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１１月第１例会・通算 1３８９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
１．

２．

国際協会よりメンバーシップ・キー賞が届きましたので、下記２名に伝達
致します。この賞は、新会員が１年と１日在籍したスポンサーに贈られます。
鈴木悦司さん（５人）、 山本忠史さん（２人）
国際協会よりマイルストーン・シェブロンが届きましたので、下記の方々に
伝達致します。この賞は、在籍５年ごとに送られ、在籍年数に渡りライオン
ズクラブを通して地域社会への奉仕を称えて贈られる賞です。
神谷恒安さん（在籍４０年）、 徳田修一さん（在籍３５年）
神谷文吾さん（在籍３５年）、 大手忠夫さん（在籍３０年）
村松 融さん（在籍３０年）、 加藤充男さん（在籍３０年）
竹内 猛さん（在籍２５年）、 鈴木悦司さん（在籍２５年）
青島宏至さん（在籍２５年）、 林 角次さん（在籍２５年）
塩見芳朗さん（在籍２０年）、 中島英徳さん（在籍１５年）
河合弘之さん（在籍１５年）、 稲木春雄さん（在籍１５年）
大石淸美さん（在籍１０年）、 伊達芽利子さん（在籍１０年）
山本博史さん（在籍１０年）、 武藤剛さん（不在会員 在籍１０年）

３．

去る１０月７日に薬物乱用防止教育認定講師養成講座が開催され、下記３名
の方が新たに講師として認定されました。また、前年度に講習会の講師を３
回以上務めた講師にゴールドカードが届きましたので、下記３名の方に伝達
致します。
講 師 認 定
大山まり子さん、大谷由美子さん、永田治さん
ゴールドカード
野末敏裕さん、豊福和雄さん、小野かず美さん

４．

去る１０月２７日に浜松駅コンコースに於いて、臓器提供意思表示カードの
配布を致しました。当日は１６名が参加し、臓器提供の意思表示を通行人に
呼びかけました。
去る１０月２７日に浜北 LCCN５０周年記念式典が催され、当クラブから
９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わたり指導し
たとして感謝状をいただきました。
１０月１９日（土）の中学生とともに佐鳴湖ヨシ刈り及び清掃奉仕作業に
市内８校の中学生１１５名、当クラブ会員 6１名、総参加人数 約３３０名
と沢山のご参加をいただき無事終了致しました。お疲れ様でした。
１２月９日（月）開催の１２月第１例会は、５８周年結成記念例会です。
４チームの各班に委員会が分れて余興などを盛り込んだバラエティ豊かな
催し物を計画しています。全員参加を目標にしておりますので、大勢の会員
の皆様のご協力をお願い致します。
１２月２７日開催の１２月第２例会は、オークションを計画しています。
落札金額の一部をドネーションとしていただき、奉仕活動資金として活用
いたします。詳細は後日ご案内致しますが、数多くの出品をお願いします。

５．

６．

７．

８．

活動スナップ
＜１０月第１例会／観月会＞

金子会長

挨拶

浜松市危機管理課

本間秀太郎様 御挨拶

アテンダンス・アワード受賞者

＜１０月第２例会／佐鳴湖ヨシ刈りと清掃奉仕作業＞

新会員 内山浩明さん

森町 LCCN PR

＜臓器提供意思表示カード配布／於）浜松駅コンコース＞

＜浜北 LCCN５０周年記念式典＞

＜ヴィノクラブ＞

１０月１７日にアーベントに於いて開催

スポンサークラブとして感謝状をいただきました。

＜ 俳句部会／月見会

於）ジ・オリエンタルテラス ＞
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花の飾りの華やかな大広間での句会、今宵１３夜の月を愛でて
良句多く、ワイン・シャンパンに酔い、特別料理も格別にて
にぎやかな月見の句会でした。

◇１０月第１・１０月第２例会の出席率
１０月第１例会／観月会

６２．０％

メイクアップ２２名

総出席率 ７６．４％

１０月第２例会／佐鳴湖ヨシ刈りと清掃奉仕作業
３９．８％
メイクアップ５０名

総出席率 ７２．５％

◇ＹＣＥ国際関係委員会より
1Ｚ１０ＬＣ合同事業としての夏季青少年海外派遣事業ですが、選抜試験及び
合否判定会が１０月１３日にオークラホテルを試験会場として開催されました。
その結果、川瀬優佳さん（同志社大学）と渡邊ももさん（南山大学）の２名を
推薦することに決定いたしました。
また、当クラブ独自の派遣事業には、現在１名の希望が寄せられています。
ご推薦頂ける青少年がおられましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。

◇委員会開催案内
・ １１月

５日（火）「GM・GLT 委員会と IT・PR 委員会合同正副委員長会議」
１３：３０〜
４F 菫の間
・１１月１０日（日）「薬物乱用防止講座」１０：４５〜
白脇協働センター
・ １１月１４日（木）「出席委員会」
１１：３０〜 ３３Ｆ 事務局
・ １１月１４日（木）「GM・GLT 委員会と IT・PR 委員会合同会議」
１８：３０〜
３F 桜の間
・１１月１６日（土）「薬物乱用防止講座」１３：４５〜
新津協働センター
・ １１月２１日（木）「計画委員会」
１８：３０〜
３F 桜の間
・ １１月２８日（木）「委員長会議」
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

◇レクリェーション部会開催案内
・１１月 ８日（金）「日本茶を楽しむ会」雪月花 １１：３０〜 ｼﾞ･ｵﾘｴﾝﾀﾙﾃﾗｽ
・１１月１１日（月）「遊勉会」〜湖南三山紅葉めぐり〜
・１１月１６日（土）「俳句部会」〜バネバネの里〜
・１１月１７日（日）「ハイキング」〜天竜川と史跡めぐり〜
・１１月２６日（火）「囲碁部会」
１８：３０〜 菊の間
・１１月２８日（木）「日本茶を楽しむ会」雪月花 １１：３０〜 ｺﾝｺﾙﾄﾞ H 堂満
・１２月１８日（水）「ヴィノクラブ」
１８：３０〜 ﾚｽﾄﾗﾝ一味真

◇対外諸会合及びセミナー
・１１月 ８日（金）1Z 合同アクティビティ実行委員会
於）サーラ
・１１月７日〜１０日 東洋・東南アジアフォーラム（シンガポール）
・１１月１０日（日）森町ＬＣＣＮ５０周年記念式典
於）ミキホール
・１１月１３日（水）チャリティゴルフ大会
於）浜名湖ＣＣ
・１１月１４日（木）ＬＣＩＦクラシックゴルフＪＡＰＡＮ 於）豊田市京和ｶﾝﾄﾘｰＣ
・１１月１８日（月）1Z レジャー施設活性化実行委員会
於）ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
・１１月２１日（木）リーダーシップ育成グループ研修会
於）掛川ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

◇ 他クラブからのご案内
★ 浜松葵ライオンズクラブ
１１月第２例会

「ワイン講習会」

日

時； １１月２０日（水）１８：３０〜

会

場； ホテルコンコルド

会

費； ３，０００円

〆 切； １１月１１日（月）

※ 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。

★ 浜松リバティライオンズクラブ
１１月第１例会

「ボジョレ・ヌーヴォーの会」

日

時； １１月２１日（木）１８：３０〜

会

場；

グランドホテル浜松

会

費；

会員

７，５００円

一般

８，５００円

〆 切；１１月 7 日（木）

※ 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１１月２２日（金）１１月第２例会は、
静岡県警察本部 警部 岩永政巳様をお迎えしての
ゲスト・スピーチです。
於）オークラアクトシティホテル浜松 ４F 平安の間
食

事

１１：３０〜１２：１５

例

会

１２：１５〜１３：３０

＜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＞
＜ＴＥＬ４５４−９３９６・ＦＡＸ４５２−２０９１＞ http://www.hamamatsu-lc.org

