
（8月第２例会）

清水　一人 　北林　善蔵
早川　真一 （木） 13:30～

　ホテル　フォレスタ

●例会次第 ●幹事報告
※例会出席報告 出席数７名

7月25日第68回例会 補正　７名 補正　
※運営・事業報告

木 ８月第１例会

金
木 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ会議

木 ８月第２例会(G公式訪問)

日
月
月 LCクエスト委員長会議

金 ４Ｒ・ＧＭＴセミナー

火 ９月第１例会

●幹事からのお願い

●次回例会 第7１回９月第１例会　
日時 8月22日(木)
場所 りぶら　３０１会議室
担当 事業委員会

16:30

8月26日

ホテルフォレスタ

14:00
セントレア8月25日 YCE生帰国

16:30

　2013/8/22

36.80%出席率

りぶら103

19:00
地区ＧＭＴセミナー

8月8日 18:30

8月22日 ホテルフォレスタ

8月9日 第１回ｿﾞｰﾝ会議 日進商工会館

第７０回

担当副会長 会　 長
担当委員長 日 　時

場 　所

・メークアップをお願いします。HP上で簡単です。

18:30

名鉄トヨタホテル

※運営・事業予定

･例会出席の返信（HP）をお願いします

9月6日
9月12日

11:00

ｳｲﾝｸあいち

りぶら301 18:30

9月2日

８月第１例会風景

別紙参照

73.60%

18:00

15:00
みゆき8月15日

8月第1例会(G公式訪
問)

ライオンズの誓い
われわれは知性を高め

友愛と相互理解の精神を養い
平和と自由を守り

　社会奉仕に精進する

岡崎クエストライオンズクラブ
Ｏｋａｚａｋｉ　Ｑｕｅｓｔ　ＬＩＯＮＳ　ＣＬＯＢ

　　　　　　ライオンズクラブの歌
　　　　ひろい世界を　ひとつに結ぶ
　　　　　おなじ心の　手と手に通う
　　　　自由　信頼　叡智のきずな
　　　　　切っちゃ　ならない　いつまでも
　　　　おう　おう　ライオンズ
　　　　　叫べ　正しく　ライオンズ　われら

ライオンズ・ヒム
歌えライオンズ　自由の歌を
胸に燃える火　デモクラシー
永久に　消さじと　守るなれ
ユバティ　インテリジェンス

アワ　ネイションズ　セイフティ
　

注意！！！
次回は会場が通常と違います



雷

2013年～2014年度

（国際会長テーマ…………………『夢をおいかけよう』

で地区アクティビティスローガン…『出会いふれあい大切に

明日に向かって感謝の奉仕』

で地区ガバナーキーワード………『感謝』

E■遜2013年8月22日（木）13：30～14：45

四ホテルフォレスタ

四豊田東名ライオンズクラブ・愛知中央ライオンズクラブ

2Z参加クラブ

ニ豊田ライオンズクラブ

、豊田南ライオンズクラブ

・、豊田加茂ライオンズクラブ

こ豊田東名ライオンズクラブ

ニ豊田シニアライオンズクラブ

3Z参加クラブ

三好愛知ライオンズクラブ

愛知中央ライオンズクラブ
こ豊田ルネッサンスライオンズクラブ

岡崎クエストライオンズクラブ



ふく　　た　　もと　きみ

1985年10月

1922～1993

1993～1994

1996～1997

1999～2000

2003～2004

2004～2005

2007～2008

2011～2012

し．福　田源公　　　　2012～2013

6RIZ　江南ライオンズクラブ

〒483－8243

江南市五明町石橋240番地

1940年（昭和15年）11月25日

妻・美園

江南LC入会

市民委員

環境保全委員

クラブ幹事

キャビネット副幹事

第一副会長

第46代　会長

6リジョン1Z・ZC

334－A地区第二副地区ガバナー

334－A地区第一副地区ガバナー

MJF　15回

2007～2008　　回際会長感謝状

2011～2012　　国際会長感謝状

慶応義塾大学　商学部

1964年（昭和39年）3月卒業

布袋食糧株式会社　顧問

334－A地区　地区ガバナー

334－A地区　第一副地区ガバナー

LCIF国際委員（エリア）334－A地区名誉顧問　元地区ガバナー

334－A地区　キャビネット幹事

334－A地区　キャビネット会計

4　R PR・ライオンズ情報・IT委員

4　R GMT・GLT委員

4　R LCIF・国際関係委員

4　R YCE委員

4　R　　環境保全委員

4　R　　ライオンズクエスト・薬物乱用防止。レオ委員

4　R　　献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員

4　R YCE副委員

L福田　源公（江南LC）

L加藤助太郎（豊田ルネッサンスLC）

L鈴木　誓男

L苅谷　一紀

L佐藤　全宏

L杉浦　元明

し西方　隆信

L市川　昌弘

（豊田ルネッサンスLC）

（江南LC）

（江南LC）

（岡崎中央LC）

（豊田東名LC）

（岡崎葵LC）

L乗松佳代子（愛知中央LC）

L大野　光敏（幸田LC）

L成瀬　正幸（豊田LC）

L園田　昌康（豊田南LC）

L杉江　秀男（岡崎竜城LC）



4R　2Z ZC

4R　2Z三献骨髄移植推進委員長

4R　2Z合同会報編集委員長

L石川　勇夫（豊田東名LC）

L鈴木　　晴（豊田東名LC）

L安田　　忠（豊田東名LC）

クラブ名 �������会’長　t　幹事l会計　t会員数l例会累計 

諷 J、首． 与．熟 �蛋≧・題目と　宅∵ ������L田中　久勝 �L津臼　茂男 �L小鳶　正薫 �47 �1，258 

肇照だ 7㌢ミ′‾敲 ��� �靂 睾 �数 ご【i‡‾ �L光岡　卓也 �L北村　昭義 �L鈴木　　肇 �52 �1，118 

L阿垣　剛史 �L成田　春二 �L児薦　　保 �43 �1，042 
もろ �ィ．ノシープ で三一三i 

こ＿ �′JJ � � �ガ．T �キ∴して 声・ユニ、 箪ぎ二二・号′ 日1」 �L加藤　利幸 �L勝田　好和 �L山田　正己 �49 �925 

‡r ‡亡 と’／タ、‾ �脂 � �嵐． 

L加藤　繁虞 �L岩月　一代 �L杉本　　尊 �27 �299 ミ違1・ 

4R　3Z ZC

4R　3Z四献推進合同委員長

L堀場　修二（愛知中央LC）

L片桐　照二（愛知中央LC）

クラブ名 �����■■■ヨ■短－駁≡■一m－国■組臣転目 　　　　　　　　　　　－ 

L久野　泰弘 �L鋼城美重子 �L鰐部　兼道 �26 �1，166 ≒′堀：達家一矧 ���中二 ゝir 

一、‾邦　√ ���Jk－ �L川西　正順 �L余雫　節子 �L小野田笑子 �40 �868 

怨敵急融㌍薫 ���デr �L市川　元昭 �L阿知波眞人 �L杉浦　義和 �23 �525 

．r≡濁超締．蓬 ��．ノ � �′・ヽノ ミ∈‡ゝ �L北林　善蔵 �L豊田　英徳 �L築瀬　　太 �19 �94 

仙】山透通長定定ふ遠長泌長空空＿

われわれは知性を高め

友愛と相互理解の精神を養い

平和と自由を守り

社会奉仕に精進する

」・一一一　一一一一・一一・」」⊥山⊥」去」包豆i山▲．」．L】一J

Liberty　　　　自由を守り

Inte11igence　知性を重んじ

Our　　　　　　　　われわれの

Nations　　　　　国の

Safety　　　　　安全を図る



α開会宣言並びにゴング

日　時’′2013年8月22日（木）13：30～14：45

会　場〔ホテル　フォレスタ

司　会と　4R2Z合同会報編集委員長　　L安田　　忠

〝　　4R3Z四献推進合同委員長　　L片桐　照二

豊田東名LC　会長　L加藤　利幸

ロ国旗並びにライオンズ旗に礼

駐国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱

口物故ライオンの御霊に黙祷

口地区ガバナー並びに地区役員の紹介‥く

Q2Z参加クラブ「会長・幹事・会計」の紹介

ロ2Z参加5クラブの紹介

ロ歓迎のことば

豊　　田LC　会長　L田中　久勝

豊田南LC　会長　L光岡　卓也

豊田加茂LC　会長　L阿垣　剛史

4R2Z ZC L石川　勇夫

ロ3Z参加クラブ「会長・幹事・会計」の紹介両……三好愛知LC　会長　L久野　泰弘

ロ3Z参加4クラブの紹介

ロ歓迎のことば

ロ地区ガバナーの紹介（プロフィール）

ロ地区ガバナーあいさつ

¢地区ガバナー公式訪問回答書の提出

屯出席報告　2Z

B　〝　　3Z

ロまた会う日まで斉唱

ロライオンズローア

¢閉会宣言並びに閉会のゴング

÷／J r　ズ㌦舟トJ∵”ノ二　〝　〆川　∴くエ　　ール　　　ル　ーフノ　ー　　　／ぐJ∴∴ンや／ご

」血定■表立」表し」鮎i血ム込．羞定＿■

ひろい世界を　ひとつに結ぶ

同じ志の　手と手に通う

自由　信頼　叡智のきずな

切っちや　ならない　いつまでも

おう　おう　ライオンズ

叫べ　正しく　ライオンズ　われら

愛知中央LC　会長　L川西　正順

4R3Z ZC L堀場　修二

豊田シニアLC　会長　L加藤　繁磨

334－A地区ガバナー　L福田　源公

豊田東名LC　幹事　L勝田　好和

豊田ルネッサンスLC　会長　L市川　元昭

第1副地区ガバナー　L加藤助太郎

岡崎クエストLC　会長　L北林　善蔵

ゝ山　＿轡定議㌫孟遠益鳥読返ム」山叫＿

ほほ笑みつ　わかれむ

こだまひびく　ライオンズローア

たからかに　うたい

たたえよ　ライオンズ　サービス

かたき握手のうち　友情こめて

また会う日まで　健やかに




