ライオンズクラブ国際協会334B地区 第1リジョン第3ゾーン

岐阜城ライオンズクラブ
1971. 3.28
（昭和 46 年）

結成式

国際協会への加盟手続き完了の公表
岐阜グランドホテルにて挙行

スポンサークラブ
会員数
国際協会登録名
所属
初代会長
事務局
例会場
1971. 6.13

会則の採択及び結成要項の確認

チャーターナイト（CN)

岐阜長良川ライオンズクラブ
50 名のチャーターメンバー（CM) で発足
岐阜岐阜城ライオンズクラブ
国内では、岐阜城ライオンズクラブ
302E-6 地区第１リジョン第１ゾーン
日本では、1589 番目、302E-6 地区で 99 番目
L. 堀勇
日の丸会館
日の丸会館
国際協会より正式にライオンズクラブとして認められる認証状の伝達式
岐阜県民体育館にて1350 名の参加者で行われる
以後、毎年 6 月13 日を記念例会とする

1972. 7.28
1973. 9.7
1974. 7.1

事務局移転
例会場の変更
複合地区名称変更

「明治飲料ビル」2F に移転
岐阜会館へ変更
302E-6 地区となる

1975. 8.3

新クラブ・スポンサード

岐阜伊奈波ライオンズクラブをスポンサーする

1975.11.9

新クラブ・CN

岐阜伊奈波ライオンズクラブ・チャーターナイト・岐阜県民体育館にて挙行

1976. 3.21

結成 5 周年記念会

1976. 7.1

複合地区・組織変更

1977. 7.1

ゾーン・チェアマン

1980. 7.1

ゾーン・チェアマン

1981. 3.29
1986. 3.23
1986. 7.1

結成 10 周年記念会
結成 15 周年記念会
ゾーン・チェアマン

結成式・岐阜グランドホテルにて挙行
エクステンション委員長 L. 堀勇
岐阜グランドホテルにて挙行
334-B 地区第１リジョン第３ゾーン所属となる
L. 斎田隆一、334B 地区・ZC に就任
L. 堀勇、334B 地区・ZC に就任
岐阜グランドホテルにて挙行
岐阜グランドホテルにて挙行
L. 長澤三郎、334B 地区・ZC に就任

①

1990. 7.1

リジョン・チェアマン

1991. 3.23

結成 20 周年記念会

岐阜グランドホテルにて挙行

1992. 7.1

ゾーン・チェアマン

L. 近石登、334B 地区・ZC に就任

1996. 3.23

結成 25 周年記念会

岐阜グランドホテルにて挙行

1998. 7.1

ゾーン・チェアマン

L. 渡辺 祥、334B 地区・ZC に就任

1998.10.7

姉妹提携

アメリカ･オハイオ州･シンシナティホストLC.と姉妹提携を結ぶ。

2001. 3.17

結成 30 周年記念会

岐阜グランドホテルにて挙行。 姉妹提携クラブ・シンシナティホストLC 来岐

2001. 6.13

特別顧問 委嘱

初代会長 Ｌ．堀 勇 特別顧問に委嘱

2002. 5.12

ガバナーエレクト

Ｌ．渡辺 祥 ３３４−Ｂ地区ガバナーエレクトに就任

2002. 7.12

ガバナー

Ｌ．渡辺 祥 ３３４−Ｂ地区ガバナーに就任

2003. 9.1

事務局移転

2006. 3.17

結成 35 周年記念会

L. 小木曽源、第 1リジョン・リジョン・チェアマンに就任

「シルバーアニバーサリー」と云われる

「明治ビル」3F に移転
岐阜グランドホテルにて挙行
姉妹提携クラブ・シンシナティホストLC、ウランバートル LC 来岐

2006. 7.1

ゾーン・チェアパーソン

L. 佐藤千代松、334B 地区 ZC に就任

2007. 8.5

事務局移転

岐阜市美園町 3-16 R.O.ONDA２階に移転

2011. 3.26

結成 40 周年記念会

2012.11.16 1,000 回記念例会
2014. 7.1

現在の会員数

東日本大震災（2011.3.11）により記念会中止
OB を招待して岐阜会館にて挙行
会員数 92 名
（正会員 46 名 + 家族会員 42 名 + 終身会員 2 名 + 不在会員 0 名 + 名誉会員 2 名）

2015. 4.1

現在の会員数

会員数 98 名
（正会員 48 名 + 家族会員 45 名 + 終身会員 2 名 + 不在会員 1 名 + 名誉会員 2 名）

2015.7.15

ゾーン・チェアパーソン

2016.3.26

結成 45 周年記念会

2016.7.15

現在の会員数

L. 高田良彦、334B 地区 ZC に就任
岐阜グランドホテルにて挙行
会員数 92 名
（正会員 42 名 + 家族会員 43 名 + 終身会員 4 名 + 不在会員 1 名 + 名誉会員 2 名）

2017.7.7

例会場を変更

岐阜グランドホテルへ例会場を変更

現在の会員数

会員数 85 名
（正会員 39 名 + 家族会員 39 名 + 終身会員 5 名 + 不在会員 0 名 + 名誉会員 2 名）

②

