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２月第１例会・通算 1３４７回

＞
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クラブ・スローガン

「蘇れ浜松ライオンズクラブ、活気ある奉仕活動をしよう」
幹 事 報 告
１．

２．
３．

４．

昨年、12 月にＭＪＦ献金された会員に国際本部よりメルビン・ジョーンズ・
フェローの楯及びラペルピンが届きました。
神谷文吾さん、岡本一雄さん、江川博敏さん、神谷清さん、大石淸美さん、
山本博史さん、加藤正明さん、水口裕司さん、田中米育さん、村松融さん、
鈴木恭子さん、髙橋利幸さん、矢部邦明さん、山内今朝男さん、の 14 名には
ラペルピンを、荒本佳也さん、有賀公哉さん、加茂勝巳さん、鈴木之勝さん、
竹村寧さんの５名にはラペルピンと楯が贈られます。
また、1 月には御園井宏昌さんからご協力を頂きました。
第９５回国際大会（釜山・大会日程６月２２日〜６月２６日）複合地区推薦
コースのご案内が届きました。参加される方は事務局までお問い合わせ下さい。
去る１月２７日に会員 勝山邦子様の御主人 敏郎様がご逝去されました。
告別式にクラブを代表して会長、第一副会長他がご会葬申し上げました。
ご冥福をお祈り申し上げます。
去る 1 月 29 日に会員 細井立巳様がご逝去されました。告別式にクラブを
代表して第一副会長・幹事がご会葬申し上げました。ご冥福をお祈り申し上げ
ます。

活動スナップ

＜１月第２例会＞

会長挨拶

会長優秀賞・幹事優秀賞に輝いた
亀井前会長・山本前幹事

ライオネット合唱団ＰＲ

理事 斉藤様
団長 初村様

日本経済新聞社 金沢様の講演

◇１月第２例会の出席率
１月第２例会

出席：９６名

＜今期目標会員数１５０名

メイクアップ：２６名

総出席率

８３．５％

現在の会員数１５６名＞【今期累計出席率 ８３．７％】

◇GM・GLT 委員会より
新会員報告
大谷由美子（おおたに ゆみこ）さん
(有)友愛
代表取締役

６３歳

S.P.L.加藤正明

山田夏子（やまだ なつこ）さん
山田公認会計士 税理士事務所

３８歳

S.P.L.金原利幸

野末美樹（のずえ みき）さん
(株)Boo Boo Net 代表取締役

４６歳

S.P.L.勝山邦子

足立マリア（あだち まりあ）さん
(有)ケイテック 役員

４９歳

S.P.L.加藤正明

大山まり子（おおやま まりこ）さん
(有)ケイ・エム・ワールド 代表取締役

５４歳

S.P.L.勝山邦子

◇ＹＣＥ国際関係・ライオネスクラブＰ委員会より
毎年のライオネスの事業である協働学舎へのプルタブ、石鹸、タオル等の寄付と
ろうあ者の団体 耳の里へのバザー用品として、ご家庭の贈答品、記念品等で不用品
のご寄付をお願いいたします。６月第１例会（6/8）まで集めますので、ご協力を
お願いいたします。
◇委員会開催案内
・ ２月１６日（木）
「出席委員会」

１１：３０〜

３３Ｆ

事務局

・ ２月２３日（木）
「計画委員会」

１８：３０〜

３Ｆ

菊の間

・ ２月２４日（金）
「青少年指導委員会」 １８：００〜

シャンボール

・ ２月２８日（火）
「ＩＴ・ＰＲとマスコミとの懇談会」１８：３０〜桜の間
・ ３月

１日（木）
「出席委員会」

１１：３０〜

３３Ｆ 事務局

・ ３月２６日（月）
「ＧＭ・ＧＬＴ委員会 新入会員フォローアップ」 シャンボール

◇レクリェーション部会開催案内
・ ２月１６日（木）
「ホワイトクラブ」

１８：３０〜

・ ２月２１日（火）
「囲碁部会」

１８：００〜

・ ３月

１８：３０〜

アーベント

１９：００〜

エースレーン

１日（木）
「ヴィノクラブ」

・ ３月２２日（木）
「ボーリング部会」

グランドＨカードルーム
３Ｆ

桜の間

◇対外諸会合及びセミナー開催案内
・ ２月１1 日（土） 薬物乱用防止講座

１４：００〜

高台公民館

・ ２月１2 日（日） 薬物乱用防止講座

１０：００〜１５：００

高台公民館

・ ２月１７日（金）

1Z ガバナー諮問委員会

ホテルコンコルド

・ ２月１７日（金）

1ZGM・GLT 委員会

ホテルコンコルド

・ ２月２０日（月）

1Ｒ1Ｚ合同例会・準備会

・ ２月２３日（木）

薬物乱用防止教育認定講師に対する研修会

・ ３月２２日（木）

1Ｒ新会員セミナー

ホテルコンコルド

・ ３月２８日（水）

1Ｚ10ＬＣ親睦ゴルフ

浜松カントリークラブ

・ ５月１３日（日）

第５８回地区年次大会

静岡市・グランシップ

・ ５月２７日（日）

３３４複合地区・第５８回年次大会

長野市・ビッグハット

グランドホテル

・ ６月２２日（金）〜２６日（火）第９５回釜山国際大会

釜山・韓国

◇会員祝い
２月のお誕生日 おめでとう！
渥美幸久さん

原 拓也さん

古橋浩三さん

河合文雄さん

河合弘之さん

ｸﾗｳｼﾞﾈｲ･ﾏﾙﾁﾝｽさん

村松邦明さん

中野雅典さん

岡本一雄さん

鈴木秀利さん

杉浦雄二さん

戸塚晴男さん

佐藤

矢口武克さん

吉田俊洋さん

稔さん

伊藤智代司さん

加茂勝巳さん

丸澤佳彦さん 武藤剛さん

大久保忠訓さん 佐藤辰美さん
土谷 昇さん

塚本

明さん

２月の結婚記念日 おめでとう！
橋本英夫さん

林

前嶋文雄さん

角次さん

稲木春雄さん

伊藤智代司さん

金原利幸さん

御園井宏昌さん 中谷直義さん

岡本一雄さん

佐藤

竹田正和さん

田畑知久さん

塚本 明さん

右﨑正敏さん

山口一郎さん

ｸﾗｳｼﾞﾈｲ･ﾏﾙﾁﾝｽさん

外山義孝さん

稔さん

◇次回の例会

◇他クラブ例会のご案内
浜松葵ＬＣ；２月１５日（水）
19：00〜
於）ﾎﾃﾙ ｺﾝｺﾙﾄﾞ 「ﾒﾝﾊﾞｰ・ｽﾋﾟｰﾁ」

次回２月第２例会は植樹例会です。

浜松舘山寺ＬＣ；２月２２日（水）12：30〜
於）ｳｴﾙｼｰｽﾞﾝ浜名 「陶芸教室」

日時

遠州浜の防災林を植樹致します。
２月２４日（金）
１１：３０〜１３：３０

浜松西ＬＣ；２月２１日（火）
19：00〜
於）ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ「福祉・介護」講演
浜松南ＬＣ；２月１２日（日）
13：30〜
於）慈恵会 西島荘
「老人ホーム慰問コンサート」
浜松グリーンＬＣ；2 月 21 日（火）

例会場所；浜松卸商団地 アルラ
植栽場所；遠州浜

オークラより往復バスの用意があります。
詳しくは例会のご案内をご覧ください。

18：45〜於）ﾎﾃﾙ ｺﾝｺﾙﾄﾞ
「ｹﾞｽﾄ･ｽﾋﾟｰﾁ」
浜松若葉ＬＣ；2 月 22 日（水） 19：30〜
場所・内容は未定
浜松ひかりＬＣ；2 月 16 日（木）19：30〜
於）ﾎﾃﾙ ｺﾝｺﾙﾄﾞ
「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ」

編集担当；浜松ライオンズクラブ
ＩＴ・ＰＲ・会報編集・Ｌ情報委員会
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