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２月 １日（土）定例理事会 

場 所：木村オフィス ９：３０～ 

出席者：L 木村・L 石原・L 杉浦・L 横尾・L 山本 

委任状：L 栗山・L 吉田・L 川島・L 小関・L 松原・L 和田・L 畠山・L 橋本 

2 月 ３日（月）第１例会          １９：００ノブレス・オブリージュ 

      次期役員指名会 

       司 会 ライオン・テーマー   Ｌ畠山 一弘 

１．開会ゴング（全員起立）              会 長             Ｌ杉浦 治夫     

２．国歌君が代及びライオンズ・ヒム斉唱                        全    員 

３．会長スローガン唱和                                全    員 

４．会長挨拶                     会 長             Ｌ杉浦 治夫 

５．理事会及び幹事報告                副幹事             Ｌ渡辺 俊雄 

１．テール・ツイスタータイム             テール・ツイスター       Ｌ橋本  淳 

２．出席率の発表                   会員・会則副委員長       Ｌ篠木 光子 

３．会計報告                     会 計             Ｌ横尾 好永 

４．また会う日まで                                  全    員 

５．閉会ゴング                    会 長             Ｌ杉浦 治夫 

 

☆おめでとうございます☆ 

誕 生 日       Ｌ小関 勝紀  Ｌ望月 良一  Ｌ堤  昌也 

結婚記念日       Ｌ北野 勝利 

 
 

嬉しいお知らせ‼ 

昨年の 11 月 1 日に柏さくらライオンズクラブのアクティビティ（支援事業）の一環として、毎年福祉施設 輝陽
園様  へご寄付をさせて頂いております。 

 輝陽園様はこの支援金から毎年約 1 万枚の「マスク」を購入しています。 

「施設の運営上マスクは大量に必要であり、この度のコロナウィルスによるマスク不足は深刻な問題となるとこ
ろでしたが、11 月に購入してあったことで助かりました」と横尾好永理事⻑からお礼の連絡がありました。 

写真はマスクの入った段ボール 4 箱です。手前味噌ですが嬉しく掲載させて頂きました。 
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2 月 ８日（土）ＧＳＴ・ＦＷＴ・ＬＣＩＦ研修会「奉仕に力を」 
場 所：千葉県経営者会館 受付１３：００〜 研修会１３：３０〜 
出席者：L 木村・L 石原・L 杉浦・L 横尾・L 篠木 

 
ライオンズクラブ国際協会 333-C 地区 
GST  FWT  LCIF 研修会 「奉仕の力」 
・地区 GST 副コーディネーター Ｌ太田豊久より「新しい奉仕へのチャレンジ」として本日の主旨説明。 
・ＧＡＴエリアリーダー Ｌ⻑澤千鶴⼦より「奉仕の力」と題し 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を振り返り 

奉仕活動の重要性の説明。 
 ヘアードネーションや⼦ども食堂等の女性ならではの発想力を生かし、新しい奉仕への取り組みを披露。 
 新しい風と新しい会員の力を増やそうと力説。素晴らしいお話。 
・千葉骨髄バンク推進連絡会 会⻑梅田正造様より「白血病の治療と現状 骨髄バンクにご登録のお願い」に 

ついて説明。 
 千葉県の市町村の骨髄バンク・ドナー休暇制度創設の現状は約 70% 
 私も最も早くこの制度創設に取り組み柏市は昨年度より制定しました。 
 〈ドナー登録のご協力をお願い致します〉 
 会の運営は会員の会費や募金による。 
・地区献血・献眼推進・糖尿病教育委員⻑ Ｌ太田豊久より「糖尿病について」の説明。 
 糖尿病の取り組みは遅れている現状から、今一度各クラブで活動の見直しに考えて頂きたいと。 
 ヘアードネーションと小児癌について。小児がんは増加傾向にあり各クラブで検討を依頼。 
 《ウォーカソンの取り組みの協力》 
第二部 
・333-C 複合地区 GLT コーディネーター 地区名誉顧問 元地区ガバナー Ｌ松本宰史によるライオンズ 

クラブとはとクイズ形式で説明。 
・LCIF 地区キャンペーンコーディネーターＬ飯塚丈夫より「LCIF」についてビデオで説明。 
 ライオンズは１０億ドルの寄付をおこなってきた。使われ方は、小児がんのゲノム解析、カナダの森林火災 

支援、アメリカで糖尿病予防の支援、イタリアでは地震後の援助、インドでは障害者支援、南アフリカでは 
河川網膜症支援、中国では包括的持続可能な眼科医療システムの支援等々、ライオンズクラブは支援事業を 
展している。 

 日本にも様々な災害時に支援金４０億円を頂いている。 
 奉仕は小さな力でも合わせて、大きな力に‼ 
・第一副地区ガバナーＬ岩沼忠伺の総評。 
 奉仕の力を確認して終了。 
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2 月 ９日（日）柏さくらＬＣ 愛の献血柏推進協議会 単独献血キャンペーン 

場 所：柏駅東口周辺 午前 ９：４５〜１２：００ 
                 午後１３：００〜１６：３０ 

出席者：＜終 日＞L 木村・L 吉田・L 横尾・L 篠木 
   ＜午 前 の み＞L 栗山・L 川島・L 渡辺・L 木村（典）・L 栗山（多） 

          ＜午 後 の み＞L 石原・L 北野 
 
 柏駅東口献血ルーム前歩行者天国にて、10 時〜16 時迄実施 
午前中は穏やかな暖かい中であったが、午後からは風が吹く中で寒い中での献血キャンペーンになりました。 
皆様お疲れ様でした。 
 

 
 
 
 

献血への御協力ありがとうございました。 
 
 
２月１３日（木）薬物乱用防止教室：柏ＬＣ主催（小幡・丹羽ＺＣより参加要請） 

場 所：柏市立田中小学校 １３：４０〜１５：１５ 
（参加希望者は１２：３０家庭科室集合） 

参 加：当クラブからは L 杉浦・L 吉田が参加 
対 象：6 年生  （5 時限 6 時限） 

薬物乱用防止の DVD 鑑賞し乱用する危険度の理解を深めた。 
続いて、「ダメ！ゼッタイ」の大声をクラス対抗で実施。 
各クラス 100dB 以上で最大は 118dB の大きな声が発せられた。 
 
その後クラブ会員、小学校教諭、秋山柏市⻑で⾝近な危険性を寸劇で披露。 
私は先輩浜田役、秋山柏市⻑は警察官役、教諭は女⼦学生ミホ役等、約 10 名で役割を割り振り 
実際にあったこと 2 話演じた。 
槇原敬之歌手が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕の速報が入りました。 
一度手を出すと簡単にはヤメラレナイ！悲しい。 
⼦供たちが薬物などで人生を破滅されないよう切に願う 

 受付 ２００㎖ ４００㎖ 成分 不採血 
柏駅東口 １１０名 ０名 ５５名 ４９名 ６名 
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「ダメ！ゼッタイ」  「ダメ！ゼッタイ」 

 

 

 
 

 

２月１７日（月）薬物乱用防止教室：我孫⼦ＬＣ主催（小幡・丹羽ＺＣより参加要請） 
場 所：我孫⼦市立根⼾小学校 １０：３５〜１１：１０ 
対 象：6 年生  （3 時限目） 当クラブからは杉浦参加 
薬物乱用防止の DVD は逮捕者・摘発が増加している大麻を中心としたＤＶＤを鑑賞。 

寸劇も 3 パターンが行われ、薬物乱用防止の理解が深まったようです。 

  
 
 
2 月１７日（月）全日本ＦＷＴセミナー 
        場 所：山野ホール（代々木山野愛⼦美容専門学校 地下） 
            受付１２：００〜 セミナー１３：００〜１６：００ 
        出席者：L 木村・L 吉田・L 横尾・L 渡辺・L 篠木・L 木村（典） 

ライオンズクラブ国際協会 
2019ー2020 年度 GAT 全日本 FWT セミナー 
FWT チーフＬ小川晶⼦の司会進行。 
開会に際しグドラン前国際会⻑、山田元国際会⻑より開催祝辞のビデオメッセージ。 
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特別講演 

作家 小松成美氏 

「今を生きる輝く女性たち 

〜チームワーク・リーダーシップ・⾃⼰研鑽の視点から〜」 

サスティナビリティ sustainably 

広く環境・社会・経済の 3 つの観点からこの世の中を持続可能にしていくという考え方。 

女性だから示せる才能と思考がある 

共感生 

柔軟性 

独⾃性 

小松茂美氏が取材した方々の紹介 

 アスリート石川佳純さんは 14 歳の時から出会いであった。「苦し練習もあったでしょう」の問いに、 

石川さんは「学び、⾝につける努力こそ、たのしさ」であるとの答えが返ってきたと紹介 

 森光⼦さんの取材からは 生きる気迫を漲らせ、どんな苦境でも諦めずに前進するのです。と「全⾝女優」と
は気構えは４０歳までの売れない時代を見据えて苦境からの魂の言葉である。 

 オノ・ヨーコさんからは私たちの生活のあらゆる瞬間は、やり過ごすものではなく、楽しむべき奇跡よ。と誰
かを恨むこともなく感謝して生きている。とビートルズの解散のバッシングもジョンレノンの死も平和への願い
とともに貫いた人物像を紹介された。 

 緒方貞⼦さん この世界で、人の命以上に大切ものがあるでしょうか。と紛争地では小さな巨人と言われ小さ
なこどもや弱い人々のために行動した。誰もが知る小さな巨人の言葉はライオンズの肝にしっかりと刻み忘れ去
ってはならない。 

 浜崎あゆみさんから、いくつになっても、なにがおこっても、私はステージに立ち歌い続ける。と 

皆様も信念を持ってやり続けてください。と締め括りました。 

 

休憩の後 

  パネルデスカッション「5 年間の歩み」 

・・・2016 年 7 月 12 日発第 5 会則地区副リーダーＬ⻑澤千鶴⼦・・・ 

コーディネーター GAT エリアリーダー Ｌ⻑澤千鶴⼦ 

ゲストコメンテーター石田純一氏 
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重点施策 FWT の展開‼4 つの目標‼ 

 

・優れた奉仕を通して行う会員増強 

（奉仕活動参加促進） 

 

・家族と共に奉仕の拡大 

（家族会員の増強） 

 

・4 人に 1 人は女性会員  4 年に 1 度は女性ガバナー誕生（女性会員の確立、女性リーダーの育成） 

MD337 Ｌ吉村千鶴⼦から 5 名の女性ガバナーを輩出した事情を、信念を持ち女性ならではの感性と、九州男児
の優しさがあったのではと。 

MD334 Ｌ村木峰⼦ 達成できない現実を、切々と訴え協力を求めた。 

MD336 Ｌ有本みどり 課題解決にプラス思考で取り組むと。 

 

・支部クラブ結成目標 クラブが１つの支部作り 

リジョンに一つは支部作りをと 

MD333 Ｌ伊藤和⼦  研修会の分科会を通し支部作りに精一杯頑張ります。 

MD335 Ｌ笹部美千代支部を作って終わりではなく、継続する為にガバナーの協力をお願い致します。 

石田純一氏からは 

女性の活動に敬意を表すると共に益々の活動を、また応援して参ります。 

 

講演 

「⼦どもの貧困」 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付け⼦どもの貧困対策担当 

高齢社会政策担当総合調整担当参事官  牧野利香氏 

ひとり親世帯の⼦供 189 万人 20 歳未満の⼦供の一割、で頼れる人がいない現状がある。この貧困は次世代に連
鎖しており、経済的な困窮にとどまらず、生活習慣、健康管理、学習意欲、⾃⼰肯定感等の影響を及ぼしている。 

 

企業の協力の元「⼦供の未来応援基金事業」を実施されている。 

・⼦どものみらい古本基金 

・ライオンズクラブの皆様には募金場の設置 

・寄付型の⾃動販売機の設置 

⼦供の貧困問題に社会全体で取り組むために、ライオンズクラブに期待しております。 
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「ヘアードネーションからの医療用ウィングの製作とプロセスと⼦供たちにわたるまで」 

株式会社グローウィング 代表取締役 堀江 貴嘉氏 

つな髪 

寄付された髪を様々なウィングに加工され、必要とする⼦どもにプレゼントされている。 

想いをつなげ 

髪になやみをもつかたが 

⾃分らしく生きられる社会づくりを。 

 

受け取られた方々の感謝の声を紹介。 

 
ヘアードネーションのご協力を、宜しくお願い致します。 

 

ライオンズはいつも楽しく笑顔を絶やさず 
今回のセミナーは盛りだくさんで有意義な研修となりました。 
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柏さくらライオンズクラブ 第６５0 回例会 

２０２０年 2 月１７日（月）第２例会               １９：００ノブレス・オブリージュ 

       司 会 前会長         Ｌ川島 大典 

１．開会ゴング（全員起立）              会 長             Ｌ杉浦 治夫     

２．国歌君が代及びライオンズ・ヒム斉唱                        全    員 

３．会長スローガン唱和                                全    員 

４．会長挨拶                     会 長             Ｌ杉浦 治夫 

５．理事会及び幹事報告                幹 事             Ｌ吉田  進 

１．テール・ツイスタータイム             テール・ツイスター       Ｌ橋本  淳 

２．出席率の発表                   会員・会則副委員長       Ｌ篠木 光子 

３．会計報告                     会 計             Ｌ横尾 好永 

４．また会う日まで                                  全    員 

５．閉会ゴング                    会 長             Ｌ杉浦 治夫 

 

次期役員選挙会 

次期役員予定者 

会長 L 吉田進、第１副会長・幹事 L 横尾好永、会計 L 渡辺俊雄、会員会則委員長 L 畠山一弘 

        

 
 
２月１８日(火) 
酒井根中学校吹奏楽部保護者会山野代表に支援金を寄贈。 
酒井根中学校は連続して全国大会金賞を受賞しています。柏さくら LC から L 杉浦 L 吉田が伺いました。 
此は⻘少年健全育成活動の一環として毎年助成させて頂いているものです。 
⼦供たちの誰もが輝ける環境をと願って今後もできうる限り継続をと考えています。 

  

様々な課題やゲームを考えて喜ばせる L 橋本淳 
今日は二班に分かれピンポンをカップに入れるゲーム 

負けチームはファインを宜しくと・・。 
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＊中国武漢発生の新型コロナウィルスが国内でも患者が発生し死亡者も。 
感染の危険性からイベント中止が多くなる。 

 

 

２月２２日（土）第３回キャビネット会議（１３：３０～）及び運営予備会議（１０：００～） 

      場 所：カンデオホテルズ千葉  

      出席者：L 石原・L 栗山（キャビネット会議より） 

        

ライオンズクラブ国際協会 333-C 地区  

次期第二副地区ガバナー立候補者立会演説会 

候補医者：L 髙橋順之（松戸グリーン LC） 

応援演説：L 柿沼由美子（ゾーン・チェアパーソン） 

      時 間：受付１２：００～ 立会演説会１２：４５～１３：１５ 

出席者：L 石原・L 栗山・L 杉浦・L 横尾・L 篠木・L 吉田 
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岩沼第一副地区ガバナーの挨拶にて開始 

応援スピーチを所属ホストゾーン・チェアパーソン 2R1Ｚ松⼾中央 LC  Ｌ柿沼由美⼦からＬ髙橋順之候補者
の人となりをご披露。 

最も感動したことの問いに、Ｌ髙橋順之は⼦供が産まれた朝の光の景色、と答えたそうです。 

家族を築く日々の出来事を交え素直に生き、此れからの LC に必要であると。締め括った。 

候補者演説 

・環境 

 地球温暖化等により昨年は千葉県でも台風の被害があり、また CO2 削減は利害関係のない LC ならではの 

取り組みができる。 

・児童虐待 

 LC として SOS を受け止める関係はできないか。知恵を出していきたい。 

・⻘年に 

 学生にプレゼンテーションの必要な時代 

 コミュニケーション能力を高めるために如何するか 

 以上の三点を皆様の意見を聞いて取り組みたい。 

 奉仕だけではなく楽しむことも大事だと考える。と表明した。 

髙橋順之Ｌ 柿沼由美⼦Ｌお二人とも素晴らしい演説でした。 

世界的規模を誇る LC も若い人たちの新鮮な感覚で運営し、より良い社会を目指す働きに参加を期待します。 

  

 

 

２月２３日（日） は〜とふる�はんど第 19 回公演 
「幸せのいれもの」 
監修：石井ふく⼦氏 
作：菊村禮氏 
演出：山辺ユリコ氏 
会場：三越劇場 
ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区 2R-1Z  ・東京メディカル LC Ｌ小林眞理⼦のお誘いが有り伺いました。 
参加者：L 横尾・L 篠木・L 吉田 
は〜とふる�はんど主宰山辺ユリコ 
「眼が見えないのは、耳が不⾃由なのは、不便であっても決して不幸ではない」 
 ろう者とプロの俳優で手話の舞台公演 
盲導犬スカイ（来年に盲導犬としては引退）と櫻井ようこさん（盲ろう者）夫役蒼井達也（故大川橋蔵さんの息
⼦丹羽貞仁）さんを取りまくお話。 
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あなたの“心"は感謝の想いでいっぱいになっていますか？ 

“心"は、幸せのいれものなんです！ 

幸せは、素敵な居場所を探しています。 

素晴らしい言葉が後から後から湧いてくる心温まる時を過ごさせて頂きました。 

 
LC は三重苦であったヘレン・ケラーの関わり等もあり LC の原点を示すような劇です。 

 
 
2 月 27 日 (木) 薬物乱用防止教室 
柏市立柏第一小学校約 120 名の児童を対象に 
薬物乱用は 
「ダメ。ゼッタイ。」 
柏ライオンズ LC 主催 
協力：柏中央 LC  柏悠遊 LC  柏さくら LC（L 杉浦・L 吉田参加） 
小澤柏ライオンズ LC 会⻑のご挨拶の後 DVD の視聴。 
コカイン、MDMA、アヘン系、有機溶剤、向精神薬、大麻、LSD、違法ドラック等の説明。 
どんな誘いにも、キッパリとことわろう。 
 
「ダメ。ゼッタイ」の大声大会 
1 組 108.8 ㏈  3 組   118.4 ㏈ 
2 組 108.4 ㏈  4 組   116.0 ㏈ 
 
続いて寸劇を。２話。先生も参加です。私は気の弱い田中君役。 
１先輩の脅す言葉にのらない強い心をと。 
１話は実際にあったお話で、繁華街で覚醒剤を勧められるままに使用し、警察に留置された。 
 
終了後に萩原Ｌから 3 つの大事なお話をされた。 

 1. 皆さんは街の宝物です 

 2. 薬物乱用の行き着く先は？精神病院、刑務所、そして死ですよ。 

 3. 薬物への誘いは勇気を持って断る。絶対やらないでください。 

「皆さんは街の宝物です」 

繰り返し繰り返し心からの言葉を伝えていました。 

薬物乱用は 

ダメ。ゼッタイ。 
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2 月２８日（金）第 3 回ガバナー諮問委員会 

      場 所：ザ・クレストホテル柏 受付１８：００～開会１８：３０～ 

      出席者：L 石原・L 栗山・L 杉浦・L 吉田・L 横尾 

ゾーン・チェアパーソン L 小幡和男・L 丹羽信敬の挨拶 

第３回キャビネット会議報告 

・次期第二副地区ガバナー立候補者は１名で、L 髙橋順之（松戸グリーン LC）を推薦。 

    ・次期キャビネット活動準備金として２００万円前渡し。 

    ・次期地区年次大会 

日時：２０２１年４月２５日（日） 

      場所：ホテルニューオータニ幕張 

    ・次年度ガバナースローガン 

        守 伝 創 新  伝統に誇りを！挑戦無くしてチャンスなし！ 

・第２副地区ガバナー立候補者の立会演説会は一人であっても年度の３月２０日迄に必ず 

     実施等の規約改正 

・次期キャビネット構成員について報告依頼 

・第４回ガバナー諮問委員会並びに新旧役員交代会について 

日時：２０２０年６月１１日（木） 

場所：ザ・クレストホテル柏 

  



柏さくらライオンズクラブ  2019-2020 年度 2 月活動報告 

13 
 

 

２月２８日（金）柏市国際交流協会懇親会 

      場 所：パレット柏・多目的室Ａ ＊欠席にて連絡済 

 

2 月２９日（土）柏創生ＬＣ ＣＮ１０周年記念式典 

      場 所：柏ハート迎賓館 

受付１７：３０～ 式典１８：００～ 祝宴１９：１５～ 

（新型コロナウィルス感染等の恐れから中止） 

 

 

【予定事項】 

３月 ２日（月）第１例会          １９：００ノブレス・オブリージュ 

３月 ７日（土）平和ポスター・コンテスト 会長名記念品（世界時計）贈呈式 

場 所：木村オフィス １０：３０～ ➡変更しました。 

  杉浦会長及び石原が宮川さん宅を訪問し、会長賞及び記念品を手渡し。 

3 月 ８日（日）「千葉県献血推進強調月間」における献血合同キャンペーン 

      場 所：柏駅東口ダブルデッキ上 ➡中止になりました。 

３月１０日（火）第 3 回ＺＣ・正副委員長会議 

      場 所：千葉県経営者会館 ➡中止になりました。 

３月１６日（月）第４１回柏市民チャリティーゴルフ大会 柏ＬＣ主催 

      場 所：我孫子ゴルフ倶楽部 ➡中止になりました。 

3 月１６日（月）第 2 例会         １９：００ノブレス・オブリージュ 

３月２３日（月）第３９回チャリティーゴルフ大会 柏沼南ＬＣ主催 

      場 所：藤ヶ谷カントリークラブ 

      参加費：２３,２７０円（内５,０００円はクラブ負担） 

      参加者：杉浦・松原・岡田・山本 

3 月２７日（金）会員維持研修会 

場 所：千葉県経営者会館 ➡中止になりました。 

３月２９日（日）第７回チャリティーお茶会 柏悠遊ＬＣ主催 

      場 所：柏泉亭（あけぼの山公園茶室）１０：００～１５：００ 

      参加費：３,０００円（個人負担） ＊返信期限３月１３日（金） 

      参加者：  ・  ・  ・  ・ 

３月２９日（日）酒井根中学校スプリングコンサート２０２０・第１８回定期演奏会 

      場 所：柏市民文化会館 大ホール  開場１５：４５～ 開演１６：３０～ 

      参加者：  ・  ・  ・  ・ ＊返信期限３月１５日（日） 

４月 １日（水）令和２年度いずみ園新利用者を迎える会＜予定＞ 

４月 ６日（月）第１例会          １９：００ノブレス・オブリージュ 

◎次期会長予定者スローガン発表 

◎次期委員会組織発表 
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４月１２日（日）柏グリーンＬＣ結成４０周年・レオ結成３０周年合同記念式典 

      場 所：ザ・クレストホテル柏  

受付１０：３０～ 式典１１：００～ 祝宴１２：３０～ 

      登録料：１２,０００円（内５,０００円はクラブ負担） 

              出席者：木村・石原・栗山・川島・吉田・渡辺 

４月１８日（土）～１９日（日）第６６回地区年次大会 

      ＜第２４回レオ地区年次大会＞ 

１８日（土） 受 付：１５：３０～ 大会１６：３０～ 

      於：勝浦ホテル三日月 登録料：無料 

      出席者：木村（英）・石原・栗山・杉浦・吉田・横尾・渡辺・篠木・木村（典）・栗山（多） 

＜前夜祭＞１８日（土） 受 付：１８：００～ 開演１９：００～ 

於：勝浦ホテル三日月 

      登録料：１０,０００円（内５,０００円はクラブ負担・家族会員は実費負担） 

      出席者：木村（英）・石原・栗山・杉浦・吉田・横尾・渡辺・篠木・木村（典）・栗山（多） 

＜年 次 大 会＞１９日（日） 代議員受付 ９：１５～ 代議員投票 ９：１５～ ９：５０ 

       一 般 受 付１０：００～ 代議員総会１０：００～１０：５０ 

       記念コンサート １１：００～１２：１０ 

       大 会 式 典１３：３０～１５：００  

＊年次大会登録：２２名（内 代議員登録：５名木村（英）・石原・栗山・杉浦・吉田） 

       於：勝浦市芸術文化交流センター 

       登録料：３,０００円（クラブ負担） 

       ＜宿泊について＞勝浦ホテル三日月 

 1 人使用 ２０,０００円／１室 

◆部屋タイプ 2 人使用  ８,０００円／１人 

 ４から５人使用  ５,０００円／１人 

       ＊１泊朝食付き、税、サービス料込 

 登録締切：３月 ３日（火）   振込期限：３月１３日（金） 

 4 月２０日（月）第２例会         １９：００ノブレス・オブリージュ 

４月２０日（月）第２６回チャリティーゴルフ大会 柏中央ＬＣ主催 

      場 所：藤ヶ谷カントリークラブ 

      登録料：２１,２７０円（内５,０００円はクラブ負担） 

      参加者：松原・田中・北野    ＊返信期限３月１３日（金） 

４月２１日（火）第２６回チャリティーゴルフ大会 船橋北ＬＣ主催 

      場 所：泉カントリー倶楽部 

      登録料：２２,０００円（内５,０００円はクラブ負担） 

      参加者：杉浦・山本       ＊返信期限３月３０日（月） 

５月１１日（月）第１例会          １９：００ノブレスオブリージュ 

５月１７日（日）第２２回増尾のもりでいっしょにあそぼう（雨天中止） 

      場 所：増尾城址総合公園 ＊詳細後日 
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５月２３日（土）～２４日（日）３３３複合地区第６６回年次大会 

      場 所：新潟市民芸術文化会館 ＊詳細後日 

５月２５日（月）第２例会         １９：００ノブレス・オブリージュ 

５月２５日（月）第３５回チャリティーゴルフ大会 柏オークＬＣ主催 

      場 所：筑波カントリークラブ 

      登録料：２１,０００円（内５,０００円はクラブ負担） 

      参加者：            ＊返信期限４月２０日（月） 

 

【次年度について】 

柏さくらＬＣ主催 第２８回チャリティーゴルフ大会の日程が下記のように決まりました。 

日 時：２０２０年１０月７日（水） 

         場 所：ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 

詳細は２０２０年７月１日（水）付で発信予定です。ご協力をお願い致します。 

 

次年度ガバナースローガン  

守 伝 創 新 

伝統に誇りを！挑戦なくしてチャンスなし！ 

 

４月２６日（日）次期地区コーディネーター予定者 

次期地区委員長・副委員長予定者研修会 

場 所：千葉県経営者会館 

５月１６日（土）～１７日（日）次期ゾーン・チェアパーソン予定者研修会 

場 所：ポートプラザ千葉 

５月３１日（日）次期キャビネット構成員等研修会 

場 所：カンデオホテルズ千葉 

６月１４日（日）次期クラブ三役研修会 

場 所：カンデオホテルズ千葉 


