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∴2014～2015年度

1．開会の挨拶

2．ご来賓紹介

3．資料確認

4．ガバナーご挨拶

ガバナー公式訪問　事前懇散会　次第

進行　2Z・ZC L木内健太

2Rリジョン・チェアパーソン　L辰巳哲朗

東京平成ライオンズクラブ　会長　L中所員司

ガバナー　塩月藤太郎

5．キャビネット報告及び依頼事項　キャビネット幹事　L梶原正和

キャビネット会計　L吉田宗一郎

会員増強2R担当副委員長　L伊賀則夫

※質疑応答

6．各クラブ　報告・提案・PR

第1ゾーン

東京日本橋ライオンズクラブ

東京堀　留ライオンズクラブ

東京浜　町ライオンズクラブ

東京京　橋ライオンズクラブ

東京柳　橋ライオンズクラブ

東京八丈島ライオンズクラブ

東京小笠原ライオンズクラブ

第2ゾーン

東京銀　座ライオンズクラブ

東京築　地ライオンズクラブ

東京晴　海ライオンズクラブ

東京八重洲ライオンズクラブ

東京築地市場ライオンズクラブ

東京数寄屋橋ライオンズクラブ

東京尾張町ライオンズクラブ

東京平　成ライオンズクラブ

※質疑応答

7．総　評

8．閉会の挨拶

進行lZ・ZC L屋代誠一

会長　L橋本　穀

会長　L西村侃一郎

会長　L長野幸雄

会長　L草川重良

会長　L探野孝夫

会長　L森川秀夫

会長　L沖山誓－

会長　L五味達夫

会長　L播　種華

会長　L知野秀雄

会長　L小林　徹

会長　L高橋成禎

会長　L野々壇喬

会長　L鷹箸貞夫

会長　L中所員司

幹事　L岡野忠生

幹事　L和田昇三

幹事　L寺島秀昭

幹事　L津田義夫

幹事　L雨宮弘枝

幹事　L野呂武司

幹事　L菊池聴彦

幹事　L柳井龍彦

幹事　L木内健太

幹事　L脇村孝友

幹事　L脇圃健嗣

幹事　L戸垣徹司

幹事　L片岡和秀

幹事　L妹尾裕夫

幹事　L芳賀美紀

第一副地区ガバナー　L近藤正彦

第二削地区ガバナー　L村木秀之

東京尾張町ライオンズクラ憲も
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幼14～20柑年度　ガバナー公式肪間　次第

一部進行lZ・ZC L屋代誠一

進行補助　東京日本橋ライオンズクラブ　会長　L楠本　毅

東京銀座ライオンズクラブ　会長　L五味達夫開会のゴング∴1．　開会の

2．　国家斉唱　引き続き　ライオンズ・ヒム斉唱

3．　黙祷

4．　ご来賓紹介

5．　歓迎挨拶

6．　新入会員紹介

7．　ガバナーご挨拶

8．　記念品贈呈

9．　記念品拝受

東京堀留ライオンズクラブ　幹事　L和田昇三

東京晴海ライオンズクラブ　会長　L知野秀雄

2R　リジョン・チェアパーソン　L辰巳哲朗

東京浜町ライオンズクラブ　会長　L長野幸雄

塩月藤太郎ガバナー

東京八重洲ライオンズクラブ　会長　L小林　徹

東京京橋ライオンズクラブ　会長　L革川重良

10．乾杯rウイ・サーブ」　第1副地区ガバナー　近藤正彦L

ll．震災復興支援「3．11とびだす100通りのありがとう」映像紹介

…　…　…・食事・歓談‥　‥‥‥‥

12．テール・ツイスター・タイム　　　　　　　　二部進行　2Z・ZC L木内健太

進行補助　東京築地ライオンズクラブ　会長　L播　種華

震災復興支援活動（＠1，000円）／各クラブ　三役紹介＆催事秦内

13．　出席率の発表

14．　ドネーション発表

15．　ライオンズ・ローア

16．　会長代表　御礼挨拶

17．　閉会のゴング

18．　また会う日まで

東京集地市場ライオンズクラブ　会長　L高橋成禎

東京八丈島ライオンズクラブ　会長　L森川秀夫

村木秀之L・大石放し・岡野忠生L・菅原雅雄L

※菅原元ガ′け－より塩月ガバナーへ励ましの青葉

東京柳橋ライオンズクラブ　会長　L深野孝夫

東京紺ライオンズク憲も
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∴ 鳴り植野代ノか

蝕融摘胸囲相加頑南画助㈲ゆ

六種野菜のテリーヌ玄米黒酢のドレッシングで

相加ね戯払わぬ叫払紺地払蛸

タラのオープン焼きバジル風味のオリーブオイルと共に

ぴお成句ね，脇，叩智扉虚吻“〝脚虚甜血払

ぷα〟αMd虚佗

牛ロース肉のグリル温野菜とマデラワインソース

q血α抑彫わ碑
キャラメルオペラとフルーツ

＊＊＊

C夢

ライオンズクラブ国際協会33針A地区

ガバナー公式訪問第2リジョン合同例会御席
ロイヤルパークホテル3階クラウンルーム

2014年9月5日（金）

二も
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開会のゴング　五味会長

三役紹介五味会長、幹事柳井」、会計平山L



㌔

㌔

∴亀



㌔

∴亀



㌔
レフ会第二回五味杯にユー南総加フクラブにて）2014皿

山本会長の挨拶

準優勝の本橋L

優勝者立原きんの代理の藤井L
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ブービー賞　柳井L

大波賞の服部L

ニヤピン賞柳井L

小波賞の平石L
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∴義 穆カラ謬智会合同会次第

平成26年9月12日

東京銀座ライオンズクラブ

簿一部　食味会（銀座ハブスフルク・ファイルヒェン）妻
｝叫′・－ノ～′＿仙ルノール〟い小山レム“〟ノ岬一人）、一へ′～、叫一一▼〟ノ叩・加－′一岬、■【．・▲．・・▲州山叫t＿－≠ハYり八一ヽ一一く・・・・・・・－〃～〉九サー仙～叫山一く一・仰、′一／…・一一・・・一・・・・・・・・・一・・・ノーーt血一山W′・仙一一一一ノんハンハレー“一　山…山一へ一人＜ノー一山・・…－・八・・仙一一Y′ノノーノー仙－■－仙J

受付：17時30分

開会：18時（司会者　L柳井）

こ挨拶：18時5分　食べ歩き旅行会食味会会長　秋本由紀子L

乾杯：18時10分　発声　クラブ前会長　平石勇夫L

飲食

自己紹介：順不同　席順通り（メンバーは入会候補者を歓迎したお

話をお願いします。ゲストは仕事のお話でも結構です。）

閉会：20時10分　クラブ会長　五味達夫L

策二部　歌楽謳慶（カラオケ）会コート・ダジューノ

開会：20時30分

ご挨拶：歌楽言匿慶会会長　鹿島虎六L

閉会‥22時30分クラブ会長五味達夫＼ぶち
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（銀座ハブスブルク・ファイルヒェン）

∴魯

ご挨拶　秋本L



♂

∴ ＆あ伽′G鵬お′仰〝あ柳レ
キッチンからのど挨拶

紳助d榊軸が血血晶d紳助
血吻舶用血糊血如拍鱒脳血

書と鰭のゲシュモルテを包み焼きにしてエスイツタソース
鵜攣茄子のマリネ　ダリェーナーフェルトサーナーのジュレ

‘肋〝肋吻′桝〟助励仰〝R加ム

ウィーンのコンソメスープ吊し短角牛のクヌーデル
ツゲィベルのコンフイ

抑作曲掬か地が肋。仲呼〃r
茸を挟みチロルの生ハムで巻小たチップわソテー

タラウトラダー

肋β励I血が

洋梨のソルベ

肋〝瓜加地。桝〟励卿
仔牛ロース肉の“ウィーナーシュニッツェル”

ウィーナーサラートを添えて

し他方肋榊虎J吻材血劇物〟∬
ケシの美のクーヘン

リンゴのキャラメサゼとアブフェルブランのアイス

砕痢〟助励〟r
コーヒーまたは紅茶

∫2．3少加古frj〃旬
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∴与 カラオケ会コードーダジュールにて

¶ 魯
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∴ 銀座LC9月第二例会プログラム
2014年9月19日（金）

於．帝国ホテル

1．間合のゴング

2．国歌・ライオンズヒム　　斉　唱

3．ゲスト・ビジターの紹介

4．会長挨拶

会　長　五　味　逢　えL

全　　　員

幹　事　細　井　亀　彦L

会　長　五　味　速　夫L

5，人　会　式

小　川　王なぶ（おがわ　まなぶ）棟　　スポンサー　柳　井　胤　彦L

6．ご東署ご挨拶　　330－A地区第2副地区ガバナー　　　　　村　木　秀　之L

凰京数寄屋椅ライオンズクラブ　金長　野々蝮　　肴L

330－A地区クラブサクセス・CEP・倉見錐特番見合鼻員長　進　藤　義　夫L

7．9月のお災生札　　7日　械　卑し　　20日　小宮山L　26日　井　上L

8．敬老のお祝い

患掛し、高野し、川本し、小林（泉）し、五島し、鹿島し、山本し、金子（暢）L

9　鼻塊状の贈呈

330－A地区　　　LC『・テイルス■bイ推進番兵食卓兵長　　山　田　各　棟L

10．テールツイスターの時間

11．幹事組合

12．ゲストスピーカー

13．テールツイスター熱計親告

14．出席率の組合

15．間合のゴング

16．また合う日まで

副テ一昭イスト　坂　伺　明　彦L

幹　　事　細　井　乳　彦L

松　田　忠　徳　凍

副テー柑イスター　坂　榊　明　彦L

会員・出席冬月

食　長　五　味　速　夫L

全　　員

二も



開会のゴング　五味会長

入会式小川まなぶライオン誕生日

∴亀
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9月のお誕生日7日横塚し、20日小宮山し、

お誕生日おめでとうございます

敬老のお祝しヽ
藤掛し、高野L、川札小林㈲し、五島L、鹿島し、山本Li子（魁も

痘諦‡）、、■）、ノ
ヽ＼）ノ／
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委嘱司犬の贈呈

LCIF・ライオンズカード推進委員会委員長

山田　L

テ－ルツイスタ－の時間

副テールツイスター（管喪魯
＼＼、ノ

」二二レ′」＿ユ　＼
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∴
※料理にあったワインの選び方

ワインに合う料理というと、フランス料理やイタリア料理を思い浮かべます。

もちろん、ワインの産地といえば、フランスやイタリアですので、合わないはずはありません。

ヨーロッパの地方に行って気がつくことは」、ごこのレストランでもその土地のワインを

大切にしているということです。その中で、地元のワインを中心に組み合わせます。

いまどきの言葉でいうと「地産地割です。

また、最近では日本料理にワイン、中華料理にワインといったスタイルも定番となってきました。

私のワイン会では、まずレストランの網を提案してもらいます。

そして料理ごとに料理の味わいを引き立ててくれるワインを、産地や銘柄などにこだわらずに

選んでもらうようにしています。

なので、料理にあわせて、イタリアの白、カルフォルニアの白、日本の赤、ボルドーの赤と

いうようなワインリストになることもあります。

あまルールにこだわらずに、料理のタイプにあわせてワインを選ぶのが

坂聞流のワインの選び方です。

在籍者数　86名　出席者数　37名

海外　2名　病欠　3名

メークアップ　32名

ドネーション　167， 00慧魯
出席率86％

が
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献血アクティビティ（電源開発本社前）2014．9．30∴商
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