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１１月第２例会・通算 1３９０回
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クラブ・スローガン

「全員参加の楽しい奉仕」
幹 事 報 告
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２．
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去る１１月１８日に会員 小野田泉さんのご令室 ふく様がご逝去されま
した。告別式に会長、幹事他がご会葬申し上げました。慎んでご冥福をお祈
りいたします。
11/7〜11/9 までシンガポールに於いて東洋・東南アジアフォーラムが
開催され、当クラブからは３名が参加いたしました。
１１月１０日に森町ＬＣＣＮ５０周年記念式典が催され、当クラブから１３
名が参加し、お祝い申し上げました。親クラブとして永きに渡り指導したと
して感謝状をいただきました。
１１月１３日（水）に開催されましたチャリティゴルフは、５７名の参加を
いただき、無事終了致しました。優勝は浜松西ＬＣ会長 河本昌熙さん、
２位は柴田高志さん（豊橋ＬＣ）、３位は伊藤豊廣さん（常滑ＬＣ）でした。
収益金は青少年育成の為の資金として活用されます。収支報告は後日、例会
報にてご報告いたします。
既にご案内をしておりますが、１２月第２例会はオークションを計画して
おります。オークションへの出品申込は１２月１５日まで受け付けます。
ご協力をお願いいたします。（出品申込書添付）
アテンダンス・アワード（２０１２年１１月１日〜２０１３年１０月３０日）
大久保忠訓さん ４７年、 伊藤智代司さん ２１年、 橋本英夫さん １２年
村松 融 さん
３年、 佐藤 稔 さん
２年、 山岸博臣さん
２年
永田 治 さん
１年、 荒本 佳也さん
1 年、 林 寛子さん
1年
丸澤 佳彦さん
1 年。

◇１１月第１例会の出席率
１１月第１例会

６２．7％

メイクアップ２６名

総出席率 ７９．７％

活動スナップ
＜１１月第１例会／ゲストスピーチ；浜松医療センター

メンバーシップ・キー賞受賞

長山浩士

マイルストーン・シェブロン受賞

様＞

ゲスト・スピーチ
浜松医療センター 長山先生

＜東洋・東南アジアフォーラム＞

＜森町ＬＣＣＮ５０周年記念式典＞

姉妹提携クラブの
サンパロックＬＣさんと再会。

感謝状をいただきました。

＜チャリティゴルフ大会＞

浜名湖カントリーより
ドネーションのご協力をいただきました。

大石実行委員長の始球式

＜レクリェーション部会

優勝の

合同日帰り旅行＞

「湖南三山紅葉めぐりと特選近江牛すき焼き・松茸料理の旅」

＜ハイキング部会＞

〜

天竜川と史跡めぐり 〜

＜俳句部会＞

「バネバネの里」にて

河本Ｌ

◇青少年指導・教育奉仕委員会より
あいにくの空模様でしたが、11 月 10 日に
白脇協働センターに於いて薬物乱用防止講座
を開催しました。足元の悪い中 4 名のメンバー
が参加し、112 名の方に受講いただきました。
今年認定証を受け取ったばかりの永田Ｌは、
よく通る声で堂々とした講師デビューでした。
また、11 月 16 日には新津協働センターに
於いて薬物乱用防止講座を開催しました。

白脇協働センターでの講座風景

参加メンバー4 名で 51 名の受講者がありました。

◇委員会開催案内
・ １１月２５日（月）
「結成記念例会 第 1 回担当者会議」18：30〜 3Ｆ 桜の間
・ １１月２６日（火）
「結成記念例会 第 1 副会長班練習」18：30〜 ｼﾞ･ｵﾘｴﾝﾀﾙﾃﾗｽ
・ １１月２６日（火）
「結成記念例会 第 2 副会長班練習」18：30〜 ｼﾞ･ｵﾘｴﾝﾀﾙﾃﾗｽ
・ １１月２６日（火）
「結成記念例会 幹事班練習」
19：00〜
高橋利幸宅
・ １１月２８日（木）
「委員長会議」
１８：３０〜 ３F 桜の間
・ １１月２９日（金）
「結成記念例会 幹事班練習」
19：00〜
高橋利幸宅
・ １２月 ３日（火）
「理 事 会」
１８：３０〜 ３F 桜の間
・ １２月 ６日（金）
「結成記念例会 第 1 副会長班練習」18：30〜 ３Ｆ 菊の間
・ １２月 ６日（金）
「結成記念例会 第 2 副会長班練習」18：30〜 ３Ｆ 桜の間
・ １２月 ７日（土）
「薬物乱用防止講座」１３：４５〜 五島協働センター
・ １２月 ８日（日）
「薬物乱用防止講座」１３：４５〜 五島協働センター
・ １２月 ８日（日）
「結成記念例会 幹事班練習」
1７：00〜
高橋利幸宅
・ １２月２７日（金）
「ＧＭ・ＧＬＴ委員会とＩＴ・ＰＲ委員 会合同会議」
１３：３０〜 ３Ｆ 菊の間

◇レクリェーション部会開催案内
・１１月２６日（火）
「囲碁部会」
・１１月２７日（水）
「ホワイトクラブ」
・１１月２８日（木）
「日本茶を楽しむ会」雪月花
・１２月１２日（木）
「俳句部会」
・１２月１８日（水）
「遊勉部会役員会」
・１２月１８日（水）
「ヴィノクラブ」

１８：００〜
１８：３０〜
１１：３０〜
１１：３０〜
１８：００〜
１８：３０〜

菊の間
ｸﾞﾗﾝﾄﾞＨｶｰﾄﾞﾙｰﾑ
ｺﾝｺﾙﾄﾞ H 堂満
３Ｆ 菊の間
紅すずめ
ﾚｽﾄﾗﾝ一味真

◇対外諸会合及びセミナー
・１２月 ２日（月）
「第２回 1Ｒ.1Ｚ.ＧＭ・ＧＬＴ委員会」１７：００〜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞＨ
・１２月 ２日（月）
「第２回 1Ｒ.1Ｚ.ガバナー諮問委員会」１８：３０〜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞＨ
・１２月 ８日（日）
「奥浜名湖ＬＣＣＮ５０周年記念式典」
・１２月１９日（木）
「リーダーシップ育成グループ研修会」 １３：３０〜 掛川ｸﾞﾗﾝﾄﾞＨ
・１２月２７日（金）
「第３回浜松市内レジャー施設活性化支援実行委員会」
１７：３０〜 ｸﾞﾗﾝﾄﾞＨ

◇ 他クラブからのご案内

★ 浜松葵ライオンズクラブ
「クリスマスコンサート」
日

時； １２月１８日（水）１８：３０〜

会

場； 浜松出雲殿

会

費； 大人

（中区高町 150-13）

６，０００円

小学生以下

３，０００円

（食事付）

〆 切； １２月３日（火）

※ 参加ご希望の方は、浜松ﾎｽﾄ LC 事務局までご連絡下さい。

◇ 次回の例会

次回１2 月第 1 例会は、5８周年結成記念例会です。
班別に趣向を凝らして「お楽しみ演芸会」を開催致します。
日

時

；１2 月

食

事・例

会

９日（月）
１8：３０〜２０：３０

於）オークラアクトシティホテル浜松

４Ｆ

平安の間

＜編集担当；浜松ホストライオンズクラブＩＴ・ＰＲ・会報編集・Ｌ情報委員会＞
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