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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
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国際本部から前年度に４名の新会員をスポンサーした功績により、会員の金原
利幸さんに２０１０〜２０１１年度会員優秀ラペルピンが贈られます。
国際本部から金原利幸さんにメンバーシップ・キー賞が届きましたので伝達
いたします。
３３４複合地区ガバナー協議会にて、昨年度来、日本はもとより世界各地での
発生した大災害被災地に対する義援金送金が決議され、協力要請がありました。
当クラブから２月２４日付で１０６，４００円を拠出、送金いたしました。
（１５２名×＠７００）
前年度６月に「鈴木重子チャリティコンサート」を開催し、収益金を東日本
大震災の被災者及び被災地復興に役立てるようにと浜松市長を通じて被災地
に寄贈致しました。３月５日に浜松市長からの感謝状を副市長より伝達が
行われました。
今年も海外医療協力金となる使用済み切手の収集をしています。〆切は６月第
１例会（６月８日）迄です。拠出の際には、お名前、枚数を明記してください。
ご協力をお願い致します。併せて、中古眼鏡回収にも、ご協力お願い致します。
釜山国際大会の浜松ＬＣ独自コースを既にご案内しておりますが、帰りの浜松
駅着時間が 0：15 と深夜になるため、最終日、博多駅到着後、福岡市内にて
１泊する手配が可能になりました。資料を添付いたしますので、ご検討下さい。
参加ご希望の方は、事務局までご連絡願います。
第５８回年次大会が５月１３日（日）静岡市・グランシップに於いて開催され
ます。また、３３４複合地区第５８回年次大会が５月２７日（日）長野市・
ビッグハットに於いて開催されます。詳細は近日中にご案内致します。
次回３月第２例会に、姉妹提携・函館ライオンズクラブから９名が例会出席
されます。（時間延長予定）
活動スナップ

＜2 月第１例会＞

ＭＪＦ協力者に楯・ピンの贈呈

入会式での新入会の皆様

メンバー・スピーチ 野末敏裕さん・太田剛良さん・山岸博臣さん

副市長から感謝状伝達

＜2 月第２例会＞ 植樹例会

新入会 MARIA LOURDES 足立さん
石井保夫さん

ゲスト：浜松市都市整備部 玉木利幸さん、 塚本さんから植栽説明
橋本昌行さん

遠州灘海浜公園に１６０本の防災林を植栽しました。

◇２月第 1・第２例会の出席率
２月第１例会

出席：103 名

メイクアップ：１８名

総出席率

８０．６％

２月第２例会

出席： ８６名

メイクアップ：３６名

総出席率

８０．２％

＜今期目標会員数１５０名

現在の会員数１５６名＞【今期累計出席率 ８１・５％】

◇GM・GLT 委員会より
新会員報告
濱田

洋史（はまだ

ひろし）さん

４３歳

ドリーム・テニス・アカデミー・ハママツ

S.P.L 田中米育
代表

退会者報告
岩本

泰宏さん・・・一身上の都合により退会

今期１１月以降に入会されました会員を再度ご紹介します。
のずえ

としひろ

うちやま

さとる

みずたに

こう じ

野末 敏裕 (株)シービーエム取締役品質管理室長
ビルメンテナンス
（勤）〒432-8045 浜松市中区西浅田 1-9-20 電 441-1600
（自）〒433-8122 浜松市中区上島 6-24-24 電 474-4236

内山 覚 (株)都田建設会長
建築業
（勤）〒431-2102 浜松市北区都田町 2698-1 電 428-2750
（自）〒431-2102 浜松市北区都田町 2698-1 電 428-6215
水谷 耕次 （株）水谷代表取締役
漢方薬局・ビル管理業
（勤）〒430-0926 浜松市中区砂山町 325-20 電 452-2277
（自）〒430-0926 浜松市中区砂山町 325-20 電 452-2277
き

の

のぶまさ

木野 進公 （株）ブレステイク代表取締役
広告代理店代表取締役
（勤）〒432-8066 浜松市西区志都呂町 4944-1 電 449-8008
（自）〒432-8021 浜松市中区佐鳴台 3-39-13 電 440-3750
ふるはし

こうぞう

おおた

たけよし

古橋 浩三 （株）翔栄通信代表取締役
電気通信工事
（勤）〒435-0042 浜松市東区篠ヶ瀬町 756-1 電 423-4230
（自）〒430-0801 浜松市東区神立町 579
電 460-7000

太田 剛良 （株）東北電気工業所代表取締役
電気設備工事
（勤）〒435-8055 浜松市東区西塚町 318-8 電 461-8930
（自）〒438-0048 浜松市東区上西町 1191-3 電 460-0385

お

の

かずみ

小野 一美 （株）ミートゥホールディングス取締役専務
リネンサプライ
（勤）〒432-8005 浜松市南区卸本町 89 電 441-0001
（自）〒431-0451 湖西市白須賀 853-23 電 573-1035

おおたに

ゆ

み

こ

大谷 由美子 （有）友愛代表取締役
茶道教授・不動産管理
（勤）〒432-8002 浜松市中区富塚町 1221-91 電 473-7428
（自）〒432-8002 浜松市中区富塚町 1221-91 電 473-7428

おおやま

大山 まり子 （有）ケイ・エム・ワールド代表取締役
介護保険事業
（勤）〒430-0923 浜松市中区北寺島町 206-23 電 489-5741
（自）〒430-0826 浜松市南区四本松町 242-1

やまだ

なつこ

山田 夏子 山田公認会計士税理士事務所
公認会計士 税理士
（勤）〒432-8021 浜松市中区佐鳴台６丁目７番２９号電 543-9447
（自）〒432-8021 浜松市中区佐鳴台６丁目７番２９号電 440-6072
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野末 美樹 （株）Boo Boo Net 代表取締役
自動車販売・買取り
（勤）〒433-8121 浜松市中区萩丘 4-9-17
電 581-7256
（自）〒431-1304 浜松市北区細江町中川 4625-4 電 523-2557

石井 保夫 浜松医科大学泌尿器科特任講師
医師
（勤）〒431-3192 浜松市東区半田山 1-20-1 電 435-2306
（自）〒430-0928 浜松市中区板屋町 2-706 号電 458-4510
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MARIA LOURDES 足立 （有）ケイテック役員
金属工作機械製造
（勤）〒433-8118 浜松市中区高丘西 2-10-6 電 439-1159
（自）〒431-1112 浜松市西区大人見町 12-202 電 485-0302

◇ヴィノクラブより
３月７日（水）アーベントに於いて
１０名の参加者でヴィノクラブが
開催されました。
次回は５月９日（水）です。
皆様のご参加をお待ちしております。
◇委員会開催案内
・ ３月１５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
・ ３月２７日（火）
「ＩＴ・ＰＲとマスコミとの懇談会」１８：３０〜 ３F
・ ３月２９日（木）
「出席委員会」

１１：３０〜

３３Ｆ

・ ３月２９日（木）
「計画委員会」

１８：３０〜

３F

萩の間

事務局

菊の間

◇レクリェーション部会開催案内
・ ３月１４日（水）
「俳句部会」

１１：３０〜

３F

桜の間

・ ３月１６日（金）
「囲碁部会」

１８：００〜

３F

菊の間

・ ３月２２日（木）
「ボーリング部会」

１９：００〜

エースレーン

・ ４月

５日（木）
「レク部会合同日帰り旅行」

・ ４月

７日（土）
「ゴルフ部会」

９：５２スタート

・ ４月

８日（日）
「ハイキング部会」

８：１０〜

・ ４月２７日（金）
「園芸部会」

７：３０〜
浜松カントリークラブ
田原市滝頭公園

１３：３０〜

◇対外諸会合及びセミナー開催案内
・ ３月１４日（水）

1R1Z 親睦ゴルフコンペ組合せ会議

１３：００〜事務局

・ ３月１６日（金）

1R1Z 親睦ゴルフコンペ現地打合せ

９：３０〜 スタート
浜松カントリークラブ

・ 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

・ ６月２２日（金）〜２６日（火）第９５回釜山国際大会

釜山・韓国

◇お知らせ
３月のお誕生日 おめでとう！
高橋節男さん 佐藤久善さん

飯嶋

督さん 太田雅晴さん

橋本英夫さん

木下邦彦さん 加藤正明さん

中島英徳さん 白尾光司さん

板山弘明さん

佐野康司さん 豊福和雄さん
３月の結婚記念日
渡邊

おめでとう！

宏さん 内山重一さん

石川松二さん 相坂幸彦さん

加藤正明さん

佐藤靖之さん 富樫憲之さん

野末敏裕さん 三輪容次郎さん 髙橋利幸さん

戸塚晴男さん 栗原 勝さん

矢部邦明さん 大谷由美子さん 鈴木悦司さん

石井保夫さん

◇次回の例会

次回例会３月第２例会は、役員選挙会と読書感想文コンクール受賞者による作品発表と
ライオネット合唱団によるコンサートです。
また、函館ライオンズクラブより例会訪問があります。

会

場；オークラアクトシティホテル浜松

４Ｆ 平安の間

会 食；１１：３０〜１２；１５
例 会；１２：１５〜１４：００

＜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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