆さんに呼
びかけ仲間づくりを重ねながら、こうした世界プログラムに参
加することに依り仲間との密な連携も積み重ねながら、会員
増強へと願いたいものです。

これからの1年、私達、会員は（クラブ）、読み書き、飢え、虐
待、貧困といった問題に対応する特別なプロジェクトに参加
することにより、支援が受けられないでいる恵まれない子どもた
ちのニーズに対応するよう呼びかけます。こういった活動に参
加するよう、友人や家族を誘ってください。LCIF献金も大切
な奉仕のひとつです。

奉仕への誇りを高めながら仲間づくり

ライオンズの焦点は奉仕ですが、それを行う力は、クラブ会
員です。会員増強を推進するには、アスク・ワン（ひとり誘お
う）：2017～2018年度、会員一人ひとりが少なくとも一人の
新会員を招請し、奉仕したいという強い気持ちを持っている
人を呼びかけましょう。
〰クラブは、クラブと地域に合った会員増強および指導
力育成計画を立てて会員増強に取り組みましょう
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〰会員増強に努めている一方、女性や若者の入会招請
に集中的に取り組むよう会員に呼びかけましょう
〰クラブを増やしましょう、エクステンションに役立つツー
ルや資料を活用し新クラブを結成しましょう
〰問題を抱えているクラブにガイディング・ライオンを派
遣し、こうしたクラブの会員増強、運営改善、奉仕拡大
において支援して参りましょう

クラブの活性化、出席率をアップしての仲間づくり

基本に戻りクラブを活性化することによりクラブ会員の資質
を強化する時が来ました。
各クラブは、クラブの活性化を図るために新たな管理運営
方法やテクニックを導入することが大切です。目標は、より明
確な焦点、進路、意欲、目的をクラブが持つことです。クラブ
は、以下のようなさまざまな方法を用いてこれを達成すること
がクラブ活性化・出席率アップとつながり依り良いクラブ環
境づくりに貢献できるのではないでしょうか。
〰地域社会奉仕ニーズを推進し、どうすれば最適な方
法で自分達の地域に奉仕できるかを見極める
〰新会員とのつながりを築くことに力をいれ、そして彼らに
親切に仲間として接する
〰クラブの充実化を図るよう、クラブにおける会員の良き
経験を生かし、語り、進んでクラブ活動に取り入れ会
員の資質向上を図る
〰すべての会員がクラブの活動や運営に積極的に参加
することに務める

リーダーシップを通じて誇りある活動を…

優れたクラブ指導者を育てることでクラブの強化を図ること
が可能です。優れたリーダーの育成は、有意義な入会式と
適切なオリエンテーションから始まります。それをなした上で、
クラブは下記の方法でクラブのリーダー育成を促すことが
できます。
〰新会員が入会したら委員会に配属し、その会員の指
導力を伸ばすことに努める

〰クラブ役員の研修を行い、その職務を全うできるように
する

パートナーシップを通じて誇りある奉仕を

同じ志を持った人々や企業・団体と協力し合うことにより私た
ちは、より多くのことに取り組み、より多くのことを達成することが
できます。クラブは、地域活性化につながる良い奉仕が提供
できるよう努力しなくてはなりません。
今年度、すべてのクラブに、私たち国際協会の慈善部門で
あるLCIFへの協力が呼び掛けられます。その中のひとつに
各クラブにコーディネーターを１～２名、任命するように…と。

独創力を通じて誇りを高めよう

新たな課題を受け入れ取り組む姿勢こそ、ライオンズがこれ
までに収めた成功に重要な役割をはたしてきました。私たち
の今後の発展を確実なものとするためには、テクノロジーを
独創的な形でうまく利用する必要があります。国際協会では
強力なオンライン・ネットワークとソーシャルメディアを構築し
ており、私たちはこれらを活用し、下記のようにして誇りをたか
めることができます。
〰Facebook,Twitter ,YouTube、国際協会のブロ
グ、サイトを使う
〰クラブ・地区のウェブサイトやソーシャルメディアのペー
ジ（Facebookなど）開設を推進する
〰各クラブが活動を報告し、情報を見つけ出し、誇りを
分かち合うことを容易にしてくれるアクティビティ報告や
MyLCIといったツールを使用・推進する
〰ソーシャルメディアについての知識を増やす機会を利
用したり、地区や複合地区の大会、エリアフォーラム、
あるいは国際大会でセミナーや研修に参加することを
推進する

勇気と信念を通じて誇りを高めよう

ライオンズの会員は勇気と信念の両方を持っています。ライ
オンズとして私たちは、声を高らかにしてその存在を知らせる
必要があります。337-D地区の皆さん、奉仕・会員増強・クラ
ブ結成・パートナーシップ・指導力育成に勇気、そして信念を
もって全力を注ぐことにより、私たちはこれまでにまして大きな
声で「ライオンズのローア」をあげる機会があるのです。クラ
ブ会員同志で協力し合い奉仕活動への前向きな姿勢こそ
誇りを高めることへの決意になります。
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◆2017～2018年度 地区役員紹介

地区ガバナー

L.吉村千鶴子
（鹿児島さつま）

地区名誉顧問会議長・
前地区ガバナー
L.喜禎　光弘
（喜　界）

第一副地区ガバナー

L.曽山　純廣
（国分隼人）

第二副地区ガバナー
（沖縄R.RC兼任））

L.玉城　清重
（沖　縄）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L.有村　純徳
（鹿児島）

名誉顧問
（元地区ガバナー）
L.海老原万道
（西　原）

鹿児島R.
リジョン・チェアパーソン
L.八坂　泰司
（鹿児島南）

鹿児島R.1Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.寿浦　数馬
（鹿児島）

鹿児島R.2Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.中谷昭一郎
（鹿児島南洲）

鹿児島R.3Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.牧野啓一郎
（鹿児島第一）

鹿児島R.4Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.大原　俊博
（加世田）

鹿児島R.5Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.山下　徹浩
（宮之城）

鹿児島R.6Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.中園　　嘉
（伊　佐）

鹿児島R.7Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.伊藤　富次
（加治木）

鹿児島R.8Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.有川　孝治
（末　吉）

鹿児島R.9Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.大村日出男
（鹿　屋）

鹿児島R.10Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.向井　俊夫
（名　瀬）

沖縄R.1Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.崎浜　秀一
（名　護）

沖縄R.2Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.浜元　邦彦
（浦添てだこ）

沖縄R.3Z.
ゾーン・チェアパーソン
L.砂川　豊藏
（糸満白銀）

地区GMT･増強会員
エクステンション委員長
L.渡邉　　稔
（鹿児島さつま）

地区GLT･メンバー
リーダーシップ委員長
L.新垣　暉文
（石　川）

地区FWT
コーディネーター（正）
L.溝口　美純
（鹿児島南洲）

地区PR･ACT･IT・
アラート委員長
L.菊谷　佳孝
（鹿児島維新）

地区クエスト・レオ・
ライオネス委員長
L.坊農美智子
（出　水）

地区LCIF･
環境保全委員長
L.屋比久里美
（北　谷）

地区
年次大会委員長
L.東　　昭二
（鹿児島中央）

地区
年次大会実行委員長
L.本田　　洋
（鹿児島さつま）

地区
会計監査委員
L.生駒　大志
（鹿児島）

地区
会計監査委員
L.徳留　利幸
（鹿児島リバティ）

地区YCE委員長

L.青木　和彦
（鹿児島谷山）

地区ドナー推進委員長

L.仲宗根忠真
（沖　縄）

地区GMT･増強会員
エクステンション副委員長
L.前里　健一
（首里キャッスル）

地区GLT･メンバー
リーダーシップ副委員長
L.知識　友弘
（川内よさこい）

地区FWT
コーディネーター（副）
L.三反田三寿代
（出　水）

地区PR･ACT･IT・
アラート副委員長
L.金城　　寬
（沖　縄）

地区PR･ACT･IT・
アラート副委員長
L.吉村　優紀
（鹿児島維新）

地区クエスト・レオ・
ライオネス副委員長
L.福地　治明
（浦　添）

地区LCIF･
環境保全副委員長
L.窪田　建男
（鹿児島谷山）

キャビネット委員

L.生駒　博孝
（鹿児島明倫）

キャビネット委員

L.大脇　通孝
（鹿児島南）

キャビネット委員

L.森山 憲彦
（浦　添）

地区YCE副委員長

L.前田　豊年
（鹿児島明倫）

地区YCE副委員長

L.善　　武順
（宜野湾･普天間）

地区ドナー推進副委員長

L.榎園　哲朗
（鹿児島）

元地区ガバナー

L.前森　一德
（首里キャッスル）

元地区ガバナー

L.塩倉　安伸
（鹿児島さつま）

元地区ガバナー

L.水間　良信
（伊　佐）

元地区ガバナー

L.識名　安信
（八重山）

元地区ガバナー

L.増田　敏雄
（鹿児島城山）

元地区ガバナー

L.肥後　光春
（指　宿）

元地区ガバナー

L.岩切　　孔
（川　内）

元地区ガバナー

L.宮　　貞夫
（鹿児島さつま）

元地区ガバナー

L.鬼塚　俊郎
（国分隼人）

元地区ガバナー

L.伊集院一男
（鹿　屋）

元地区ガバナー

L.上之　邦彦
（鹿児島さつま）

キャビネット幹事

L.中村　孝幸
（鹿児島第一）

キャビネット会計

L.新村　　晃
（鹿児島維新）

元地区ガバナー

L.百田　勝彦
（沖　縄）

ゾーンチェアパーソン

GMT

GLT

FWT

（地区LCIF・環境保全副委員長兼任）

（グローバル会委員増強チーム）
（グローバル指導力育成チーム）
（ 家 族 及 び 女 性 チ ー ム ）

（総勢59名）
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◆副地区ガバナー・キャビネット幹事 就任あいさつ

第一副地区ガバナー 曽山　純廣（国分隼人LC）
337Ｄ地区第一副地区ガバナーとして御信任を頂き有り難う御座います。一年間ガバナーの補佐役として、

又来期に向けての準備期間として、ライオンズクラブの組織について認識を深め、日々精進して参りたいと考え
ております。ライオンズクラブの奉仕の心と自らの人生の価値観の合致点を見出すべく自己啓発に勤しんで参
りたいと考えております。試行錯誤しながらですが自らに与えられた天命と受け止め謙虚に素直に取り組んで参
りたいと考えております。
ライオンズクラブが世界の人々へ向けて行うグローバルな視点での奉仕活動、そしてクラブを中心に地域
に密着したローカルな視点での奉仕活動、そして内面的には『ライオンと呼る人』にある言葉を自らに常に問い
かけながら、その意味の本質を正しく理解し、第一副地区ガバナーとして自己研鑽に努めてまいりたいと考えて
います。
一年間宜しくお願い申し上げます。

第二副地区ガバナー 玉城　清重（沖縄LC）
今年度第二副地区ガバナー（RC兼任）を拝命いたしました。私は、1981年1月に沖縄LCに入会し、すでに

36年余経ちました。
7月に吉村キャビネットが発足いたしましたが、ガバナーの基本方針、重点目標を認識し、ゾーン・チェア

パーソンはじめ地区役員を通して会員皆様のご協力を仰ぎたいと考えております。
特に会員増強は、ライオンズクラブの永遠のテーマであります。
鹿児島Rは、1,800名前後でありますが、沖縄Rは、600名弱の会員数です。23年前の会員数1,100名に比

べると減少数は大変な数で約半数となりました。　
又、那覇市南東部の南城市・与那原町・南風原町に於いては、ライオンズクラブの空白地帯であります。

我々の奉仕活動は、その地域に必要としているものであります。その地域にライオンズクラブがなければライオン
ズの奉仕活動は成り立ちません。
また、我々の友愛と相互理解の精神を理解していただくことができません。
したがって、この地域に必ずライオンズクラブを結成し、ライオンズクラブの精神を広げていきたいと考えてお
ります。
この一年間頑張りますのでよろしくお願い致します。

今年度、吉村千鶴子ガバナーの元、キャビネット幹事としてガバナーを補佐、サポートしつつ、キャビネット
の運営全般に関わらせて頂きます。
１年間ガバナーの方針、方向性をいかに337-D地区の皆様に御理解していただき、行動に移していただけ
るよう協力していただけるように最大限の努力をする所存です。
また、国際会長、ガバナーの基本方針であるウィ・サーブの徹底です。
ライオンズ会員のメンバーとウィサーブの意味する事並びに、行動を地道に愚直なまでに徹底を337-D地
区の各クラブと共有しつつ１年間全うしたいと考えます。
私には重責でありますが、ガバナーの指命に感謝しつつ、地区役員の仕事に喜びを感じながら職務を全力

で頑張ります。
１年間宜しくお願い致します。

キャビネット幹事 中村　孝幸（鹿児島第一LC）
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◆キャビネット会計・RC・ZC 就任あいさつ

キャビネット会計 新 村 　晃（鹿児島維新LC）
鹿児島維新ライオンズクラブ所属の新村晃と申します。
本年度キャビネット会計に就任致しました。337-D地区の運営に携わるという重責を全う出来るよう一生懸

命勉強しながら善処致します。
昨期より継続しております経費節減・並びに抜本的改革を進めるべく、吉村ガバナーを支える一翼を担い、
粉骨砕身取り組んでまいります。
ライオンズクラブとしての新しい世紀の１ページを記すべく「ウィ・サーブ」の精神をより具体的なアクティビ
ティとして体現しライオニズムの高揚に努めてまいります。
1年間ご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

鹿児島R.リジョン・チェアパーソン 八坂　泰司（鹿児島南LC）
今年度、鹿児島リジョンチェアパーソンを仰せつかりました。昨年度キャビネット幹事に引き続き地区役員へ

の就任となります。昨年度は経費削減の一環としてキャビネット・リジョン事務局をそれぞれ移転しました。今年
度はその効率性を高めていかねばならない大事な時期となります。特にリジョン内の事業や運営については、
見直しや、効率化を進めなければなりません。また、会員数の減少の影響も運営に大きく支障をきたすクラブも
見受けられます。リジョン内地区役員や関係者との協議を重ね改善策を見出していかねばならないと考えてい
ます。また、リジョン内のゾーンチェアパーソンとの連携を深め互いに学びあう機会も作っていきたいと考えていま
す。一年間よろしくお願いします。

鹿児島R.1Z.ゾーン・チェアパーソン 寿浦　数馬（鹿児島LC）
この度、二度目のZCを拝命することになりました。
一度目は何もわからず右往左往ひたすら必携を読み、ライオンズクラブのことを勉強させられました。おかげ

さまで少しは理解できたような気がします。
今、キャビネット・リジョン共、改善改革が進みつつあります。少しでも役立てるよう努力致します。
ゾーン内5クラブの会長、幹事の皆さん共、連携を密にし例会訪問等を通じ、たくさんのご意見を聞かせて
下さい。
皆様方の代弁者として、1年間頑張ります。

鹿児島R.2Z.ゾーン・チェアパーソン 中谷昭一郎（鹿児島南洲LC）
この度、鹿児島R.2Zゾーンチェアパ－ソンを拝命頂きました、鹿児島南洲ライオンズクラブ所属の中谷昭
一郎と申します。
以前、地区YCE委員長として、キャビネットの会議には参加させて頂いた経験はございますが、今回、ゾ－

ンチェアパ－ソンとして、地区役員の一員としての、責務を重く感じております。
まずは、国際会長スローガン「ウィ・サ－ブ」、地区ガバナ－テーマの「奉仕への誇り」を常に原点に、一年間
精一杯お努めさせて頂く所存でございます。
地区役員の皆様、ご支援ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
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この度、鹿児島R.3Z. ZCを鹿児島第一ライオンズクラブより推薦され、地区ガバナー吉村千鶴子より委嘱
を受けました、鹿児島第一ライオンズクラブ所属の牧野啓一郎です。微力ではありますが、この一年私なりに
全力で努めさせて頂きます。
吉村ガバナーの地区スローガン『新世紀 知性豊かにウィ・サーブ』・地区ガバナーテーマ『奉仕への誇り』

を会員の皆様に周知して頂けますよう又、会員の皆様の声を届けられる架け橋の一翼を担っていきたいと思っ
ております。
柳生家の家訓にあります「小才は、縁にあって縁に気づかず。中才は、縁に気づいて縁を生かさず。大才

は、袖振り合う縁をも生かす。」ということわざがあります。ライオンズの皆様は、大才であると私は信じております。
この言葉を胸に、一年間皆様のお力をお借りしながら、この職責を精一杯努めさせて頂きます。何卒この一
年間宜しくお願いします！

鹿児島R.3Z.ゾーン・チェアパーソン 牧野啓一郎（鹿児島第一LC）

この度鹿児島R4Zゾーンチェアパーソンの任を加世田LCより推薦され、地区ガバナーL.吉村千鶴子より
委嘱を受け、大変光栄に思うとともに、その職務の重要性に身の引き締まる思いがいたします。9年前のゾーン
チェアパーソンの幹事体験を生かし、地区スローガン「新世紀　知性豊かにウィサーブ」、地区ガバナー
テーマ「奉仕への誇り」のもと、職責を果たして参ります。
ゾーン内9クラブは、それぞれ特色のある奉仕活動を展開しておりますが、社会情勢の変化に伴い会員維
持、会員増強の問題等苦慮されています。このことを重点課題として取り組みたいと思います。
1年間、会員皆様のご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。

鹿児島R.4Z.ゾーン・チェアパーソン 大原　俊博（加世田LC）

この度、鹿児島R・5Zのゾーン・チェアパーソンの役職を地区ガバナーL.吉村千鶴子より委嘱を賜りました
宮之城ライオンズクラブ所属の山下徹浩です。
今期は新たな扉を開くに相応しい女性で初の吉村ガバナーの誕生に期待と勇気で胸が躍ります。
私はライオンズクラブの掲げる崇高な理念の「ウィサーブ」や地球環境保全への取り組みも身近な空き缶

拾いや吸い殻拾いから始まると思っておりますので、吉村ガバナー掲げる「奉仕の誇り」を5Z8クラブに周知し
再認識してまいります。
小さな奉仕でも「継続は力なり」で積み重ねてこの新世紀を知性豊かに迎えられますよう努力してまいります

ので皆様方のご指導、ご鞭撻、何卒宜しくお願い申し上げます。

鹿児島R.5Z.ゾーン・チェアパーソン 山下　徹浩（宮之城LC）

このたび、鹿児島R.6Z.ゾーン・チェアパーソンの委嘱を受け、身の引き締まる思いでございます。同時に、広
く学び、経験し、活動する機会を与えて頂いたことに感謝し、微力ながらこの任務に取り組んで参りたいと思いま
す。
地区ガバナーの指導のもとに、その構想・方針等を6ゾーン・4クラブに確実に伝達し、各クラブの活動状況

や意見等を把握して、地区ガバナーやキャビネットと情報を共有することが、ゾーン・チェアパーソンの任務と
考えております。その目的を達成するには、地区ガバナーテーマ「奉仕への誇り」をよく理解して実践していくこと
だと考えます。地域社会に共感を得る奉仕を行いたいものです。
6ゾーンは4クラブ150名弱の小規模なゾーンであります。それだけに交流をみつにして、4クラブと連携を図り

ながら地区ガバナー、キャビネットとの良き架け橋となれるよう努力して、この大役を全うして参りたいと思います
ので、この一年間よろしくお願い致します。

鹿児島R.6Z.ゾーン・チェアパーソン 中 園 　嘉（伊佐LC）
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◆ZC 就任あいさつ

今年度、地区ガバナー、L吉村千鶴子より、7Z、ゾーンチェアパーソンの委嘱を受けました、加治木ライオン
ズクラブの伊藤富次と申します。
私にとりまして、2002～2003年以来15年ぶり2回目の拝命となります。
地区スローガン（新世紀　知性豊かにウィサーブ）
地区ガバナーテーマ（奉仕への誇り）

のもと、職責を果たすべく、気持ちを新たに努力する所存でございます。
7Z、5クラブの会員の方々のご指導、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

今回初めて地区役員となりました。新人でありますが、吉村千鶴子ガバナーのスローガンであります「新世
紀・知性豊かにウィ・サーブ」とともに、10名のゾーンチェアパーソンと一体となって、協力しながらライオンズクラ
ブを盛り上げていきたいと思います。
８ゾーン３クラブは結束も固く、お互い刺激しあい、交流を重ねております。
また、地域に根ざした奉仕活動をとおし、特に青少年育成に関しましてはそれぞれのクラブが特色を持ち、
地域より期待されております。
この灯をますます明るく灯すために、己の責務に、今更ながら重責に身の引き締まる思いです。この一年間、皆
様のご指導、ご協力をよろしくお願い致します。

鹿児島R.9Z.ゾーン・チェアパーソン 大村日出男（鹿屋LC）
9ゾーンのゾーンチェアパーソンに指名された鹿屋クラブの大村です。我がゾーンは四クラブありますが、各

クラブとも近年会員減少に悩みながらも、なんとか懸命に活動しているのが実情です。そんな中でのゾーンチェ
アパーソンの選出は大変なことでした。とうとう75歳という隠居寸前のくたばりかけた私が担ぎ出された次第で
す。ゾーン内の会員減少は激しくて、十数年前には110名もの会員数を誇っていた我が鹿屋クラブですら現
在は50名にまで減少し、ゾーン全体で漸く80名を超せるかといった状態です。
ライオンズクラブ結成100周年、地区初めての女性ガバナーL吉村千鶴子誕生という記念すべき今年こそ、
泣き言は言っておられません。何らかの形で会員増強に向けての新たなる取り組みを始めねばとの思いでいっ
ぱいです。クラブ在籍41年、この間経験した知恵を振り絞って各クラブと協力しあって、地区役員の皆さんの
協力を貰いながら、新たなる出発の年としたいものです。

昨年は、名瀬ＬＣ創立五十年という節目の年。そして10Ｚ、県下の離島から初めての、喜界ＬＣからＬ喜禎光
弘が３３７‐Ｄ地区ガバナーに就任した。さらに、離島の奄美市での年次大会が盛大に開催され、感謝、感謝！
成田、関空からのＬＣＣ就航。奄美群島の国立公園指定。そして次年度は、奄美世界自然遺産登録とＮＨ

Ｋ大河ドラマ「西郷（せご）どん」の放映と益々注目を浴びる10Ｚである。
10Ｚは、本土の陸続きとは違い、喜界ＬＣ・名瀬ＬＣ・瀬戸内ＬＣ・徳之島ＬＣ・沖永良部ＬＣ・与論ＬＣと個々の
離島でのボランティア活動である。
これを機に６クラブが力を合わせ「和と協調」で共同アクティビティを考えていきたいと思う。
御指導よろしくお願い申し上げます。

鹿児島R.7Z.ゾーン・チェアパーソン 伊藤　富次（加治木LC）

鹿児島R.8Z.ゾーン・チェアパーソン 有川　孝治（末吉LC）

鹿児島R.10Z.ゾーン・チェアパーソン 向井　俊夫（名瀬LC）
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この度、沖縄リジョンの１ゾーンのゾーン・チェアパーソンを拝命いたしました。直前のゾーンチェアパーソン
の白井L同様2回目の就任となりました。沖縄リジョンの中でも面積は沖縄本島の3分の2を占める広いゾーンで
す。基地の街沖縄市や北部のやんばる地区を含むこの１ゾーンはある意味沖縄らしさを一番味わえる地域で
もあります。特徴のある各ライオンズクラブの活動を拝見させて頂きながら勉強していきたいと思います。
玉城リジョンチェアパーソンと記念すべき女性ガバナーであられます吉村ガバナーの元で活動できる事を

楽しみにしております。気軽に交流ができるゾーン運営をモットーに努力致しますので会員のご協力をお願い
致します。

沖縄R.1Z.ゾーン・チェアパーソン 崎浜　秀一（名護LC）

この度、吉村ガバナーより沖縄R.2Z.ゾーン・チェアパーソンの委嘱を頂きました。
吉村ガバナーの今年度のテーマ「奉仕への誇り」は活動の継続、会員増強に繋がり、又”ライオンズの会

員であること自体がすでに奉仕である”という私の理念にも通じ、年間を通じて”We Serve”のスローガンを実
践していきたいと思います。
1993年に浦添てだこLCに入会し2017年5月に献血30回の記念に銀杯を頂きましたが、これもライオンズを

継続したからです。献血は健康な方がすぐできる奉仕です。
各クラブの献血活動も積極的に応援していきます。
2ゾーンは各クラブの継続活動のほかライオンズクエストも沖縄の中心的な立場にありますので積極推進し

ていきます。
この1年各クラブの例会訪問を楽しみながら、会員増強に繋がる何かを残していきたいと思います。宜しくお
願い致します。

沖縄R.2Z.ゾーン・チェアパーソン 浜元　邦彦（浦添てだこLC）

この度沖縄R.3Z.ゾーン・チェアパーソンを拝命致すことになりました。 
2期連続クラブ会長を務め、一休みと行きたいところですが、5年目の若いクラブのため、有力なライオンの育

つ過程の途上にあり、私が引き受ける事に致しました。幸いにして、第二副地区ガバナー（沖縄R.リジョン・チェ
アパーソン）L玉城清重は当クラブ発足の立役者であり、発足２年間在籍し、ご指導頂いた関係もあり、心強
い限りです。
地区ガバナーL吉村千鶴子の方針を各クラブにしっかり落とし込み、また、各クラブの思いをリジョン、地区

へと上げるパイプ役を担い、3Zの各クラブの親睦と発展の一助となれるよう努力してまいります。
沖縄R.3Z.８クラブの三役並びに会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

沖縄R.3Z.ゾーン・チェアパーソン 砂川　豊藏（糸満白銀LC）
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◆地区委員長 就任あいさつ

このたび吉村千鶴子ガバナーより地区GMT・増強エクステンション委員長を拝命致しました。
ライオンズも100周年を迎えると同時に337D地区に初めて女性ガバナーが就任することになり、キャビネット
にもより前向きな新しい風が吹き、吉村ガバナーの主張する女性特有の理念を一歩でも早く337D地区に根付
かせたいと念じているところです。”難しい作業”の意識はありますが地区役員、クラブ役員、そして会員の皆様
の理解と協力を得ながら効率的な誠意ある活動をしたいと考えています。
御支援の程よろしくお願い致します。

この度、L吉村千鶴子ガバナーからＧＬＴ委員長の委嘱を頂き、光栄と共にその重責に対しご挨拶を申し上
げます。
ライオンズクラブ国際協会では、目的に応じてさまざまなアクティビティーと教育プログラムやスキルを学ぶ部
門が展開されています。単なる社交クラブや慈善団体ではなく、社会に必要とされるアクティビティーを実践す
る「社会奉仕団体」であります。ＧＬＴ（グローバル指導力育成チーム）は、これからのライオンズを担うリーダー
を見出し育て、既存のリーダーの研修・教育を行うことを活動の柱としています。なんとなく入会し、あまり趣旨もわ
からず参加し、１～２年以内に退会するパターンが多く見受けられます。
一般のボランティアは会費もなく、責務もありません。
我々は会費の納付義務があり、各部門にリーダーがいて、集合、解散時間がありプロトコールや責務も発生

し、ルールに沿った運営が義務付けられています。入会５年未満や新入会員対象にメンバーズスクールを開
催しオリエンテーションを行っています。そしてリーダーになる人を見つけ出し、又、既存のリーダーの指導力を
育成するために、ＧＬＴ研修を開催する予定です。リーダーの指導力が向上すれば、クラブ力あるいは地区力
が上がり、会員の維持・増強に繋がります。
会員は地域社会において声望された人が厳選されて入会された方であります。クラブ会長や地区役員を
輪番制あるいは仕方なくやるのではなく、しっかりと心構えを持った人に就任してもらうことが必要であります。
337-D地区のさらなるレベルアップのため、前任者のL知識副委員長の力をお借りしながら頑張りますので、
是非皆様のご協力をお願い申し上げます。

地区FWTコーディネーター（正） 溝口　美純（鹿児島南洲LC）
この度、337D地区初めての女性ガバナーL.吉村千鶴子より地区FWTコーディネーターの委嘱を受け、務
めさせて頂く事になり緊張と不安と希望が交錯しております。
私、ライオンズクラブに入会して12年が過ぎ、その間クラブの役員を毎年毎年させて頂きました。今回は地
区の役員です。 しかも副コーディネーターを経験せずに、いきなり正コーディネーター…。 どうしようと思いました
が、前期、副コーディネーターをされた三反田三寿代ライオンが隣におられ、力が湧いてきました。まだ何もわ
からない状態ですが女性2人で、家族・女性チーム即ちFWTコーディネーターのお役を楽しく女性目線で出
来る事に邁進したいと思いますので先輩の皆様方、ご指導よろしくお願い致します。

鹿児島維新ライオンズクラブ所属の菊谷佳孝です。本年度PR・ACT・ITアラート委員長を拝命致しまし
た。
クラブ歴も浅くご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、広告・IT業界に従事してきた経験を生かし、皆
様のお役に立てる様努力してまいりますのでよろしくお願い致します。
ITというと難しいイメージをお持ちかもしれませんがあくまでも便利な道具にすぎません。
携帯電話のメカや電波の仕組みが分からなくてもダイアルを押すだけで遠く離れた人と自由に通話ができる

様に、上手にITを使いこなしてクラブの広報活動や報告業務が円滑になされる様、お手伝いさせていただき
ます。
一年間どうぞ宜しくお願い致します。

地区GMT･増強会員エクステンション委員長 渡 邉 　稔（鹿児島さつまLC）

地区GLT･メンバーリーダーシップ委員長 新垣　暉文（石川LC）

地区PR･ACT･IT･アラート委員長 菊谷　佳孝（鹿児島維新LC）
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この度、地区YCE委員長を拝命しました鹿児島谷山LCの青木和彦と申します。
世界的に行われているYCE（Youth Camp & Exchange）事業は、1961年に神戸イーストクラブが日米

の学生を相互に派遣交換したことがきっかけとなり、翌年国際理事会にて正式な青少年プログラムとして認め
られ現在に至っている日本発の青少年育成事業であります。
３３７D地区においては夏期（７～８月）と冬期（１１～１２月）にそれぞれ派遣と受け入れを行っております。
各クラブからのお申し出をお待ちしております。

地区YCE委員長 青木　和彦（鹿児島谷山LC）

この度は吉村千鶴子ガバナーから地区ドナー推進委員長の委嘱を受け光栄に存じます。従来の献血、献
眼、献腎、骨髄バンクドナー登録のほかに、今年度からは糖尿病対応アクティビティが追加されます。これは
国際協会が糖尿病を21世紀最大の健康危機と捉え、創設100周年を機に打ち出した5つの奉仕分野の一
つに選定したことに伴うものです。
私としては、ライオンズが糖尿病対応アクトを開始したことの告知、従来の活動の理解促進さらにはライオン

ズ自体のＰＲのため、シンポジウムを開催したい考えです。予算の関係から実現できるか未定ですが、今年度
の私の夢です。

地区ドナー推進委員長 仲宗根忠真（沖縄LC）

６Ｚ出水ＬＣに所属しております、坊農（ぼうの）です。あまりの大役に、大変な不安と重責に押しつぶされそう
な中、日々活動しています。入会して６年余り。当時、中学２年と小学６年だった息子たちは、家族例会などの折
に触れ皆様にかわいがって頂いたおかげもあり、現在、大学２年と高校３年になりました。次男が米ノ津中学校で
３年間、ライオンズクエストプログラムに触れ思春期を過ごせたことが、我が家の良好な親子関係の大切な財産
だと実感しております。心身ともに成長し頼もしくなっていく息子たちのためにも、親として、一人の社会人として、周
囲の理解と協力に心から感謝し、奉仕活動に取り組む背中を見せられればと思います。
役に育てて頂けることにも感謝しつつ、微力ながら笑顔を忘れず、尽力して参ります。不慣れな点や無知でご迷
惑をお掛けすることも多々あるかと思いますが、『寛容の心』で温かいご支援・ご鞭撻を宜しくお願いいたします。

地区クエスト･レオ・ライオネス委員長 坊農美智子（出水LC）

ＬＣＩＦ・環境保全委員長の委嘱を受け、責任の重さに身が引き締まる思いです。
ＬＣＩＦはライオンズクラブの大きな柱の奉仕だと思っています。年次報告書に「人類に投資するＬＣＩＦ」「私
たちは思いやりの重要性を証明している」と記されていました。その言葉を心に刻み、一年間ですが精進してい
きたいと思いますので、皆様のご協力とご指導宜しくお願い致します。
また、会員の皆様にはＬＣＩＦについてより一層深く理解して頂きたいので、今期はセミナー等を開催したいと
思っています。その後には、クラブにコーディネーターを設定し啓発を行って頂きたい次第です。
そして、環境保全についてですが、各クラブでも地域清掃活動や海の環境保全等で頑張っていますので、
更なる活動が考えられないか模索したいと考えています。微力ではありますが、吉村ガバナーを支えて、会員の
皆様と共にキャビネットの発展に尽力致します。

地区LCIF･環境保全委員長 屋比久里美（北谷LC）

この度、地区ガバナーエレクト吉村千鶴子より、年次大会委員長にと命ぜられました。
私みたいな典型的なB型の人間に引き受けることが出来るかと悩みましたが、吉村千鶴子さんがガバナーで

あれば引き受けざるをえません。ゾーンチェアパーソン時代同期の仲間なんです。
自分の出来る範囲内で一生懸命頑張りたいと思います。是非、皆様の御協力をよろしくお願いします。
さて、大会委員長と言えば、年次大会がいかにスムーズに更に参加の皆さんのテンションが上がり気持ち
良くなって、その雰囲気を自分のクラブに持って帰りクラブの成長の一助となるようにするのが私の役目だと思
います。大会参加の皆さんも、全員参加・全員役職のつもりで盛り上げて頂ければと思います。楽しさがあり・笑
いがあり・威厳があり・品がある。そんな大会式典・懇親会になったらいいなぁと思います。
「よかったなぁ」と思い出に残る地区年次大会にしましょう。
皆様の御協力、何卒よろしくお願いいたします。

地区年次大会委員長 東　 昭 二（鹿児島中央LC）



鹿児島ライオンズクラブ 会員数90名
（家族39名/女性40名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブテーマ：「拡げよう ウィサーブの和・輪」
クラブスローガン：「見出そう！会員各自のウィサーブ」

●重点目標
・会員の維持増強…5人入会目標
・例会出席率の向上…生出席60％目標
・活動参加者の増加…クラブ内PRの徹底
・継続アクトの改善…効果の点検
・合同アクトの研究…60周年を視野に
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鹿児島城山ライオンズクラブ 会員数57名
（家族5名/女性6名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン：『「チェンジ&チャレンジ」～改革と挑戦』

●重点目標
1. アクティブな委員会の活動を通して安定的・継続的に成長できる
　新しいクラブの創造。
2. 訪問例会を通して、さらなる継続アクティビティの充実。
3. 会員の増強並びに会員維持。
4. レオクラブの活性化。

種子島ライオンズクラブ 会員数44名
（家族0名/女性0名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
50周年にあたり新たな歩みにウィ・サーブ

●重点目標
・会員増強
・楽しく充実した例会
・レオクラブの育成
・ＹＣＥ事業への参加
・50周年記念大会の成功

1
Z

クラブ新会長・三役ご紹介

鹿児島リジョン
（54クラブ）

会長　西垂水兼徳
幹事　井川　良治
会計　寿浦　数馬

会長　八反田淳一
幹事　髙山　博行
会計　益満健志郎

会長　東　　正行
幹事　伊達　昭博
会計　榎本　　孝

鹿児島中央ライオンズクラブ 会員数46名
（家族5名/女性9名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：「∞愛　∞知性で築く平和な世界」　※∞＝無限の

●重点目標
・会員増強（+3名）
・明るく仲良く楽しい例会
・世代間交流の促進

鹿児島南ライオンズクラブ 会員数29名
（家族0名/女性1名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ

クラブスローガン：『他人のため地域のためにウィ サーブ』

●重点目標
　①会員が楽しく参加できる例会とする
　②会員増強を計る

会長　田畑　芳人
幹事　坂口　松平
会計　森　征一郎

会長　柿元　一雄
幹事　本　　健二
会計　徳留　保信

屋久島ライオンズクラブ 会員数22名
（家族0名/女性3名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：「少年に夢と希望を We Serve」

●重点目標
・会員増強

鹿児島明倫ライオンズクラブ 会員数13名
（家族0名/女性0名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：『感謝の気持ちと笑顔の奉仕』

●重点目標
①会員増強と会員の若年化
②出席率の向上
③楽しい例会
私どものクラブは会員同士が非常に仲が良いのですが、高齢化も
進んでおり、例会への出席率も低下傾向にあります。
体験例会を通じて若い会員増加を目指してまいりたいと考えています。

会長　藤山　武彦
幹事　肥後　信一
会計　石田尾憲昭

会長　中間　　仁
幹事　前田　豊年
会計　中島　広智

鹿児島黎明ライオンズクラブ 会員数35名
（家族0名/女性0名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：「繋ぐ手が 明るく 照らす 片隅も」

●重点目標
創立30周年記念式典を成功させるために
①会員増強
②新しい継続アクトへの取り組み
③例会出席率の向上
④他クラブとの交流を深める 等

鹿児島谷山ライオンズクラブ 会員数40名
（家族0名/女性2名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：団結と更なる新化
　クラブモットー：元気・元気・谷山・楽しい奉仕活動

●重点目標
55周年を機に会員一同団結し、
地域に密着した奉仕活動。元気・元気・谷山。
会員増強に努める。会長　伊東　祐久

幹事　増田　末男
会計　脇黒丸一典

鹿児島東ライオンズクラブ 会員数14名
（家族3名/女性4名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テ－マ：「改革の継続」

●重点目標
1 女性会員の増員
2 例会を楽しく
3 労力アクトを大切に！

鹿児島さつまライオンズクラブ 会員数48名
（家族0名/女性16名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『一座建立』～高めよう清く正しくみんなの絆～

●重点目標
①会員の維持と増強～新しい風を吹かせよう
②原点回帰～歴史と伝統を再確認
③出席率の向上～全員参加のクラブ運営
④委員会活動の活性化～会員同士の親睦を深めよう
⑤委員会編成の見直し

会長　安田　泰一
幹事　酒匂　宗仁
会計　北野　公朗

鹿児島南洲ライオンズクラブ 会員数43名
（家族0名/女性17名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスロ̶￥ガン：「次世代育成で豊かな社会に
　　　　　　　　　　　　～子供たちに優しい眼差しを～」
会長テ－マ：「貴方も私も楽しむ例会～南洲翁に親しむ」

●重点目標
1 青少年健全育成
2 会員増強
3 楽しむ例会

鹿児島第一ライオンズクラブ 会員数41名
（家族0名/女性2名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長スローガン：「ジェネレーションを越えて、ウィ・サーブ！」

●重点目標
1. ニューメンバー・ヤングメンバーとのコミュニケ̶ションを行います。
2. 姉妹クラブ・友好クラブとの交流を活発にします。
3. もっと楽しいクラブにします。
４. 会員増強会長　丸山　信一

幹事　山下　哲矢
会計　大野　友博

会長　川田代泰和
幹事　御園　敏之
会計　宮内　信重

2
Z

3
Z

ひ　と

会長　池田　　司
幹事　野村　浩史
会計　木浦甲太郎

会長　霜出　幸七
幹事　福嶋　敏郎
会計　加治屋美守
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鹿児島維新ライオンズクラブ 喜入ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
目・耳・そして心に残る活動

●重点目標
〇会員増強
〇青少年育成の支援活動

市来郷ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『会員融和と社会地域に奉仕の真』

●重点目標
①会員増強に努める
②青少年健全育成の推進
③楽しい例会で出席率のアップ
④40周年記念事業の成功

会長　有村　勝友
幹事　巽　　誠宣
会計　鎌田　ルミ

鹿児島リバティライオンズクラブ 会員数32名
（家族0名/女性2名）

会員数40名
（家族0名/女性1名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
楽しもう！みんなと続ける We Serve

●重点目標
1． 会員増強
2． 継続事業の更なる発展
3． 楽しいクラブ作り

会長　大竹山　健
幹事　吉永　　浩
会計　下田代　徹

会長　丸岡　　隆
幹事　北　　利一
会計　鮫島　　純

会長　鍛治屋隆則
幹事　中野　好幸
会計　岩木　幹彦

加世田ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：「我々は奉仕する
　　　　　　　　　宝（こども）達のために
　　　　　　　　　そして我が地域（まち）のために」

●重点目標
い　会員拡大
ろ　奉仕活動
は　楽しい例会
に　交流

知覧ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
楽しく待ち遠しい例会

●重点目標
・出席率の向上
・楽しい奉仕
・会員増強

会長　出井　貴之
幹事　井上　正英
会計　林元　良秋

会長　菊永　正幸
幹事　塗木　忠二
会計　西　　健治

枕崎ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『想いをつないで社会に奉仕』

●重点目標
・心にのこる青少年育成支援
・楽しく魅力ある例会
・出席率向上と会員増強

日置中央ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：まっすぐな思いをまっすぐに「社会奉仕」

●重点目標
1）結成２０周年記念事業の実施
2）地域社会に奉仕
　①環境保全活動（駅前・海岸等の清掃活動）　②献血活動の推進
　③社会福祉施設との交流地曳網
3）友好クラブとの親睦交流

会長　緒方健一郎
幹事　中村　広典
会計　徳尾　英明

川辺ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：「認め合い 励まし合い 助け合う 活動を！」

●重点目標
・会員間の親睦を深め、友愛の精神を築く
・例会の出席率を高め、活気と気運を上げる
・地域貢献を念頭に、我々は奉仕する

串木野ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：『心ひとつに楽しくウィ・サーブ』

●重点目標
※会員の自主的な加入促進
※各委員会の新たな取り組み
※クラブ内のコミュニケーションの充実

会長　岡野　和典
幹事　高田　政雄
会計　宿口　英俊

会長　下青木　学
幹事　濵田　英巳
会計　田ノ上俊輔

吹上ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『絆を深めて奉仕の精神をつないでいきます』

●重点目標
・吹上ライオンズクラブ50周年に向けて準備を始めます。
・地域への奉仕作業

宮之城ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：『人生1回限り 今出来る地域奉仕を しましょう！』

●重点目標
・会員全員での地域奉仕を行い例会出席の向上を図る。

会長　宮内　洋子
幹事　立石　紀恵
会計　野田　修一

会長　北田　裕子
幹事　北原　晃一
会計　小山田吉宏

指宿ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会員の親睦とチームワークの大切さ

●重点目標
ウィサーブの理念を貫くには会員のチームワークが最も大切、
例会で培われる家族的な親睦こそクラブの原点と再認識したい。

川内ライオンズクラブ

会長　上村　　勉
幹事　池水　宜之
会計　米倉　　忍

会長　本田　文男
幹事　下園　雄治
会計　桐原　洋一

5
Z

4
Z

会員数35名
（家族0名/女性1名）

会員数41名
（家族0名/女性0名）

会員数41名
（家族0名/女性3名）

会員数31名
（家族0名/女性4名）

会員数59名
（家族15名/女性22名）

会員数15名
（家族0名/女性2名）

会員数18名
（家族0名/女性1名）

会員数32名
（家族0名/女性2名）

会員数31名
（家族0名/女性4名）

会員数54名
（家族0名/女性9名）

会員数16名
（家族0名/女性4名）

会員数62名
（家族0名/女性17名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
維新の「今」にコミットメント
過去に感謝し、明るい「未来」を「現実」とするために
●重点目標
①コミットメント～組織内のコミュニケーション力を高め、これまで以
上に交流し親睦を深める。
②子どもたちとのコミットメント～スポーツというツールを使い、次世
代とコミットする機会を設け、世代間や親子の交流促進を図る。
③経済～外部との交流を推進。組織としてだけではなく、個々人とし
ての視野を広げ、活動の幅を広げる。

会長　岩崎　昌弘
幹事　小山　久仁
会計　鎌ケ迫　勉

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
「明るく 楽しく 身近な奉仕」

●重点目標
国際会長・地区ガバナーの基本方針に従いつつ、結成52年の川内ライオ
ンズクラブの歴史を踏まえ、地域に根差した身近な奉仕活動を目指す。
LCは友情・親善・相互理解の拠り所であり、明るく・楽しい運営をしたい。
1.  LCに入会した以上は、例会に必ず出席し、自己研鑽に努める。
2.  LCの行う奉仕活動には進んで参加し精進する。
結果として奉仕の楽しさと友情の美しさを味わうようにしたい。
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川内よさこいライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：「感謝の心　温もりの奉仕」

●重点目標
・「5周年を機に、会員30名体制を目指す」
・「献血啓発の更なる推進」

長島ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：「笑顔でACT　信頼・共感　We Serve」

●重点目標
①創意工夫による例会で出席率の向上
②青少年の健全育成の推進
③地域の各種団体との交流・共同
④継続ACT並びに労力アクトの推進

伊佐ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン：『小さな奉仕を、大きな誇りに』

●重点目標
次年度は、数人の入会が決まっていますが、女性会員への
入会勧誘を行い、会員増強を図ります。
現在、例会の出席率が低いので、出席率向上を図ります。

7
Z

会長　知識　友弘
幹事　東原真由美
会計　肝付　兼芳

東郷さつまライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
「主役は全員・楽しい例会・真心の奉仕活動」

●重点目標
●会員の健康増進
●地域密着型の奉仕作業の充実
●会員の純増1名を目指す

会長　田島　勝三
幹事　森田　浩進
会計　高田　徳法

会長　川原　成満
幹事　小﨑　春海
会計　桐木平健一

会長　渕之上俊典
幹事　村岡　強志
会計　野村　哲哉

川内第一ライオンズクラブ 国分隼人ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
絆

●重点目標
①ガバナー重点目標の実践
②会員増強並びに会員維持
　（新たな仲間の発掘と会員間の意思疎通と結束）
③献血・ドナー推進運動への協力（献血・献眼・献腎・骨髄移植推進活動）
④新たなアクティビティの立案・推進・他団体との協賛活動）
⑤魅力ある楽しい例会（友愛と協力によりクラブの隆盛を図る）

会長　上原　清志
幹事　蛭川　満雄
会計　池田　　貢

会長　松元　　武
幹事　宮原　　智
会計　若松　忠洋

鹿児島甲陵ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：まごころで Ｗe Serve

●重点目標
①これまでの活動を大事にしながら、
　女性目線で新しいことにも挑戦
②子供たちの未来に貢献
③和と輪の心で楽しく奉仕

霧島ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：和を以て貴しとなす(聖徳太子)
（人々が、お互いに意見をぶっつけ合い仲良く調和していく）

●重点目標
会員のみなさんは、地域社会やそれぞれの立場で
影響力のある方々です。
その手腕を果敢に発揮していただいて、当クラブの発展と
ライオンズの普及に全員で尽力していきます。

会長　森山千鶴子
幹事　貴島　吉宣
会計　西　　孝章

会長　川原　義信
幹事　竹下　　博
会計　木野田　誠

川内なでしこライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『一人ひとりの思いを大切に、個性輝く活動を！』

●重点目標
①会員増強、そして定着を図る。
②会員皆が、原理原則を学び、奉仕活動の本質を理解する。
③会員一人ひとりの個性と思いを大切に、
　皆が輝く活動を推進していく。

姶良ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
「楽しい活気あるクラブ活動」

●重点目標
1． 会員増強10名増（若い世代、女性、蒲生町メンバー）
2． 地域に根ざした奉仕
3． 会員相互理解の向上を図る。

会長　徳留真理子
幹事　中池　君子
会計　枇杷　眞弓

会長　有村　孝治
幹事　雨宮　敬之
会計　竹ノ内邦彦

出水ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：「心ひとつで　We Serve」

●重点目標
○クラブ55周年記念事業の推進
○会員の融和促進と各アクティビティの充実を増進する。
○昨年より新たに女性会員が主体となった老人福祉施設での
　ヘアメイクサービスの継続

加治木ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
喜びは人を育て発展をする

●重点目標
1. 会員の増強を目指す
2. 奉仕活動に喜んで参加
3. 一人ひとりが知恵を出し合いクラブの発展を！

会長　満尾　精作
幹事　松下　範夫
会計　鶴喰　幸子

阿久根ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：まじめに、楽しく、We Serve！

●重点目標
・若い年齢層が入会しやすい環境に出来るよう、努力したい。

きりしまシニアクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
より長く　より楽しく　より明るく　奉仕

●重点目標
・基本に返り新たなスタート
・皆で参加し、活動の輪を広げよう
・全員一丸となって事業に取り組む

会長　西平　良智
幹事　貴島　裕一
会計　田淵　雄大

会長　深川　真里
幹事　仮屋　光博
会計　園田　健一

6
Z

会員数15名
（家族0名/女性1名）

会員数27名
（家族0名/女性2名）

会員数20名
（家族0名/女性8名）

会員数26名
（家族0名/女性4名）

会員数30名
（家族0名/女性3名）

会員数14名
（家族0名/女性2名）

会員数10名
（家族0名/女性0名）

会員数14名
（家族0名/女性14名）

会員数20名
（家族0名/女性2名）

会員数60名
（家族2名/女性9名）

会員数17名
（家族0名/女性2名）

会員数27名
（家族0名/女性3名）

会員数19名
（家族0名/女性4名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
「勇気・情熱・絆」
今までの慣例にとらわれることなく、今一度ライオンズクラブを見つめなおす必要があると思
います。重要なことは、変えるべきものは思い切って変える「勇気」と、変えてはならないもの
を継承し続ける「情熱」、物事を成し遂げる会員同士、又はクラブ間の「絆でもって、」地域に認
められるライオンズクラブを目指す。

●重点目標
　〇魅力あるライオンズクラブを目指す。
　〇例会出席率80％・90％を目指す。
　〇会員維持と会員の増を目指す。

会員数49名
（家族0名/女性3名）

会長　森田　正人
幹事　鮫島　博之
会計　河野　十一
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志布志ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブ一丸　環境保全

●重点目標
・会員増強
・クラブの輪を大切にする

徳之島ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：拡げよう　繋げよう　奉仕の輪

●重点目標
・会員増強に努める。
・会員融和に努める。
・青少年育成に努める。
・自己啓発に努める。
・奄美世界自然遺産登録の推進に努める。

瀬戸内ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
「ゆる～く楽しい例会にしよう We Serve」

●重点目標
①例会出席率の向上
②会員増をめざす
③新規アクティビティーの発掘

会長　坂元　新人
幹事　安田　誠二
会計　内野　朋昭

末吉ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：「地域社会で　WE SERVE！」

●重点目標
○地域社会での活動をとおしてライオンズの認知度を上げていく
○会員拡大
○楽しくためになる例会

会長　川畑勇一郎
幹事　有村　憲治
会計　市来　講平

会長　松林　清博
幹事　西田　裕二
会計　名越　重浩

会長　義永　卓也
幹事　要　幸一郎
会計　茂野　　聡

財部ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン：「語らい・行動・そして感動」

●重点目標
地域に密着した活動を地道に続けるとともに
クラブ内の充実に努める。

名瀬ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『感謝、自然にウィ・サーブ！』

●重点目標
50周年を終えて歴史を振り返り、
改めてスローガンに掲げた「感謝」、
全ての人・物・自然に感謝し、気負うことなく自然体で会員全員が
ライオニズムを理解し、楽しく結束力を高め
社会奉仕をやっていきたいと思います。

会長　上集　孝一
幹事　小濱　慶郎
会計　若松　和憲

会長　前園　裕史
幹事　片平　哲生
会計　吉田　利夫

鹿屋ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン：『ライオンズの原点を学ぶ』
テーマ：『融和と寛容』

●重点目標
①会員増強
②出席率の向上
③会員スピーチと活発な議論
会員相互の融和をはかり、会員全員で会員増強を最大の目標とする。

沖永良部ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『目指そう！！社会奉仕、広げよう和の心』

●重点目標
・環境美化活動
・取り戻そう、きれいな海
・クラブ会員の増強

会長　蜂谷　公男
幹事　中西　誠一
会計　濱松　正明

会長　山下　幸秀
幹事　町田　実彰
会計　瀬戸口昌也

大根占・根占ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『会員の和と絆でウィサーブ』

●重点目標
・会員の維持と会員増強
・例会を楽しく出席率の向上
・地域と共に奉仕活動

与論ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
元気なヨロンライオンズクラブ

●重点目標
・勢力拡大

会長　児玉伊佐雄
幹事　川畑　充男
会計　松井　秀喜

鹿屋第一ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
相手がしてもらって嬉しいことをして、相手がされて嫌なことはしない。

●重点目標
報恩謝徳、会員でいてくださることに感謝しつつ、
会員の皆さんがみんなで楽しめる例会・事業等を行い、
奉仕を通して会員の更なる人間力向上につながる様に
会長として獅子奮迅の勢いで職務を全う致します！
会員拡大にも力を入れて、5名の拡大を目標と致します。

喜界ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『未来へと希望を繋ぐウィ・サーブ』
●重点目標
・30周年という節目を迎え、継続的な奉仕を再確認し、
　よりいっそう努力を図る。
・会員増強を図りつつ、退会防止に努める。
・国際会長が提唱されるアクティビティに対して、
　少しでも達成出来るよう努力し実行する。

会長　加藤　俊作
幹事　天野　純一
会計　福元　　淳

会長　深水　清志
幹事　喜禎　康祐
会計　東　　直樹

大崎・東串良ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『心に響け　WE SERVE』

●重点目標
・会員増強
・労力奉仕、行事の充実を図る。

会長　川越　金蔵
幹事　谷口　俊秋
会計　竹下　正樹

10
Z

9
Z

8
Z

会員数27名
（家族0名/女性1名）

会員数27名
（家族0名/女性0名）

会員数26名
（家族1名/女性2名）

会員数33名
（家族0名/女性3名）

会員数19名
（家族0名/女性0名）

会員数60名
（家族1名/女性6名）

会員数51名
（家族0名/女性0名）

会員数35名
（家族0名/女性0名）

会員数11名
（家族0名/女性0名）

会員数11名
（家族0名/女性0名）

会員数16名
（家族0名/女性0名）

会員数22名
（家族0名/女性0名）

会員数3名
（家族0名/女性0名）

会長　川越　俊作
幹事　櫻井　健次
会計　八ヶ代　剛
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コザライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『ほがらかに語り合う第二例会』

●重点目標
奉仕活動の充実による、会員数の維持と増員

浦添ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
クラブスローガン：
「地域・子供達に頼られる人を目指し　心ひとつにライオン愛を」

●重点目標
・会員増強
・例会の出席率を上げる。
・浦添市内３クラブとの対アップ

宜野湾・普天間ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
スローガン：『先人の歴史に学び、新たな一歩を』
会長テーマ：『共に心を合わせて』

●重点目標
①少年野球大会の実施（第26回目の継続事業）
②蒼生学園のサポート　③献血運動の開催（年2回）
④福岡大名LC・京都嵯峨野LC・東京立川LC・宜野湾普天間LC
　合同アクティビティ（戦没者遺骨収集）
⑤他県クラブとの姉妹締結

1
Z

クラブ新会長・三役ご紹介

沖縄リジョン
（20クラブ）

会長　喜納大其雄
幹事　大石　哲也
会計　松原　良雄

会長　伊佐　直美
幹事　仲村　　宏
会計　大城　　健

名護ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
「一致団結　楽しく奉仕」

●重点目標
①明るく楽しい例会
②各種行事・奉仕活動への積極的参加
③次世代リーダーの育成
④会員の維持・増強

嘉手納・読谷ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
『広げよう、深めよう、ライオンズの輪』

●重点目標
・会員増強
・楽しい例会で会員同士のチームワークを計る

会長　比嘉　　忍
幹事　仲間　友作
会計　玉城　誠司

会長　幸地　常雄
幹事　佐久本嗣孝
会計　東江　清隆

石川ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
行動する ライオンズ　 We Serve

●重点目標
会員増強
環境保全活動（石川川の清掃・サンゴの経過観察）
青少年健全育成活動（少年野球大会）
交通安全・防犯活動（薬物乱用防止活動、サイクルパトロール隊活動）

西原ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：「魅力あるクラブ作り」

●重点目標

会長　与古田徳修
幹事　石川　隆一
会計　金城　幸史

会長　呉屋　秀義
幹事　小橋川健吉
会計　宮平　　巌

恩納ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：地域と共に新たな気持ちで奉仕活動を

●重点目標
・サンゴ礁再生支援事業の継続：
　ライオンズの森（海中）への植付活動支援
・地域行事での献血活動・ドナー推進活動実施
・青少年健全育成事業：村内小中学校での薬物乱用防止講演実施
・会員増強：夜間例会の開催を増やし、地域事業者との交流を図る
・ＰＲ活動を工夫し、地域でのクラブの認知度を高める

浦添てだこライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会員と共に活気あふれるクラブへ

●重点目標
・定例会の出席率をあげる
・会員拡大60名
・交流勉強会（結成当時からの歴史やライオンズ活動）

会長　与那　和正
幹事　大濵　孫周
会計　照屋　　尚

会長　名嘉　栄人
幹事　仲嶺　　剛
会計　下地　正樹

北谷ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
奉仕の喜びを多くの人に知ってもらおう！

●重点目標
1． 会員が奉仕の喜びを再確認出来るような活動。
2． 地域への貢献と会員の更なる増強につながる活動。

浦添ウェストライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
熱い思いで行動するライオンズ

●重点目標
○例会出席率の向上及び会員増強5人目標
○ライオンズクエスト事業、フードドライブ事業等の継続
○全員参加による25周年事業の成功
○労力アクトの倍増会長　金子　智之

幹事　外間　宏治
会計　澤岻　　寬

会長　又吉　淳市
幹事　与座　保博
会計　翁長　律子

沖縄キーストンライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
広がるキーストンActivity

●重点目標
新しいActivityの開催
活動資金の健全確保

沖縄ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
我がクラブ　友情繋いで　We Serve

●重点目標
・会員増強
・60周年に向けての取り組み強化
・アクティビティーの充実

会長　新里亜也子
幹事　東里　尚政
会計　ジョー・ウイリアム・ジョンソン

会長　城間　弘健
幹事　上原光太郎
会計　石川　哲也

2
Z

3
Z

会員数27名
（家族2名/女性6名）

会員数10名
（家族0名/女性0名）

会員数41名
（家族6名/女性6名）

会員数43名
（家族0名/女性0名）

会員数15名
（家族0名/女性0名）

会員数30名
（家族2名/女性4名）

会員数11名
（家族4名/女性2名）

会員数26名
（家族1名/女性4名）

会員数53名
（家族0名/女性0名）

会員数25名
（家族9名/女性10名）

会員数28名
（家族11名/女性9名）

会員数12名
（家族2名/女性3名）

会員数56名
（家族4名/女性7名）

会長　山内　明雄
幹事　外間　哲雄
会計　清水　正人
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宮古ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ

We serve : for Miyako, for the world.

●重点目標
1）青少年の健全育成事業の実施
2）環境美化活動の実施
3）会員の維持ならびに増強

沖縄リバティライオンズクラブ

会長　下地　隆之
幹事　富山　忠彦
会計　川満　正人

八重山ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
テーマ：共に行動

●重点目標
1.青少年健全育成　①ライオンズ杯少年サッカー大会の実施
　②ボーイスカウトへの助成　③ホームステイの実施
2.環境保全　①マングローブ植栽　②ヤラブ並木の新芽摘み取り
　③明和大津波遭難者慰霊の塔周辺の清掃と百合植栽
3.献血推進　①年２回の献血への啓発活動(花の苗配布)
　②石垣まつりでのパレード参加と啓発活動

会長　天久　源三
幹事　吉田　大介
会計　内間　康将

会長　米盛　徳市
幹事　舟浮　俊郎
会計　野澤　操子

首里キャッスルライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長テーマ：「融和、拡大、奉仕」

●重点目標
①例会を楽しく会員相互の融和を図る
②会員拡大（増強）
③クラブの奉仕活動の継続並びに充実

豊見城ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
積極的に活動し、地域にライオンズクラブの名を広め、
会員増に努める!!

●重点目標
・例会出席率向上を目指す
・近隣クラブとの交流を増やす
・アクティビティを増やす

会長　具志　保嗣
幹事　中真　　靖
会計　野中　　哲

会長　座安　雄照
幹事　砂川　国浩
会計　大田　正樹

那覇北ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
会長スローガン：「定例会に参加しよう」
会長テーマ：「健康第一、実感できる奉仕の喜び」

●重点目標
・クラブACTの継続推進
・定例会出席率の向上
・クラブの和と会員増強

糸満白銀ライオンズクラブ
●クラブスローガンもしくは会長テーマ
奉仕活動を通して、親睦を深めようをテーマに1年間活動致します。

●重点目標
現在26名の会員であるが、5名の増員を目指し30名体制で
活動を行っていきたい。
会員の交流が深まるような、プログラムを実践して参ります。
1年間宜しくお願いします。

会長　金城　　仁
幹事　前原　正人
会計　与儀　哲治

会長　上原　義信
幹事　山田　達也
会計　外間真奈美

会員数40名
（家族4名/女性4名）

会員数48名
（家族12名/女性12名）

会員数8名
（家族2名/女性2名）

会員数40名
（家族5名/女性5名）

会員数12名
（家族0名/女性3名）

会員数31名
（家族8名/女性3名）

会員数35名
（家族10名/女性8名）

●クラブスローガンもしくは会長テーマ
“人の輪・会員の相互理解と相互支援”、
“県内自治体の自主防災活動への支援” “青少年健全育成”

●重点目標
“人の輪・会員の相互理解と相互支援”を念頭にクラブ会員数の増加を図る。
“県内自治体の自主防災活動への支援”においては、NPO防災士会沖縄県
支部と連携をとりながら琉球大学島嶼防災研究センターの協力のもと教授
陣・教育教材を取りそろえ防災士の育成を行う。
“青少年健全育成”を継続的に掲げ、警察署防犯協会との連携を強化する。

337-D地区／R別期首会員数
（2017年6月末） 金銭ACT 労力ACT LCIF献金

鹿児島R

沖　縄R

地 区 計

54c

20c

74c

1,718名

591名

2,309名

49,351,203円

15,634,258円

64,985,461円

29,077人時

11,042人時

40,191人時

$79,096

$22,545

$101,641

内 女性会員 241名
内 家族会員 71名 906件 805件 MJF/52件他

425件 276件 MJF/13件他

1,331件 1,081件 MJF/65件他

内 女性会員 88名
内 家族会員 82名

内 女性会員 329名
内 家族会員 153名
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