
 

 

2
0
1
7
－

2
0
1
8
 

 

 

 

 

 

 

 

特
別
活
動
報
告 

GAMAGORI MARINE LIONS 

 

尚、小田倉平夫妻、鈴木孟夫妻が金婚式を迎えられました。これからも仲良くお暮しください。

 

特別活動報告

 

GAMAGORI MARINE LIONS 

尚、小田倉平夫妻、鈴木孟夫妻が金婚式を迎えられました。これからも仲良くお暮しください。

特別活動報告

クリスマス会

GAMAGORI MARINE LIONS 

 

 

尚、小田倉平夫妻、鈴木孟夫妻が金婚式を迎えられました。これからも仲良くお暮しください。

特別活動報告 

クリスマス会

GAMAGORI MARINE LIONS CLUB 

尚、小田倉平夫妻、鈴木孟夫妻が金婚式を迎えられました。これからも仲良くお暮しください。

クリスマス会 

CLUB  -1４- 

  

はホテル竹島で行いました。Ｌ杉浦正彦の夫人

であるマユミ・ロウさんに本格的なジャズで盛り上

げて頂きました。
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プレー出来ない時もあります。そこでＭＬＧ以外の３人の助っ人を常時お願いしてコンペを持続している現

状です。また、この年は９月２６日恒例の飯田赤石ＬＣチャリティーゴルフコンペがあり、１０名の参加者でし

っかりドネーションを払ってまいりました。その際、Ｌ鈴木俊一がエージシュート（８０歳でスコア７７）を達成し

別表彰され

もう一つは３３４－Ａ地区２Ｒチャリティーゴルフ大会で、この年のＺＣ

月２３日１１０名のメンバーを集め、私たちＭＬＧのメ

ンバーも応援して無事コンペも終了しました。これか

らもゴルフを続ける事で自分の健康と『ボケ』ないよ

う、自分自身の体を守りましょう。

年間順位一覧表

第１回  

第２回  

第３回  

第４回 １２月２８日

第５回  

第６回  

第７回  ４月２６日

第８回  ６月２５日
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１２月２８日  平尾ＣＣ

  ２月２２日  吉良ＣＣ

  ３月２２日  東海ＣＣ

  ４月２６日  平尾ＣＣ

６月２５日  吉良ＣＣ
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平尾ＣＣ 優勝者

額田ＣＣ   〃

平尾ＣＣ   〃

平尾ＣＣ   〃

吉良ＣＣ   〃

東海ＣＣ   〃

平尾ＣＣ   〃

吉良ＣＣ   〃

   MLG 部会長
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２年続けて部会長をやる事になりました。７月の花火大会には、

豊川中・新城・飯田の各ライオンズクラブから数名が参加して、雲

一つない夜空に輝く花火を眺め、楽しい夜を過ごしました。８月は２

年続けて３１名（豊川中・蒲郡ＬＣから数名）参加、豊橋で路面

電車に乗り、ビｰル電車を楽しみました。９月は１７名参加して、蒲郡

クラッシックホテルでの月が見えない観月会、１０月・１１月は松寿司、

福善で美味しい料理をつまみに、話が弾みました。１２月はホテル竹

島で忘年会、１月は松風園にて新年会で盛り上がりました。２月は

４夫婦が参加しての二泊

三の丸で美味しい蕎麦を食べ、４月は神倉公園で観桜会を行い、５月は反省会をピングイ－ノ（Ｌ山本

の店）でイタリア料理をつまみにワインを沢山頂きました。６月は放談部会の例会担当でＬ鈴木孟の妻

八重子さんにスピ－チをお願いしました。

一年間、休みなく行いましたが、多数の参加、誠に有り難うございました。
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三の丸で美味しい蕎麦を食べ、４月は神倉公園で観桜会を行い、５月は反省会をピングイ－ノ（Ｌ山本

の店）でイタリア料理をつまみにワインを沢山頂きました。６月は放談部会の例会担当でＬ鈴木孟の妻

一年間、休みなく行いましたが、多数の参加、誠に有り難うございました。

三の丸で美味しい蕎麦を食べ、４月は神倉公園で観桜会を行い、５月は反省会をピングイ－ノ（Ｌ山本

の店）でイタリア料理をつまみにワインを沢山頂きました。６月は放談部会の例会担当でＬ鈴木孟の妻

一年間、休みなく行いましたが、多数の参加、誠に有り難うございました。 

放談部会長

三の丸で美味しい蕎麦を食べ、４月は神倉公園で観桜会を行い、５月は反省会をピングイ－ノ（Ｌ山本

の店）でイタリア料理をつまみにワインを沢山頂きました。６月は放談部会の例会担当でＬ鈴木孟の妻

放談部会長 Ｌ夏目憲行

三の丸で美味しい蕎麦を食べ、４月は神倉公園で観桜会を行い、５月は反省会をピングイ－ノ（Ｌ山本

の店）でイタリア料理をつまみにワインを沢山頂きました。６月は放談部会の例会担当でＬ鈴木孟の妻 

Ｌ夏目憲行 
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   ● ７月２７日

   ● １１月１６日

   ● １

   ● ４月３０日

   ● ６月９日より１３日まで沖縄久米島にてマグロ釣り

 

 

 今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした

島ではマグロを３人で１２匹釣り上げ満足な最後でした。

趣味部会活動報告

７月２７日 東幡豆漁港を出航し佐久島、福江あたりでマンガ

１１月１６日 東幡豆港にてハゼ釣り大会

１2 月４日 日間賀島にてフグ料理を食べよう

４月３０日 うさぎ島で潮干狩り

６月９日より１３日まで沖縄久米島にてマグロ釣り

今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした

島ではマグロを３人で１２匹釣り上げ満足な最後でした。

趣味部会活動報告

釣り

東幡豆漁港を出航し佐久島、福江あたりでマンガ

東幡豆港にてハゼ釣り大会

日間賀島にてフグ料理を食べよう

うさぎ島で潮干狩り

６月９日より１３日まで沖縄久米島にてマグロ釣り

今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした

島ではマグロを３人で１２匹釣り上げ満足な最後でした。

趣味部会活動報告 

釣り部会

東幡豆漁港を出航し佐久島、福江あたりでマンガ

東幡豆港にてハゼ釣り大会

日間賀島にてフグ料理を食べよう

うさぎ島で潮干狩り               

６月９日より１３日まで沖縄久米島にてマグロ釣り

今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした

島ではマグロを３人で１２匹釣り上げ満足な最後でした。

 

部会 

東幡豆漁港を出航し佐久島、福江あたりでマンガ

東幡豆港にてハゼ釣り大会            

日間賀島にてフグ料理を食べよう        

               

６月９日より１３日まで沖縄久米島にてマグロ釣り     

今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした

島ではマグロを３人で１２匹釣り上げ満足な最後でした。  

東幡豆漁港を出航し佐久島、福江あたりでマンガン

            ７名 

        １０名

                     ８名

        ３名

今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした

 

GAMAGORI MARINE LIONS 

ン漁 ９名 

 

１０名 

８名 

３名 

今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした

釣り部会長

GAMAGORI MARINE LIONS 

今年度は夏、冬は休会をして釣りを楽しみましたが、いづれも不発に終わり残念な１年でした。しかし久米

釣り部会長 Ｌ小田倉平

GAMAGORI MARINE LIONS 

。しかし久米

Ｌ小田倉平 
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 蒲郡マリンＬＣと飯田赤

石ＬＣとの姉妹提携２５

周年記念合同例会が、

平成２９年８月２３日

長野県の昼神

湯元ホテル阿智川にて

行われました。従来、この

時期開催される家族旅

行を、この例会参加とし、

一泊二日の行程で実施されました。

 毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

親会も盛大に催されました。

  

特別活動報告

姉妹クラブ締結２５周年記念訪問

蒲郡マリンＬＣと飯田赤

石ＬＣとの姉妹提携２５

周年記念合同例会が、

平成２９年８月２３日

長野県の昼神温泉内

湯元ホテル阿智川にて

行われました。従来、この

時期開催される家族旅

行を、この例会参加とし、

一泊二日の行程で実施されました。

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

親会も盛大に催されました。

特別活動報告 

姉妹クラブ締結２５周年記念訪問

蒲郡マリンＬＣと飯田赤

石ＬＣとの姉妹提携２５

周年記念合同例会が、

平成２９年８月２３日(水)

温泉内

湯元ホテル阿智川にて

行われました。従来、この

時期開催される家族旅

行を、この例会参加とし、

一泊二日の行程で実施されました。

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

親会も盛大に催されました。 

 

姉妹クラブ締結２５周年記念訪問

一泊二日の行程で実施されました。 

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

姉妹クラブ締結２５周年記念訪問

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

姉妹提携

姉妹クラブ締結２５周年記念訪問

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

姉妹提携委員会

姉妹クラブ締結２５周年記念訪問

GAMAGORI MARINE LIONS 

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

委員会 委員長

姉妹クラブ締結２５周年記念訪問 

GAMAGORI MARINE LIONS 

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

委員長 Ｌ鈴木俊一

GAMAGORI MARINE LIONS CLUB 

毎年、蒲郡マリンＬＣ主催の蒲郡花火の宴席、及びマンガン船招待、飯田赤石ＬＣ主催のチャリティ

ーゴルフ大会等、相互の交流は継続しており、フレンドシップに満ちた笑顔で挨拶が交わされました。懇

鈴木俊一 
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