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 薄暑の候 木々の緑が深まり初夏を感じる季節となりました。過日行わ

れました第68回地区年次大会に際しましては、大会委員長はじめ関係役員

の方々、会員の皆様のご支援とご協力を頂き、3年ぶりのフルスペックの大

会を盛大に挙行することが出来ました。厚く御礼申し上げます。『知行合

一』のガバナースローガン、『リノベーション333-B（刷新・再構築）』の

アクティビティスローガンのもと、地区目標達成に向けて素晴らしいメン

バー各位のご協力をいただきました。おかげさまを持ちまして、地区目標

の会員増強100名を達成し、105名の増強、48名の純増。LCIFにつきましても11万ドルの目標を達成

し約12万ドルのご協力をいただきました。また、新クラブ宇都宮ワインライオンズクラブのエクス

テンション、3つのクラブ支部結成、と大きな成功を収めることが出来ました。 

 

今期もキャビネット運営はコロナ禍もあり多難な船出ではありましたが、皆様には私のわがまま

にもお付き合い頂き、多くのリノベーションを敢行させていただきました。『VISION2026』中期5カ

年計画 もガバナーチームと地区GATで策定し、地区活性化の共通目標の初年度分としておおむね達

成することができたと考えております。コーディネーター、地区委員長、RC,ZC多くの皆さんのお力

を得て本当に充実した活動が出来ましたことに深く感謝申し上げます。 

 

世界の情勢は混沌とし、国内においてもコストプッシュ型インフレや円安の進行で景気悪化の懸

念や格差拡大が顕著となるなど、我々ライオンズクラブの存在意義が今まさに高まっています。三

枝ガバナーエレクトのガバナースローガンは、『切磋琢磨』、アクティビティスローガンは、『す

てきな出会いを』であります。袖すり合うも他生の縁と申しますが、私たちがこうして、ライオン

ズクラブにおいて奉仕を通じて親交を深めることも単なる偶然ではなく、縁があっての事だと思い

ます。この縁を生かすことが出来ればキャビネット運営も素晴らしい成果を生むことが出来ます。 

 

「子供たちの笑顔あふれる、明るい豊かな街を」創造するためにもクラブのアクティビティの拡

大や見直しが必須となりますが、333-B地区にはこの難局に対応できる素晴らしい奉仕の力がありま

す。引続き皆様の厚いご支援とご協力をお願いいたしますとともに、皆様のご健勝、ご多幸を心よ

りお祈り申しあげます。 

    WE SERVE 

ライオンズクラブ国際協会333-B地区     
地区ガバナー  水沼 孝夫 
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 コロナ禍でライオンズクラブ活動に制約が余儀なくされる中、それぞれ

所期の目的である年次大会委員会としての役割、そのことが実行できたこ

とに安堵いたしております。メンバーの皆様のご協力に心から感謝申し上

げます。 

4月8日の年次大会記念ゴルフ大会は、150人弱の参加を頂き開催することが

出来ました。プレイ終了後の表彰式は出来なかったが、お互い旧交を温め

合うなど親睦を深めることが出来ました。また4月23日の年次大会前夜祭で

は、昨年は開催できなかったこともあり、それぞれのライオンが太鼓やジャズが流れる中、久しぶ

りに多くのメンバーの笑顔が見られ嬉しく思いました。 

4月24日の第68回333-B地区年次大会では福田富一知事、石坂真一真岡市長など来賓の皆様をお迎

えして盛大に開催することが出来ました。 

昼休みを利用してのライオンズクラブ邦楽合奏団の筝曲演奏や一般の人たちも参加しての廣津留

すみれ氏の講演とバイオリン演奏も好評を博しました。 

年次大会は各クラブやそこに所属するメンバーが一堂に会し、その成果についてお互いを認め称

え合い、喜びを分かち合い、互いの友情を確かめ、明日への奉仕活動に飛躍を誓う場でもありま

す。アワードを受けられたクラブやメンバー各位に心からの賛辞と感謝を申し上げます。  

ライオンズクラブの永遠の課題である会員増強、その中でもスペシャルティクラブに特化した宇

都宮ワインライオンズクラブを立ち上げたことは、素晴らしい会員増強の新しい形として目に留ま

りました。また3つのクラブ支部を結成するなど、会員増強に大きく貢献をいたしました。  

一方MJF目標も達成されるなど、各委員長はじめ多くのメンバーが水沼ガバナーの思いに寄り添い

その人柄に触れ、一体となったクラブ活動が出来たものと思います。また女性のガバナー候補者に

も道を開き、これから新しい視点での発想や期待も高まります。 

今世界はコロナ禍と戦禍の只中にあります。「たとえ明日、世界が滅びても今日、私はリンゴの

木を植える」お互いに、かけがえのない命をいただいて、多くの出会いに恵まれ、日々生かされて

いる。この何気ないことの貴さに気づかされ生きる日々で、私にとってのライオンズクラブも真に

そこにあります。 

年次大会委員長  片岡 祥二 
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第68回年次大会記念ゴルフ大会  

 第68回年次大会記念ゴルフ大会がもおか鬼

怒公園ゴルフクラブにて開催されました。 

残念ながらコロナ禍ということもあり表彰式

は出来ませんでしたが、晴天に恵まれゴルフ

日和の中多くの参加者が真岡の地でゴルフを

楽しんで頂くことが出来たと思います。 

 年次大会の前日にキャビ
ネット役員・年次大会実行
委員会・真岡ライオンズク
ラブのメンバー等により年
次大会式典等の準備・リ
ハーサルを行いました。 

式典準備・リハーサル 

2022年4月8日(金) 

もおか鬼怒公園ゴルフクラブ 

2022年4月23日(土) 

市民“いちご”ホール 
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  フルスペックで開催することを目標にした
今年度の年次大会。3年ぶりの前夜祭が
フォーシーズン静風において盛大に開催す
ることが出来ました。 

前夜祭 

バーテンダー片桐氏がこ
の日のために考案したカ
クテル「テスラー」で乾
杯。ウィ・サーブの発声
は三枝第一副地区ガバ
ナーが行いました。 

2022年4月23日(土) 

フォーシーズン静風 

尊徳太鼓保存会による和太鼓の
演奏で始まった前夜祭。 オー
プニングビデオに続き水沼ガバ
ナーが入場しました。 

アトラクション紹介 
 

●尊徳太鼓保存会 
平成4年結成、報徳仕法を和太鼓の響きにのせて全国に発
信することを目的とする。現在会員10名、令和3年5月「第
二回全国七人制和太鼓選手権大会」女子の部で見事に優
勝。 
 

●石の蔵スペシャルカルテット(ジャズバンド) 
土谷マスオ(サックス・クラリネット)を中心に結成。1972
年から数多くのコンサート及び音楽啓発活動を行う。定期
的なジャズライブを通りて那珂川流域の文化芸術活動の活
性化に力を注いでいる。 
 

●ほっとはーと オーナーバーテンダー 片桐久司 
1993 I.C.Cインターナショナルカクテルコンペティション
オーストリア(ウィーン)世界大会テクニカル優勝。世界一
のバーテンダーとなる。現在は北真岡にてバー「ほっと
はーと」を経営する。 

石﨑年次大会事務局長による開会宣言、塩田幹事による来賓・名誉顧問紹介
の後、片岡年次大会委員長の開宴の挨拶・水沼ガバナーによる歓迎の挨拶が
行われました。 

石の蔵スペシャルカルテットに
よるジャズ演奏を楽しみながら
の歓談。小林太一次期会計予定
者が次期キャビネットのPRを行
い、大阿久名誉顧問会議長がラ
イオンズ・ローアで締め、後藤
第二副地区ガバナーが閉宴の挨
拶を行いました。 
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分科会 

代議員総会 

2022年4月24日(日) 

市民“いちご”ホール 

2022年4月24日(日) 

市民“いちご”ホール 

 代議員総会に先立ち第1～第4に分かれ分科会が行われました。 

各担当委員長は以下の通り。 

第1分科会 L関本順一、L山中みゆき 

第2分科会 L髙山仁、L横田敏弘 

第3分科会 L齋藤正光、L江連真代、L塩澤達俊 

第4分科会 L福田克之、L谷端真貴子 

 分科会に続き代議員総会が行われました。小林達夫決議委員長による決議委員会報告、水沼孝夫大会議長によ

る大会議案決議及び承認、そして各分科会を代表した委員長が分科会委員長報告を行いました。 
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記念講演・演奏会 

邦楽合奏団演奏 
2022年4月24日(日) 

市民“いちご”ホール 

2022年4月24日(日) 

市民“いちご”ホール 

 2005年に結成された邦楽合奏団による

演奏が記念式典に先立ち行われました。 

 

年次大会記念事業として廣津留すみれさんによる講演会・演奏会が開催されました。 
テーマは～未来のストーリーは自分で紡ぐ～。 
ライオンズメンバーだけではなく一般の方も入場する中、若者目線での現状打破・成長目標、未来志向について講演
いただき、素晴らしいバイオリンの演奏で年次大会の最後を締めくくっていただきました。 
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大会式典 

   第68回年次大会式典が「知行合一」のテーマの下開催されました。 

2022年4月24日(日) 

市民“いちご”ホール 

  歓迎の挨拶 

片岡祥二大会委員長 

大会会長式辞 

水沼孝夫大会会長 

  ご来賓祝辞 

栃木県知事福田富一様 

  ご来賓祝辞 

真岡市長石坂真一様 

  年次報告 

塩田秀樹大会幹事 

  代議員総会の決議報告 

小林達夫決議委員長 

  目録贈呈 

真岡市長石坂真一様 

  記念事業発表 

石﨑光一大会事務局長 

芳賀町社会福祉協議会 
綱川文世様  

  目録贈呈 

公益社団法人栃木県アイバンク 
理事長小倉康延様  

  感謝状授与 
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  333-B地区ガバナーエレクト 
並びに第1、第2副地区ガバナー予定者発表 

  アワード贈呈 

  ライオンズ・ローア 

大阿久九二男名誉顧問会議長 

  次期大会委員長挨拶 

島田文男次期大会委員長 

小林太一次期会計予定者 高橋孝之次期幹事予定者 三枝久夫地区ガバナーエレクト 

  地区ガバナーエレクト挨拶 

  ガバナーズ・キー伝達 

森田陽子指名選挙委員長 

後藤一男第1副地区ガバナー予定者 福田智恵第2副地区ガバナー予定者 
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キャビネット活動報告 

 1月15日(土)護国会館高砂殿に於いて青年アカデミーと新人スクールの合同研修会

『 コロナに負けるな!! Let’s action to serve! 』が開催されました。 

青年アカデミー・新人スクール合同研修会 

 山中みゆきSC・FWTコーディネーターが「子ども達にトラックいっぱいの愛を届けよう」とフードドライブを

企画しました。当日は予想をはるかに超える支援物資が集まり、トラックから溢れるほどの愛を届けることが出

来ました。ご協力ありがとうございました。 

フードドライブ 

講師 関ナオト氏 

2022年1月15日(土) 

護国会館 

2022年3月13日(日) 

護国会館 

講師 横田委員長 

講師 水沼ガバナー 

高山仁GLTコーディネーター 

 青年アカデミー講師はキックボクシ

ング元世界チャンピオン関ナオト氏。 

チャンピオンになるまでの道のりや後

進の育成などを熱く語りました。 

 新人研修第1部講師はPR・IT・会

則・クラブ間交流委員長横田敏弘。

リニューアルしたホームページへの

投稿の仕方などを話し、皆スマート

フォンを片手に講義を聞いていまし

た。 

 新人研修第2部講師は水沼ガバ

ナー。ライオンズクラブの意義や今

後のキャビネット運営などを話しま

した。 
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糖尿病予防研修会 

第3回キャビネット会議 
2022年3月13日(日) 

護国会館 

2022年3月13日(日) 

護国会館 
 第3回のキャビネット会議の後、16時～17時の間、糖尿病予防研修会が開催されまし

た。船橋京葉ライオンズクラブ『笑福会』による寸劇、演目「糖尿病予防～笑って血

糖値を下げよう～」を鑑賞。 

笑顔が絶えない研修会となりました。 

 本年度3回目のキャビネット会議が3月13日に開催されました。 

333複合地区 年次大会  

 333複合地区年次大会が「羽ばたこう新たな時代へ!」をテーマに茨城県各
地にて開催されました。 
日程は以下の通り。 
・年次大会記念チャリティゴルフ大会 
  2022年5月20日(金) 茨城ゴルフ倶楽部 
・フォーラム 
  2022年5月21日(土) ホテル日航つくば 
・前夜祭 
  2022年5月21日(土) ホテル日航つくば 
・第68回年次大会 
  2022年5月22日(日) 牛久市中央生涯学習センター 
 333-B地区からも水沼ガバナーをはじめ多数のメンバーが参加しました。 

2022年5月22日(日) 

牛久市中央生涯学習センター 
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 令和3年4月～令和4年3月栃木県内で献眼された7名の

皆様を対象にご遺族・協力団体が集い慰霊祭が開催。

ライオンズクラブからは水沼孝夫ガバナー、江連真代

献眼委員長が参加しました。 

栃木県献眼者慰霊祭 2022年5月29日(日) 

宇都宮八幡山公園山頂(慰霊祭)献眼顕彰碑前 

第4回キャビネット会議 

 本年度最後となるキャビネット会議が行われました。最後ということもあり、

皆ほっとしたような、和やかな雰囲気で会議が進みました。集合写真で会議を締

めた後はベルヴィ宇都宮にて懇親会を行いました。 

2022年6月5日(日) 

護国会館 
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結成式 

第1回ワイン会 

2022年4月3日(日) 

ホテルニューイタヤ 

4月3日,スペシャルティクラブとして宇都宮ワインライオンズクラブが 
結成されました。今後の活動に期待しています。 

宇都宮ワインライオンズクラブ山下会長のお店「ステーキ杣 石井店」に於いて第1回ワイン会が開催されまし
た。 
株式会社山仁専務取締役大橋次郎様をお招きしワインの楽しみ方などを学びながら会員相互の交流を深めるこ
とが出来ました。 

2022年5月17日(火) 

ステーキ杣石井店 

祝！宇都宮ワインライオンズクラブ結成 
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2021年11月28日(日) 
スリランカコミュニティーの方 
など、いくつかの団体と一緒に 
足利市のゴミ拾いをいたしました。 

2022年5月8日(日) 
ビバモール足利堀込店にて 
クラブメンバーが、事前にお声がけをしたおかげで、 
たくさんの方にお越しいただきました。 

2022年4月24日(日)10:00～16:00 
太田市在住の佐々木柑奈さん(小学6年生)よりヘアードネーションをして頂きました。
(当クラブでは5人目です) 
4月24日にガバナーからの感謝状とクラブより記念品を贈呈しました。 
ちなみに私と佐々木柑奈さんは年は60歳ほど離れていますが、足利アーチェリー協会に
所属して一緒にアーチェリーを楽しんでいる関係です。(お母さまもご一緒です) 
足利中央ライオンズクラブ会長 大美賀 優 

2022年4月24日(日) 
道の駅 どまんなかたぬまで、葛生ライオンズクラブ主催の春の献血会を開催
しました。 
当日受付者数 80名 献血者数 73名 400ml 70名 200ml 3名 

午前中は曇り空で過ごしやすい中多くの方にご協力をいただけましたが、午後には雨もパラついて来て予定し
ていた献血者人数には達しませんでしたが、73名の貴重な血液を必要とされる方にお届けできます。 

葛生ライオンズクラブ 

佐野西ライオンズクラブ 

2022年1月9日(日)  
 カインズホーム佐野店におきまして献血会開催しました。
今年度3回目です。 

足利西ライオンズクラブ 
クリーン作戦 

献血会 

足利中央ライオンズクラブ 
ヘアードネーション 

献血会 

献血会 

クラブ活動報告 
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2022年5月11日(水) 
ファミリーマート藤岡店さまにて今年度2回目の献血運動をおこないました。 
受付者41名、400mlの献血者39名でした。ご協力の皆様有難うございました。 
又、あわせて薬物乱用防止運動も行いました。 

 2022年5月7日(土) 
栃木カントリークラブ様にて、藤岡ライオンズクラブ主催の第11回チャリティー
ゴルフコンペが開催されました。 

快晴の空の下、29組112名の方にご参加いただきました。 
なお、参加費からアイバンク様、藤岡町内小中学校に寄付をさせていただきます。 

2021年11月18日(木) 
薬物乱用防止の講演を栃木市立吹上中学校にて、
栃木うづまライオンズクラブと共同で行いまし
た。 
今回は、DVDの放映のほか寸劇も行いました。子供
たちも興味を持って観てくれました。 

献血会

藤岡ライオンズクラブ 
チャリティゴルフ 

栃木セントラルライオンズクラブ 
薬物乱用防止の講演 

献血活動 
2022年3月29日(火) 
献血活動をイオン栃木
店にて行いました。 
メンバー会員23名の協
力のもと、献血者人数
70名のご協力をいただ
きました。 

アジサイ植樹地清掃 

2022年4月6日(水) 
今期2回目の栃木市太平山アジサイ植樹地清掃を行いました。
（午前9時から11時30分迄） 
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2021年11月28日(日)  
3リジョン1ゾーンの合同アクティビティとし
て子供の貧困の取組として栃木県若年者支援
機構に宇都宮ライオンズクラブ・石橋ライオ
ンズクラブ・壬生ライオンズクラブ・宇都宮
おおるり高根沢より支援品を持ち寄り贈呈い
たしました。12月9日の新聞に記載されまし
た。又この支援品の一部はローソンからの支
援もあり感謝しております。 

2022年4月17日(日) 
石橋ライオンズクラブ献血会を2022.4.17(日曜日)
ヨークベニマル石橋で行いました。 
受付者 67名、献血者 61名 
400ｍL 58名、200ｍL 3名 
寒い中ご協力大変ありがとうございました。 

石橋ライオンズクラブ 
献血会 

宇都宮おおるり高根沢ライオンズクラブ 
車椅子寄贈 

2021年11月22日(月)  
宇都宮市社会福祉協議会へ車椅子1台寄贈
いたしました。 

3R1Z４クラブ合同 
子供支援 

タイムカプセル開封 

2022年6月21日(火) 
今から30年前、西暦1992年（平成4年）の年、当時、石橋町誕生100年を記念し、
石橋ライオンズクラブで当時の石橋町に「タイムカプセル」を寄付し、「30年後
の家族と友人に伝える手紙」をカプセルに入れて埋設しました。埋設した時の指
示に従い、30年後の6月21日タイムカプセルを掘り出し、それを開封し、その手
紙2500通を、現在の人たちに郵送しました。 
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2022年2月23日(水) 
宇都宮市富士見ヶ丘団地東の長岡公園での桜剪定作業奉仕 
宇都宮二荒ライオンズクラブ 継続奉仕活動 
20周年事業として、長岡公園に3年生桜の苗木（ソメイヨシノ）約120本をクラブ員みんなで
植樹しました。 
あれから25年と少し、毎年春先に苗木の成長を確認しながら選定や植え替えなどをしてきま
した。 
その幼い桜の木々が、今では、見上げると首が痛くなるほどの大木に成長して、その先端に
できたテングス病の枝に鋸や鋏が届かないまでに育ちました。 
10時に集合、中山千江子会長のあいさつが終了すると、即、作業を開始。 
本当は、2月20日の日曜日予定でしたが、天気が悪そうだったので23日の天皇誕生日に変
更、当日仕事が入っている以外の全メンバーが参加しました。 
晴れ渡った青空の下、仏舎利塔に見守られながら作業は順調に進み、途中のお茶の時間には
茶菓子を携えての女史メンバー2名も到着し、みんなで楽しくお昼まで作業を継続しまし
た。 
毎回近くのお店で昼食をいただくのですが、コロナ問題もあり今日は、公園内でお弁当をい
ただき解散しました。 
この長岡公園には、私たちが仕事を始める前からも、たくさんの人たちが散歩やスポーツに
親しみながら、お日様の温もりを楽しんでいました。 
あとひと月ほどすると、ここも桜などが咲き誇り、多くの皆様に花見の場所として認知され
るようになっています。 
しかし、一緒に植えられたいろいろな木々も、やはり大きく育ち、その陰になってしまった
木は、桜を含めて毎年少しずつ枯れていきます。 
少し悲しいですが、何本かの桜は私たちがいなくなっても、しばらくは咲き続けてくれると
信じてこれからも毎年同じ時期に、この公園で剪定作業を続けたいと思います。 

宇都宮二荒ライオンズクラブ 
桜剪定作業 

真岡ライオンズクラブ 
街頭献血 

2021年12月16日(木)/2022年5月26日(木) 
今年度2度目と3度目の街頭献血をザ・
ビッグエクストラ真岡店駐車場にて行い
ました。3度目となる5月26日の前日には
地元ラジオ局「FMもおか」に3役が出演、
献血協力へのPR活動も行いました。 

2022年4月29日(金)/2022年4月30日(土) 
今年で21回目を迎える真岡ライオンズクラブ杯市内中学校野球大会が4月29日・30日の両日、真岡市鬼
怒自然公園野球場で行われました。初日はすっきりしない天気でしたが、2日目は快晴となり、青空の
元、選手達が伸び伸びとプレーすることが出来ました。 

真岡LC杯市内中学生野球大会 
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クラブ結成以来毎年開催してきた当クラブのメインACT「げきと音楽のつどい」は昨年度コロナウイルス感染拡

大の為開催が出来ませんでした。今年は学校側からの希望で初のWEB開催となりました。市内の今泉小学校と岡

本小学校の子供たちがWEBで「げき」や「ハンドベルの演奏」を元気に披露してくれました。 

当クラブでは2022年1月18日の新年例会で第44回の「げきと音楽のつどい」の鑑賞会を開催しました。 

 2021年11月28日(日) 
当宇都宮ひかりライオンズクラブのメンバー
と支部メンバーは㈶東日本盲導犬協会へ寄付
と施設見学をしました。当日は寄付のセレモ
ニーとアイマスクを付けての盲導犬歩行訓練
や施設内見学を実施、盲導犬に一層の理解を
深めました。 

2021年1月31日(月) 
新型コロナウィルスが猛威を振るい、現在はまん延防止等重点措置中で、例会等
の活動が出来ない中、ニュースレターという形で会員の皆さんとの交流を続けて
参りました。 
本日(1/31)、Vol.5を作成し会員の皆さんに通知いたしました。 

第44回「げきと音楽のつどい」2年ぶりにWEB開催 

宇都宮ひかりライオンズクラブ 
㈶東日本盲導犬協会への寄付と施設見学 

那須野ケ原ライオンズクラブ 
ニュースレター 

宇都宮中央レオクラブ 
フードバンク支援 

12月15日に宇都宮中央レオクラブがフードバンク支援を行っている様子が

「とちぎテレビ(Night News9)」で放送されました。 

2022年6月吉日 
宇都宮東ライオンズクラブ創立50周年を記念し、現日本相撲協会、初代横綱、日
下開山赤石志賀之助(宇都宮出身)の実物大像(身長2m以上)と台座を芳賀宇都宮
LRT駅東口正面に正座させ、宇都宮市に寄贈いたしました。 

宇都宮東ライオンズクラブ 
石像寄贈 
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周年事業報告 

2022年3月1日(火) 
25周年記念事業チャリティーコ
ンペを栃木カントリークラブで
開催しました。 
参加人数は120名。収益金は、
地域の福祉や青少年育成事業等
に寄付します。 

2022年3月22日(火) 
25周年記念事業の一つとして、コウノトリが
生息する環境整備基金として、栃木市に寄付
をしました。 

チャリティーコンペ 

寄付 

栃木セントラルライオンズクラブ 

2022年4月6日(水) 
4月第一例会（花見例会）にて25周年記念の式典をコロナ禍の為、例会方式
で行いました。 
同じ日に新入会員2名の入会式を行いました。（Ｌ市村・Ｌ関沼） 

栃木うづまライオンズクラブ 

栃木うづまライオンズクラブ 
三十周年記念事業 
一、社会福祉法人あゆみ園に金一封 
一、朗読ボランティアの会あかりに金一封 
一、蔵の街たんぽぽの会に金一封 
一、公益財団法人栃木県アイバンクに金一封 
一、栃木県赤十字血液センターに献血用テント寄贈 
一、栃木市に特別支援教育器材寄贈 
一、ウクライナ難民人道支援 

2022年4月30日(土) 
30周年記念式典が行われました。 
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2021-2022 ガバナー・スローガン 

「知行合一
ちこうごういつ

」 

アクティビティ・スローガン 

「リノベーション(renovation)District 333-B」 

(刷新、再構築) 

333-B地区の可能性を信じて We Serve!! 
ガバナー方針 

1.奉仕のインパクトを高めるリノベーション！ 

2.会員増強のリノベーション！ 

3.指導力育成のリノベーション！ 

4.魅力あるクラブづくりのリノベーション！ 

5.奉仕活動の重点課題をリノベーション！ 

2022-2023 ガバナー・スローガン 

「切磋琢磨」 

アクティビティ・スローガン 

「すてきな出会いを」 

ガバナー方針 

1.こどもの貧困対策の推進 

2.新たなアクティビティの推進 

3.新クラブ・支部設立の推進 

4.LCIF全クラブ献金の推進 
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