
 

 

 

 

ライオンズクラブ国際協会 334-Ａ地区 

４Ｒ ２Ｚ 準備ゾーン会議 

日 時  ２０１９年６月１７日（月） １７:００～ 

会 場  名鉄トヨタホテル ７Ｆ 

ホスト  岡崎クエストライオンズクラブ 

司 会  ２Ｚ四献合同委員長 Ｌ太田建一郎 

 

次  第 

１. 開会のことば並びにゴング    ２Ｚ・ＺＣ Ｌ宇津野 敏彦 

２. 国旗の礼 

３. 歓迎のことば ホストクラブ    会長 Ｌ竹味 良尚 

４. 次期 2Ｚ・ＺＣ挨拶         ２Ｚ・ＺＣ Ｌ宇津野 敏彦 

５. 出席者の紹介           ２Ｚ四献合同委員長 Ｌ太田建一郎 

６. 議事 

（１） ２０１９～２０２０年 ３３４－Ａ地区ガバナー方針について 

（２） 前年度からの引継ぎ事項 

① ２Ｚ運営要綱（申し合わせ事項）の確認 

② ４Ｒ運営要綱の確認 ２０１８年度改訂版参照 

（３） アンケート結果報告 

① 会長方針及び会員数について 

② 主要アクティビティについて 

③ 周年記念事業及び不随事業について 

④ ＺＣ例会訪問について 

⑤ 献血推進運動実施について 

⑥ 周年以外の事業（チャリティゴルフ大会） 

⑦ その他 

（４） 地区ガバナー公式訪問について 

① ２Ｚ地区ガバナー公式訪問合同例会 

・ 開催日時 ２０１９年８月２２日（木）１１:３０～１３:００ 

・ 会  場 名鉄トヨタホテル７Ｆ 「金扇の間」 

・ ホスト  岡崎クエストライオンズクラブ 

豊田シニアライオンズクラブ 

・ 服 装  クールビズ  

② ガバナーを囲む昼食会 



・ 開催日時 ２０１９年８月２２日（木）１１:３０～１３:００ 

・ 会  場 名鉄トヨタホテル７Ｆ 「金扇の間」 

・ ホスト  岡崎クエストライオンズクラブ 

豊田シニアライオンズクラブ 

・ 服 装  ネクタイ着用 

（５） 各クラブ例会訪問について   

・ 添付資料による 

   （７）各クラブ活動費割当明細及び振込口座について 

       ・ 添付資料による 

（８）２Ｚ三献推進委員会 会費について 

       ・ 会員一人当たり ５００円×７月１日現在会員数（２Ｚ申し合わせ事項）  

   （9）４Ｒ地区役員、地区委員名簿 

       ・ キャビネット役員名簿による 

   （10）第１回ガバナー諮問委員会開催について 

       ・ 開催日時 

       ・ 会  場 

   （11）その他 

      ・ ガバナー諮問委員会、ゾーン会議について 

         各クラブ役員を招集し協議・審議の必要な事項が発生した場合は会議

は、これを招集します。報告事項で召集の必要のない会議は、２Ｚのホ

ームページ上で開催を考えております。  

８. 閉会のことば並びにゴング  ２Ｚ・ＺＣ 宇津野 敏彦 



クラブ名 役　　　職 氏　　　名 フリガナ 出欠

岡崎クエストライオンズクラブ 2ゾーン　ＺＣ 宇津野　敏彦 うつの　としひこ 出席

クラブ名 役　　職 氏　　名 フリガナ 出欠

豊田ライオンズクラブ 会　　長 河合　達雄 かわい　たつお 出席

幹　　事 乾　治生 いぬい　はるお 欠席

会　　計 福岡　祥二 ふくおか　ようじ 欠席

三好愛知ライオンズクラブ 会　　長 花田　昌宏 はなだ　まさひろ 出席

幹　　事 水野　恭幸 みずの　やすゆき 出席

会　　計 山田　達郎 やまだ　たつろう 欠席

豊田南ライオンズクラブ 会　　長 福岡　守男 ふくおか　もりお 出席

幹　　事 吉田　和行 よしだ　かずゆき 欠席

会　　計 三宅　純 みやけ　じゅん 出席

豊田加茂ライオンズクラブ 会　　長 村松　正章 むらまつ　まさあき 出席

幹　　事 伊井　房夫 いい　ふさお 出席

会　　計 朝倉　和夫 あさくら　かずお 出席

豊田東名ライオンズクラブ 会　　長 永田　健次 ながた　けんじ 出席

幹　　事 奥田　和博 おくだ　かずひろ 出席

会　　計 福田　明弘 ふくた　あきひろ 出席

愛知中央ライオンズクラブ 会　　長 川本　幸正 かわもと　ゆきまさ 出席

幹　　事 青山　直道 あおやま　なおみち 欠席

会　　計 堀場　修二 ほりば　しゅうじ 出席

豊田ﾙﾈｯｻﾝｽﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 会　　長 岩瀬　隆義 いわせ　たかよし 出席

幹　　事 松本　純一 まつもと　じゅんいち 出席

会　　計 本間　啓介 ほんま　けいすけ 出席

豊田シニアライオンズクラブ 会　　長 天野　典彦 あまの　のりひこ 出席

幹　　事 石倉　昭政 いしくら　てるまさ 出席

会　　計 浅見　富士男 あさみ　ふじお 欠席

岡崎クエストライオンズクラブ 会　　長 竹味　良尚 たけみ　よしなお 出席

幹　　事 山本　忠義 やまもと　ただよし 欠席

会　　計 北林　善蔵 きたばやし　ぜんぞう 出席

四献合同委員長 太田　建一郎 おおた　けんいちろう 出席

クラブ名 氏　　名 フリガナ

豊田ライオンズクラブ 事務局員 佐藤　美穂子 さとう　みほこ 出席

三好愛知ライオンズクラブ 事務局員 佐野　洋子 さの　ようこ 出席

豊田南ライオンズクラブ 事務局員 近藤　和枝 こんどう　かずえ 欠席

豊田加茂ライオンズクラブ 事務局員 中島さち子 なかじま　さちこ 出席

豊田東名ライオンズクラブ 事務局員 横井　恵子 よこい　けいこ 出席

愛知中央ライオンズクラブ 事務局員 柴田　歌余子 しばた　かよこ 出席

豊田ﾙﾈｯｻﾝｽﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 事務局員 佐志　由美子 さし　ゆみこ 欠席

豊田シニアライオンズクラブ 事務局員 松井　雅子 まつい　まさこ 出席

岡崎クエストライオンズクラブ

準備ゾーン会議出席者名簿





















































役　職

会　　長

第１副会長

幹　　事

会　　　計

種　別 人数 　（4月末現在）

正会員 ５２名

終身会員 ０名

優待会員 １名

不在会員 ０名

賛助会員 １名

家族会員 ２名

日時

第１希望 9月19日

第２希望 10月3日

４Ｒ地区委員参加 全委員

（全委員希望の場合は、○をお付けください）

希望委員会 委員会名

委員会名

委員会名

委員会名

委員会名

氏名

豊田東名ライオンズクラブ ナガタケンジ

会員数

未来へ繋げ、ウィサーブ
次年度スローガン

フリガナ

豊田東名ライオンズクラブ　2019～2020年度基礎資料

盲導犬育成及び啓発事業（視聴力保護）

南部子ども会球技大会支援（青少年育成）

フクタアキヒロ

クラブ名

永田健次

加藤勝代

奥田和博

福田明弘

カトウカツヨ

オクダカズヒロ

豊田信用金庫高岡支店

（内女性会員数）　1名

薬物、献血活動
主要アクティビティ

環境保全、こども貧困支援

ＺＣ訪問例会希望日

豊田信用金庫高岡支店

各クラブの希望とします

YE委員（冬季受け入れのため）

地区委員の出席は、

会場名



献血推進運動 JAあいち豊田　Aコープ　若林店（豊信近く）

ロイヤルカントリー下山

会場

主要アクティビティ

日時 会場

2019/9/19（訪問例会と同日）豊田東名ライオンズクラブ

クラブ名 日時

周年記念事業 無　

第34回盲導犬育成
市民ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会

日時 会場

周年記念式典 無　

8月28日






































