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　私達新城ライオンズクラブは、1960年９月27日豊橋南

ラインオズクラブ様のスポンサーにより結成されました、

日本で202番目、334－Ａ地区で14番目のクラブとして誕

生致しました。

　お蔭をもちまして本年でめたく半世紀を超えCN55周年

を迎える事が出来、会員一同喜びに堪えない所でございま

す。此れもひとえに地区役員様を始め、スポンサークラブ

様ブラザーズクラブ様のご指導と友情の賜物と深く感謝申

し上げます。

　此れまで新城ライオンズの歩みを振り返れば、多くの先

輩諸兄が築き上げて来られた地域の歴史と伝統に根差した、

数々の奉仕活動に支えられて、本日私たちがCN55年の慶

びの日を迎える事に就きましても心より感謝申し上げます。

　当地域では皆様ご案内の様に２月13日に、新東名引佐ジ

ャンクションから豊田東ジャンクションの間55㎞が開通さ

れ新城 IC、長篠設楽ヶ原PAが供用と成りました事に伴い、

人・物・金・情報の交流が活発となり、この地域ならでは

の特質を生かした発展が期待される所であります、そうし

た環境の変化、新しい時代に求められる奉仕活動の有り方

に就きましても、変わりゆく環境を敏感に察知しクラブの

奉仕活動実態も緩やかではありますが、現在のニーズにマ

ッチしたものに形を変えて行く事が求められていると思い

ます。

　本年の新城ライオンズクラブの重点事業は『青少年の健

やかな成長を願う』として新城市教育委員会様の格別なお

力添えの基、新城市内中学生一・二年生900名に加え教職

員40名の方に、元中日ドラゴンズの山﨑武司氏を講師にお

招きし講演会を開催致しました。講演の内容は挫折を乗り

越え野球を通じ少年少女に将来の夢や希望を育むもので、

大変アットホームな雰囲気の中、聴講の生徒さんも盛り上

がり有意義な講演会と成りました。

　今後とも私達新城ライオンズクラブは、地区役員様・ス

ポンサークラブ様・２Ｚのブラザーズクラブ様のご指導ご

鞭撻を賜りこの地域に準拠した奉仕活動を展開してまいり

ます。

　終わりに本日ご多用の中ご臨席賜りました、ご来賓の皆

様に心より御礼申し上げCN55周年にあたってのご挨拶と

致します。

新城ライオンズクラブ

会長　Ｌ佐津川勝利

ご　挨　拶

55th Anniversary
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　　本日新城ライオンズクラブＣＮ55周年記念式典を開催す

るにあたり、元ガバナーＬ杉浦均をはじめ各ゾーンチェア

パーソン、ブラザークラブの三役のライオンをお迎えし、

更に地元新城市長穂積亮次様のご臨席を仰ぎ厳粛に式典を

挙行することが出来ます事をまずもって御礼申し上げます。

新城ライオンズクラブは1960年９月27日に結成し、1961

年３月26日に認証を受けました。以来会員一同心を合わせ、

地域に密着したアクティビティに精進して参りました。2011

年３月11日に発生した東日本大震災より五年が経過致しま

した。当時私共新城ライオンズクラブは50周年記念式典を

目前にしての大災害を目のあたりにして、どの様に対処し

たものかと考えあぐねた事でした。結果私共の式典を50周

年として行ったのみにて祝宴は取り止め、その経費をキャ

ビネットを通じて救援費用として醵出致しました。以来早

くも月日は流れ、数々のアクティビティに取り組み今年度

の記念事業として中学生千人を集めての大講演会を行いま

した。中日ドラゴンズＯＢ野球評論家の山﨑武司氏の「挫折

を乗り越えて」の講演の後の質疑応答、ステージでの中学球

児の実技でバットスイング迄行われました。ご協力をいた

だいた教育委員会をはじめ先生方に感謝申し上げます。本

日は折角の機会ですのでごゆっくりと語り合い友情を確か

め合って下さいますようお願い申し上げ、歓迎の挨拶と致

します。

新城ライオンズクラブ

CN55周年式典委員長

Ｌ片桐　幸信

歓迎の挨拶
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　新城ライオンズクラブチャーターナイト55周年、誠にお

めでとうございます。

　貴クラブは、昭和35年９月に結成され、昭和36年３月に

国際協会の一員として認証され55年もの永きにわたり、地

域社会のために地に足をしっかりつけた地道な活動を継続

されてきました。

　小・中学生に対する薬物乱用防止教室や献血会場におけ

る献血活動促進活動など、青少年の健全育成活動や五献推

進活動も活発に続けられてきました。その他にも大島ダム

周辺への植樹や各地域での清掃活動、また各会員の職業や

特技を活かしたボランティア活動など幅広く、行政では手

の届かないところで活動されてきました。本当に頭の下が

る思いであります。これからも引き続き活発な活動をお願

いしたいと存じます。

　さて、昨年は、３市町村が合併し「新・新城市」が誕生し

て10周年の記念すべき年を迎え、これを祝う様々なイベン

トが市内で開催されました。

　中でも、10月３日開催の「新城市合併市制10周年記念式

典」では、市内の中学生・高校生による吹奏楽の演奏、ダン

スグループとのコラボが披露されました。会場全体がひと

つになった感動的な式典を市民の皆さんとともに祝うこと

ができ、将来を担う若者のパワーをあらためて強く実感し

た一日でありました。

　また、今年２月13日には念願でありました『新東名高速

道路』の浜松いなさJCTから豊田東JCTまでの55㎞が開通

しました。

　今後、間違いなく『人』や『モノ』の流れが大きく変わって

いく“新東名時代”の到来にあって新城インターチェンジは、

地方創生への期待と希望に満ち溢れた東三河地域の重要な

玄関口となります。

　また、今回の新東名高速道路の開通と三遠南信自動車道

の延伸も含め、日本の大動脈が新城市内を東西南北に伸び

ることになります。経済圏域の拡充が大幅に期待されるこ

とから、これからの新城・奥三河の未来は大きく開けてま

いります。

　さらに、これまでの様々な事業を着実に展開することで

“世代のリレーができるまち”づくりに一意専心で確実に進

んで参りたいと思っています。

　これまでの脈々と築き上げてきた“人や物のつながり”を

大切にするとともに、これからの“新しいつながり”に期待

しつつ、新城市政に『全力疾走』していきます。

　結びに、新城ライオンンズクラブのますますの繁栄をご

祈念しましてお祝いの言葉といたします。

　平成28年３月16日

新城市長

穂 積 亮 次　様

祝　辞

55th Anniversary
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新城ライオンズクラブCN55周年記念式典　来賓ご芳名

穂　積　亮　次　 様新城市長

Ｌ杉　浦　　　均

Ｌ杉　本　直　之

Ｌ宮　地　清　市

Ｌ竹　本　　　弘

地 区 役 員

地区名誉顧問　元地区ガバナー

２Ｒ・１Ｚ・ＺＣ

２Ｒ・２Ｚ・ＺＣ

２Ｒ・３Ｚ・ＺＣ

Ｌ安　藤　春　男

Ｌ石　井　伸　治

Ｌ新　美　英　夫

スポンサークラブ

豊　橋　南ＬＣ　　会　長

　　　　　　　　　幹　事

　　　　　　　　　会　計

Ｌ早　川　勇　人

Ｌ青　山　義　明

Ｌ廣　中　康　人

Ｌ野　沢　晴　茂

Ｌ小　林　恭　子

Ｌ冨　田　定　史

Ｌ浦　野　達　也

Ｌ岡　本　聡　哉

Ｌ伴　　　捷　文

Ｌ夏　目　憲　行

２Ｒ・２Ｚライオンズクラブ

蒲　　　郡ＬＣ　　会　長

　　　　　　　　　幹　事

　　　　　　　　　会計代理

豊　　　川ＬＣ　　会　長

　　　　　　　　　幹　事

豊　川　中ＬＣ　　会　長

　　　　　　　　　幹　事

　　　　　　　　　会　計

蒲郡マリンＬＣ　　会　長

　　　　　　　　　幹　事

御　来　賓
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司会：幹事　Ｌ原田　賢一

アシスタント：Ｌ安形　千里式典次第

日時：平成28年３月16日㈬　12：00〜13：30

会場：新城観光ホテル東館 司会：計画委員長　Ｌ坂部　敬介

新城ライオンズクラブ　ＣＮ55周年記念式典
日時：平成28年３月16日㈬　10：30〜11：45

会場：新城観光ホテル東館

祝宴次第

　　オープニングセレモニー

 1 . 開宴のことば

 2 . ウィ・サーブ

　　祝　宴

 3 . ライオンズ・ローア

 4 . 閉宴のことば

ＣＮ55周年式典委員長　Ｌ片　桐　幸　信

２Ｒ３Ｚ　ＺＣ　Ｌ竹　本　　　弘

  

334-Ａ地区名誉顧問　元地区ガバナー　Ｌ杉　浦　　　均

会　長　Ｌ佐津川　勝　利

 1 . 開会のことば

 2 . 開会のゴング

 3 . 国旗に礼

 4 . 国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱

 5 . 物故ライオンの霊に黙祷

 6 . 歓迎の挨拶

 7 . 来賓並びにクラブ紹介

 8 . 会長挨拶

 9 . ゾーンチェアパーソン挨拶

10. スポンサークラブへ感謝状等の贈呈

11. 会員表彰

12. 記念事業発表

13. 来賓祝辞

14. 祝電披露

15. ライオンズローア

16. 閉会のことば

17. 閉会のゴング

第一副会長　Ｌ長　坂　和　幸

会　長　Ｌ佐津川　勝　利

Ｌ安　形　千　里

ＣＮ55周年式典委員長　Ｌ片　桐　幸　信

第一副会長　Ｌ長　坂　和　幸

会　長　Ｌ佐津川　勝　利

２Ｒ２Ｚ　ＺＣ　Ｌ宮　地　清　市

会　長　Ｌ佐津川　勝　利

会　長　Ｌ佐津川　勝　利

環境保全・市民社会奉仕委員長　Ｌ丸　山　繁　治

新城市長　穂 積 亮 次　様

334-Ａ地区名誉顧問　元地区ガバナー　Ｌ杉　浦　　　均

豊橋南ＬＣ会長　Ｌ安　藤　春　男

Ｌ安　形　千　里

２Ｒ１Ｚ　ＺＣ　Ｌ杉　本　直　之

第二副会長　Ｌ横　田　源二郎

会　長　Ｌ佐津川　勝　利

55th Anniversary
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　永年に亘り正会員として在籍され，ライオニズムの高揚と会員の指導育成に貢献された

功績を讃える。

ＣＮ55周年記念式典　会員表彰

Ｌ　松　　井　　守　　央

Ｌ　丸　　山　　　　　暢

Ｌ　河　　口　　勝　　司

Ｌ　内　　藤　　勝　　介

Ｌ　佐 々 木　　重　　人

Ｌ　山　　田　　　　　清

永年功労賞

受　賞　者
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55th Anniversary

CN55
2015 7月23日

 8月 5日

 9月29日

 10月26日

 10月29日

 11月 8日

 12月 2日

 12月16日

2016 1月20日

 1月29日

大島ダム湖畔　小彼岸桜の草刈りを実施

夏の家族例会　富士サファリパークにて開催

鳳来中学校にて薬物乱用防止教室を開催

２Ｒ献眼・献腎者供養塔合同清掃・供養祭に参加

新城ＬＣＣＮ55周年記念チャリティーゴルフ大会

を開催　三河カントリークラブにて

つくで祭りにて五献登録推進活動を実施

ＣＮ55周年記念事業「明日につなぐ青少年の健や

かな成長を願う集い」を開催　新城文化会館大ホ

ールにて

国際平和ポスター表彰式

図書充実費の贈呈

元プロ野球選手　山﨑武司氏の講演会「挫折を乗

り越えて」

冬の家族例会　三河カントリークラブにて開催　

新城市へ歳末助け合い義捐金10万円を贈呈

エコキャップ回収事業　約940㎏の回収で２Ｒダ

ントツの１位

東郷東小学校にて薬物乱用防止教室を開催

56年度会長

Ｌ 佐津川勝利

会　　　　　長　Ｌ佐津川　勝　利

前　　会　　長　Ｌ朏　　　晃　司

第 一 副 会 長　Ｌ長　坂　和　幸

第 二 副 会 長　Ｌ横　田　源二郎

幹　　　　　事　Ｌ原　田　賢　一

副　　幹　　事　Ｌ白　井　秀　和

会　　　　　計　Ｌ小　林　孝　義

副　　会　　計　Ｌ荻　野　芳　博

ライオンテーマー　Ｌ杉　浦　繁　子

副ライオンテーマー　Ｌ伊　藤　靖　時

テールツイスター　Ｌ中　神　　　覚

副テールツイスター　Ｌ加　藤　和　弘

二　年　理　事　Ｌ丸　山　繁　治

　　　〃　　　　Ｌ鈴　木　　　勉

　　　〃　　　　Ｌ野　澤　秀　元

一　年　理　事　Ｌ鈴　木　達　雄

　　　〃　　　　Ｌ坂　部　敬　介

　　　〃　　　　Ｌ安　形　千　里

　第56年度役員（2015.7〜2016.6）

55年の歩み　〜ＣＮ55周年記念事業紹介〜

56年度（平成27年度）2015年7月1日▶2016年6月30日 会長　Ｌ佐津川勝利　　幹事　Ｌ原田　賢一

奉仕の原点を考え，クラブの充実を図る

英知と汗とで実りの奉仕

スローガン
努 力 目 標

ＭＪＦ人数　７名 847,000円

全会員献金　　　な　し

55周年

LCIF（MJF$1,000･$20）寄付
（2015.7〜2016.6）

2015.12. 2 ＣＮ55周年記念事業
　　　　　「明日につなぐ青少年の健やかな成長を願う集い」

国際平和ポスター表彰式 図書充実費贈呈 山﨑武司氏講演会
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　2016. 1.29　薬物乱用防止教室（於　東郷東小学校）

2015. 8. 5 夏の家族例会（於　富士サファリパーク）

2015.10.29 新城ＬＣＣＮ55周年記念

 チャリティーゴルフ大会（於　三河カントリークラブ）

2015.12.16 冬の家族例会

 （於　三河カントリークラブ）

2015. 7.23　小彼岸桜の草刈り

（於　大島ダム湖畔）



CN5455年度（平成26年度）2014年7月1日▶2015年6月30日 会長　Ｌ朏　　晃司　　幹事　Ｌ夏目　　茂

2014 8月 6日

 9月20日

 10月26日

 11月 9日

 11月19日

 12月 2日

 12月 4日

2015 1月 9日

 1月13日

 1月29日

 2月11日

 2月12日

 4月3日〜4日

 6月26日

夏の家族例会　ラグナシア・テンボスにて開催

㈱ユース・ラットにて薬物乱用防止教室を開催

２Ｒ献眼・献腎者供養塔合同清掃・供養祭に参加

つくで祭りにて五献登録推進活動を実施

新城保護区保護司会　岡田会長　新城更生保護女

性会　柴田会長の講師例会

新城小学校にて薬物乱用防止教室を開催

東陽小学校にて薬物乱用防止教室を開催

千郷小学校にて薬物乱用防止教室を開催

東郷東小学校にて薬物乱用防止教室を開催

八名中学校にて薬物乱用防止教室を開催

新城地方少年スポーツ大会を後援　新しい優勝旗

を贈呈

新城市役所にて献血活動協力

春の家族例会　京都湯の花温泉「松園荘　保津川亭」

にて開催

東郷中学校にて薬物乱用防止教室を開催

55年度会長

Ｌ 朏 　 晃 司

会　　　　　長　Ｌ朏　　　晃　司

前　　会　　長　Ｌ佐　藤　隆　夫

第 一 副 会 長　Ｌ佐津川　勝　利

第 二 副 会 長　Ｌ森　田　清　隆

幹　　　　　事　Ｌ夏　目　　　茂

副　　幹　　事　Ｌ原　田　賢　一

会　　　　　計　Ｌ荻　野　芳　博

副　　会　　計　Ｌ小　栗　久　弥

ライオンテーマー　Ｌ打　桐　厚　史

副ライオンテーマー　Ｌ杉　浦　繁　子

テールツイスター　Ｌ原　田　明　見

副テールツイスター　Ｌ中　神　　　覚

二　年　理　事　Ｌ滝　川　充　洋

　　　〃　　　　Ｌ白　井　秀　和

　　　〃　　　　Ｌ村　瀬　健　次

一　年　理　事　Ｌ丸　山　繁　治

　　　〃　　　　Ｌ鈴　木　　　勉

　　　〃　　　　Ｌ野　澤　秀　元

　第55年度役員（2014.7〜2015.6）

ＭＪＦ人数　９名 972,000円

全会員献金　　　な　し

LCIF（MJF$1,000･$20）寄付
（2014.7〜2015.6）
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友愛　と　寛容　で培う　和の奉仕

会員増強に邁進し，クラブの活性化を

スローガン
努 力 目 標

55年の歩み　〜過去４年間の事業紹介〜

2015. 8. 6 夏の家族例会

 ラグナシア・テンボスにて開催



2015. 4. 3〜4　春の家族例会
（於　京都湯の花温泉「松園荘　保津川亭」） 　2015. 6.26　薬物乱用防止教室（於　東郷中学校）

2015. 2.11 新城地方少年スポーツ大会開催

 新しい優勝旗を贈呈

2014.11. 9　つくで祭り　五献登録推進活動 　2015. 1. 9　薬物乱用防止教室（於　千郷小学校）

　2014. 9.20　薬物乱用防止教室（於　㈱ユース・ラット） 　2014.10.26　2Ｒ献眼・献腎者供養塔合同清掃・供養祭

SHINSHIRO LIONS CLUB
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新しい優勝旗のデザイン



CN53 54年度（平成25年度）2013年7月1日▶2014年6月30日 会長　Ｌ佐藤　隆夫　　幹事　Ｌ中尾　亘宏

2013 7月29日

 8月 7日

 9月18日

 11月13日

 

 11月17日

 12月 5日

 12月10日

 12月16日

 12月18日

 12月20日

2014 1月 9日

 1月23日

 2月12日

 6月27日

ＹＣＥ生　Oda LIENさん（ノルウェー　19歳）が

来日

夏の家族例会　知多半島師崎「美舟」にて開催

ＹＣＥ生も参加

新東名高速道路現場視察例会を開催

国際平和ポスター・コンテストで千郷小６年の伊

藤さんが２Ｒ優秀賞を受賞

準優秀賞１名　入賞１名

南三陸町復興支援講演会を開催　新城文化会館小

ホールにて

東郷西小学校にて薬物乱用防止教室を開催

新城小学校にて薬物乱用防止教室を開催

作手中学校にて薬物乱用防止教室を開催

冬の家族例会　三河カントリークラブにて開催

鳳来中学校にて薬物乱用防止教室を開催

千郷小学校にて薬物乱用防止教室を開催

東郷東小学校にて薬物乱用防止教室を開催

新城市役所にて献血活動協力

東郷中学校にて薬物乱用防止教室を開催

54年度会長

Ｌ 佐藤　隆夫

会　　　　　長　Ｌ佐　藤　隆　夫

前　　会　　長　Ｌ近　藤　雅　英

第 一 副 会 長　Ｌ佐　野　守　孝

第 二 副 会 長　Ｌ小　山　勝　由

幹　　　　　事　Ｌ中　尾　亘　宏

副　　幹　　事　Ｌ中　村　光　志

会　　　　　計　Ｌ小　栗　久　弥

副　　会　　計　Ｌ朏　　　晃　司

ライオンテーマー　Ｌ野　澤　秀　元

副ライオンテーマー　Ｌ打　桐　厚　史

テールツイスター　Ｌ久　米　正　規

副テールツイスター　Ｌ原　田　明　見

二　年　理　事　Ｌ佐　宗　靖　厷
　　　〃　　　　Ｌ今　泉　好　広

　　　〃　　　　Ｌ下　江　洋　行

一　年　理　事　Ｌ滝　川　充　洋

　　　〃　　　　Ｌ白　井　秀　和

　　　〃　　　　Ｌ村　瀬　健　次

　第54年度役員（2013.7〜2014.6）
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55th Anniversary

地域に心のこもった　感謝の奉仕

リーダーシップを発揮し，地域と共に

スローガン
努 力 目 標

55年の歩み　〜過去４年間の事業紹介〜

ＭＪＦ人数　13名 1,313,000円

全会員献金　$1,180 115,640円

LCIF（MJF$1,000･$20）寄付
（2013.7〜2014.6）

2013.11.17 南三陸町復興支援講演会　開催



　2014. 2.12　献血活動協力（於　新城市役所）　2013.12.20　薬物乱用防止教室（於　鳳来中学校）

2013.11.13　国際平和ポスター・コンテスト

　２Ｒ優秀賞受賞　伊藤さん（千郷小６年）

　2013.12.10　薬物乱用防止教室（於　新城小学校）

2013. 9.18　新東名高速道路現場視察

ＹＣＥ生も参加

SHINSHIRO LIONS CLUB
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2013. 8. 7 夏の家族例会

　　　　　　　　（於　知多半島師崎「美舟」）

2013. 7.29 ＹＣＥ生　Oda L ienさん来日



CN52 53年度（平成24年度）2012年7月1日▶2013年6月30日 会長　Ｌ近藤　雅英　　幹事　Ｌ森田　清隆

2012 8月 9日

 9月19日

 10月18日

 10月21日

 11月 7日

 11月11日

 11月14日

 12月 6日

 12月17日

 12月19日

2013 1月10日

 1月26日〜2月11日

 2月 6日

 2月13日

 4月 1日

 4月17日

 6月28日

夏の家族例会　焼津温泉松風閣にて開催

大島ダム湖畔　小彼岸桜の手入れを実施

国際平和ポスター・コンテストで八名中１年の山

下さんが２Ｒ優秀賞を受賞　入選５名

愛知腎臓財団第28回　腎臓移植者スポーツ大会を

応援

新城市が制定した「市の花・木・鳥・石・カエル」

のパネルを新城市内の小中学校へ寄贈

つくで祭りにて四献登録推進活動

山吉田小学校にて薬物乱用防止教室を開催

鳳来西小学校にて薬物乱用防止教室を開催

千郷小学校にて薬物乱用防止教室を開催

鳳来東小学校にて薬物乱用防止教室を開催

八名小学校，八名中学校にて保護司の皆さんと薬

物乱用防止教室を開催

国際平和ポスター・コンテストの応募作品の展示

会を開催

東陽小学校にて薬物乱用防止教室を開催

東郷中学校にて薬物乱用防止教室を開催

春のお花見家族例会　日本平ホテルにて開催

環境美化活動　清掃奉仕を実施

東郷中学校にて薬物乱用防止教室を開催

53年度会長

Ｌ 近藤　雅英

会　　　　　長　Ｌ近　藤　雅　英

前　　会　　長　Ｌ夏　目　　　茂

第 一 副 会 長　Ｌ佐　藤　隆　夫

第 二 副 会 長　Ｌ朏　　　晃　司

幹　　　　　事　Ｌ森　田　清　隆

副　　幹　　事　Ｌ中　尾　亘　宏

会　　　　　計　Ｌ村　瀬　健　次

副　　会　　計　Ｌ杉　山　雅　俊

ライオンテーマー　Ｌ安　形　千　里

副ライオンテーマー　Ｌ野　澤　秀　元

テールツイスター　Ｌ久　米　正　規

副テールツイスター　Ｌ杉　浦　繁　子

二　年　理　事　Ｌ佐　藤　勝　彦

　　　〃　　　　Ｌ鈴　木　一三六

　　　〃　　　　Ｌ白　井　秀　和

　　　〃　　　　Ｌ横　田　源二郎

一　年　理　事　Ｌ佐　宗　靖　広

　　　〃　　　　Ｌ佐　野　守　孝

　　　〃　　　　Ｌ今　泉　好　広

　　　〃　　　　Ｌ伊　藤　俊　久

　第53年度役員（2012.7〜2013.6）
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55th Anniversary

総意を結集して　感謝の奉仕

向上心　チームワーク，そして　リーダーシップを

スローガン
努 力 目 標

55年の歩み　〜過去４年間の事業紹介〜

ＭＪＦ人数　６名 480,000円

全会員献金　$1,320 　104,280円

LCIF（MJF$1,000･$20）寄付
（2012.7〜2013.6）

2013. 4. 1 春のお花見家族例会（於　日本平ホテル）



2013. 1.26〜 2.11　国際平和ポスター・コンテスト
応募作品展示会　　　　　　　 2013. 4.17　環境美化活動　清掃奉仕

　2012. 9.19　小彼岸桜の手入れ（於　大島ダム湖畔）

　2013. 1.10　薬物乱用防止教室（於　八名小学校）

2012.10.18　国際平和ポスター・コンテスト

２Ｒ優秀賞　山下さん（八名中１年）の作品

マグロの解体ショー

SHINSHIRO LIONS CLUB
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2012.11. 7「市の花・木・鳥・石・カエル」
 パネルを新城市内小中学校へ寄贈

2012. 8. 9 夏の家族例会

　　　　　　　（於　焼津温泉松風閣）

大井川鉄道ＳＬ体験



CN51 52年度（平成23年度）2011年7月1日▶2012年6月30日 会長　Ｌ夏目　　茂　　幹事　Ｌ紙谷　憲治

2011 8月 3日

 10月 5日

 

 10月16日

 

 10月16日

 10月16日

 

 11月28日

 12月 5日

 12月21日

 12月22日

2012 1月23日

 1月26日

 1月27日

 2月 3日

 2月10日

 6月27日

夏の家族例会　長良川温泉にて開催

環境保全・市民社会奉仕委員会担当例会

100万本の桜プロジェクト代表松井章泰氏の講師

例会

愛知県中・小学校体育連盟新城支所へスーパース

トップウォッチ（約70万円）を寄贈

新城総合公園で行われた新城小学校陸上競技大会

の開会式で夏目会長が山本校長に目録を手渡す。

愛知腎臓財団第27回　腎臓移植者スポーツ大会を

応援

国際平和ポスター・コンテストで新城中１年の古

田君が２Ｒ優秀賞を受賞　入選４名

のんほいルロットでドナーカードを配布

新城小学校にて薬物乱用防止教室を開催

冬の家族例会　三河カントリークラブにて開催

鳳来中学校にて薬物乱用防止教室を開催

のんほいルロットで献血促進活動を実施

２Ｒ献眼・献腎者供養塔の合同清掃に参加

海老小学校にて薬物乱用防止教室を開催

八名小学校にて薬物乱用防止教室を開催

東陽小学校にて薬物乱用防止教室を開催

千郷中学校にて薬物乱用防止教室を開催

52年度会長

Ｌ 夏 目 　 茂

会　　　　　長　Ｌ夏　目　　　茂

前　　会　　長　Ｌ坂　部　敬　介

第 一 副 会 長　Ｌ近　藤　雅　英

第 二 副 会 長　Ｌ長　坂　和　幸

幹　　　　　事　Ｌ紙　谷　憲　治

副　　幹　　事　Ｌ森　田　清　隆

会　　　　　計　Ｌ杉　山　雅　俊

副　　会　　計　Ｌ原　田　臣　紀

ライオンテーマー　Ｌ織　田　邦　宏

副ライオンテーマー　Ｌ安　形　千　里

テールツイスター　Ｌ小野田　英　彦

副テールツイスター　Ｌ久　米　正　規

二　年　理　事　Ｌ今　泉　保　二

　　　〃　　　　Ｌ金　原　利　幸

　　　〃　　　　Ｌ松　井　　　茂

　　　〃　　　　Ｌ原　田　賢　一

一　年　理　事　Ｌ佐　藤　勝　彦

　　　〃　　　　Ｌ鈴　木　一三六

　　　〃　　　　Ｌ白　井　秀　和

　　　〃　　　　Ｌ横　田　源二郎

　第52年度役員（2011.7〜2012.6）
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55th Anniversary

昨日を省み，今日を観つめ，明日に向かって，W e  S e r v e！

今このとき！！　育み，拡げよう，ライオニズムを！

スローガン
努 力 目 標

55年の歩み　〜過去４年間の事業紹介〜

ＭＪＦ人数　11名 858,000円

全会員献金　$1,340 103,180円

LCIF（MJF$1,000･$20）寄付
（2011.7〜2012.6）

2011.10.16

愛知県中・小学校体育連盟新城支所へ

スーパーストップウォッチ寄贈



2012. 6. 6　お別れ出張例会

（於　浜名湖レークサイドプラザ） 2012. 6.16　千郷学区交通少年団に団旗贈呈

2011.12.22　独居老人宅配布の餅つき 　2012. 2.10　薬物乱用防止教室（於　東陽小学校）

2011.10.16　国際平和ポスター・コンテスト

２Ｒ優秀賞　古田君（新城中１年）の作品2011.10.16　愛知腎臓財団第27回　腎臓移植者スポーツ大会

完成後のクラブハウスと関係者の皆さん

屋根の取付作業

デッキの設置

SHINSHIRO LIONS CLUB
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2011. 7.28〜30 第２回目東日本大震災支援活動

 　　（於　南三陸志津川ライオンズクラブ）
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55th Anniversary

昭和36年　3月10日 Ｌ田　辺　英　世

　　39年　6月20日 Ｌ永　田　六兵衛

　　40年　7月 Ｌ朏　　　三　郎

　　41年11月　7日 Ｌ加　藤　寿　男

　　42年11月10日 Ｌ松　井　徳太郎

　　49年　6月25日 Ｌ保　里　　　侃

　　53年11月　3日 Ｌ内　藤　虎　光

　　54年　1月26日 Ｌ横　井　太　郎

　　55年　5月13日 Ｌ権　田　九郎衛

　　56年10月20日 Ｌ庄　田　新　一

　　〃　12月　1日 Ｌ伊　藤　政　光

　　57年　6月21日 Ｌ村　瀬　英　次

　　〃　10月12日 Ｌ権　田　利　一

　　59年　6月21日 Ｌ鈴　木　　　仁

　　〃　　9月　8日 Ｌ藤　野　守　央

　　60年　4月18日 Ｌ山　本　久　雄

　　61年　9月27日 Ｌ寿　昌　正　美

　　〃　11月　4日 Ｌ浅　野　政　美

　　62年　8月　8日 Ｌ今　泉　　　弘

　　〃　　9月24日 Ｌ桜　井　　　弘

平成　2年　1月　4日 Ｌ庄　田　憲　正

　　　3年12月　1日 Ｌ鈴　木　正　治

　　　4年10月　3日 Ｌ加　藤　健　三

　　　6年　9月12日 Ｌ鈴　木　正　雄

　　　8年12月23日 Ｌ三　井　吉　生

平成　9年10月29日 Ｌ藤　原　仲　雄

　　　9年12月　9日 Ｌ松　下　俊　二

　　11年　7月15日 Ｌ関　谷　敬　一

　　11年　7月25日 Ｌ原　田　房　治

　　13年　7月17日 Ｌ笹　田　和　稔

　　13年12月17日 Ｌ植　村　敏　彦

　　16年　5月16日 Ｌ白　井　正　清

　　16年　6月23日 Ｌ岡　山　好　春

　　18年　1月　5日 Ｌ中　嶌　才　資

　　20年　5月　4日 Ｌ瀬　野　守　一

　　21年　3月　9日 Ｌ石　榑　健　志

　　22年　7月　6日 Ｌ原　　　義　明

　　22年　8月11日 Ｌ櫻　井　　　修

　　22年10月28日 Ｌ森　田　丈　夫

　　22年11月12日 Ｌ丸　山　　　釥

　　23年　2月28日 Ｌ多和田　全　孝

　　23年　4月15日 Ｌ菅　谷　　　茂

　　24年　2月13日 Ｌ大　仲　　　智

　　24年　8月18日 Ｌ田　村　金　次

　　24年12月17日 Ｌ辻　田　良　二

　　25年　3月10日 Ｌ権　田　淳　男

　　25年　8月14日 Ｌ紙　谷　憲　治

　　26年　2月16日 Ｌ今　泉　博　夫

　　26年　6月　1日 Ｌ水　谷　　　清

　　27年10月19日 Ｌ藤　原　光　男

物 故 ラ イ オ ン



19

SHINSHIRO LIONS CLUB

地区年次大会アワード受賞
昭和48年 第20回地区大会 会員維持賞
  出席100％賞
昭和49年 第21回地区大会 出席100％賞
  会員維持賞
  ＰＲ賞（金賞）
昭和50年 第22回地区大会 出席100％賞
  エクステンション賞
  ガバナースペシャルアワード
  ガバナースペシャルアワード（個人）Ｌ水谷　清
  ガバナースペシャルアワード（個人）Ｌ鳥山　博
昭和52年 第24回地区大会 ミニゴールデン・ペン賞（優秀賞）
  出席100％賞
昭和53年 第25回地区大会 ＰＲ賞（銅賞)
  ミニゴールデン・ペン賞（銅賞）
  アイバンク賞
  出席100％賞
昭和54年 第26回地区大会 会員増強優秀賞
  会員維持賞
  アイバンク賞
  出席100％賞
昭和55年 第27回地区大会 ＹＥ賞
  出席100％賞
昭和年56 第28回地区大会 ガバナースペシャルアワード
  出席100％賞
昭和57年 第29回地区大会 ガバナースペシャルアワード
  出席100％賞
昭和58年 第30回地区大会 身障者福祉貢献賞（銅賞）
  出席100％賞
昭和59年 第31回地区大会 ＰＲ写真コンテスト賞（銀賞）
  献眼推進賞（銅賞）
昭和60年 第32回地区大会 ガバナースペシャルアワード
昭和61年 第33回地区大会 ＰＲ賞（銀賞）
平成62年 第34回地区大会 アクティビティ優秀賞（銀賞）
平成63年 第35回地区大会 視聴力福祉・糖尿病対策貢献賞（金賞）
  ＬＣＩＦ・ＭＪＦ貢献賞（銅賞）
平成１年 第36回地区大会 アクティビティ優秀賞
平成２年 第37回地区大会 指導力開発賞（金賞）
  骨髄バンク　クラブ貢献賞（銅賞）
平成３年 第38回地区大会 献眼視力保護献腎賞（銅賞）
  交通安全推進賞（銅賞）
平成４年 第39回地区大会 会報優秀賞 　
  三献アクティビティ賞（銀賞）
  ＬＣＩＦ特別貢献賞（優秀賞）
  環境保全アクティビティ貢献賞
平成５年 第40回地区大会 会報優秀賞
  献眼推進賞
  薬物乱用防止貢献賞
平成６年 第41回地区大会 会報優秀賞（銀賞）
  ＬＣＩＦ賞（銀賞）
  環境保全賞（銅賞）
  交通安全貢献賞（銅賞）
平成７年 第42回地区大会 ＰＲ賞（銀賞）

  地域社会貢献賞（銀賞）
平成８年 第43回地区大会 ＰＲ賞（貢献賞）
  環境保全貢献賞（貢献賞）
平成９年 第44回地区大会 ＰＲ賞
  献眼・献腎・献血・骨髄移植推進貢献賞
平成10年 第45回地区大会 環境保全貢献賞
  地域社会貢献賞
平成11年 第46回地区大会 合同アクティビティ賞（銅賞）
  社会福祉貢献賞
平成12年 第47回地区大会 合同アクティビティ賞（2R15LC）（金賞）
  ガバナースペシャルアワード
  アクティビティフォトコンテス賞（努力賞）
平成13年 第48回地区大会 環境保全貢献賞
平成14年 第49回地区大会 環境保全貢献賞
平成15年 第50回地区大会 ホームページコンテスト金賞
  公衆安全（交通安全）貢献賞　金賞
  地域社会奉仕貢献賞　銅賞
  ガバナースペシャルアワード（個人）Ｌ河口勝司
  国際会長感謝状（個人）　Ｌ楠　努
平成16年 第51回地区大会 青少年健全育成貢献賞（銅賞）
  地域社会貢献賞（銅賞）
  ホームページ・フォトコンテスト感謝状
  ＭＥＲＬＯ貢献賞
  薬物乱用防止教室貢献賞
  ガバナー感謝状（個人）　Ｌ大仲　智
平成17年 第52回地区大会 交通安全貢献賞
  ＣＳＦⅡ国際委員長、ガバナー連名感謝状
平成18年 第53回地区大会 地域社会貢献賞（最優秀賞）
平成19年 第54回地区大会 ガバナースペシャルアワード
  合同アクティビティ賞
  会員維持賞　
  出席率　優秀賞
平成20年 第55回地区大会 ＬＣＩＦ優秀賞
  社会福祉貢献賞
  平和ポスター貢献賞
  国際会長感謝状（個人）　Ｌ坂井祥郎
平成21年 第56回地区大会 PR優秀賞
  献眼・献腎・献血・骨髄移植推進貢献賞
平成22年 第57回地区大会 ガバナー感謝状（個人）　Ｌ水谷　清
  ガバナー・アクティビティ・グランプリ
  合同アクティビティ賞
  ＬＣＩＦ優秀賞
  地域社会貢献賞
  国際会長感謝状（個人）　Ｌ坂部敬介
平成23年 第58回地区大会 ＰＲ・ＩＴ優秀賞
  国際会長感謝状（個人）　Ｌ中神　覚
  ガバナー感謝状（個人）　Ｌ佐津川勝利
平成24年 第59回地区大会 薬物乱用防止貢献賞
  ガバナー感謝状（個人）　Ｌ小野田英彦
平成25年 第60回地区大会 ＰＲ・ＩＴ優秀賞
  国際会長感謝状（個人）　Ｌ今泉保二
  ガバナー感謝状（個人）　Ｌ坂部敬介
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新城ライオンズクラブ　歴代会長・幹事
就　任　年　度 歴　代　会　長 歴　代　幹　事 周　年

 1960 昭和35年 9月 （故）　今　泉　　　弘 （退）　水　谷　治三郎 
 1961 昭和36年 7月 （故）　今　泉　　　弘 （退）　半　田　義　雄 
 1962 昭和37年 7月 （故）　今　泉　　　弘 （退）　半　田　義　雄 
 1963 昭和38年 7月 （故）　白　井　正　清 （退）　菅　谷　十三夫 
 1964 昭和39年 7月 （故）　白　井　正　清 （退）　菅　谷　十三夫 
 1965 昭和40年 7月 （退）　近　藤　敏　夫 （故）　今　泉　美知夫 ５年周年
 1966 昭和41年 7月 （退）　近　藤　敏　夫 （故）　今　泉　美知夫 
 1967 昭和42年 7月 （退）　半　田　義　雄 （故）　今　泉　美知夫 
 1968 昭和43年 7月 （故）　内　藤　虎　光 （故）　今　泉　美知夫 
 1969 昭和44年 7月 （故）　内　藤　虎　光 （退）　佐　藤　　　了 
 1970 昭和45年 7月 （退）　今　泉　　　昇 （退）　山　本　　　保 10年周年
 1971 昭和46年 7月 （退）　今　泉　　　昇 （故）　山　本　久　雄 
 1972 昭和47年 7月 （故）　今　泉　美知夫 （故）　山　本　久　雄 
 1973 昭和48年 7月 （故）　今　泉　美知夫 （故）　山　本　久　雄 　　
 1974 昭和49年 7月 （故）　多和田　全　孝 （故）　菅　谷　　　茂 
   （故）　鈴　木　正　治
 1975 昭和50年 7月  （故）　関　谷　敬　一 15周年
   （故）　浅　野　政　美 
 1976 昭和51年 7月 （退）　今　泉　安　治 （故）　中　島　才　資 
 1977 昭和52年 7月 （故）　藤　原　光　男 （退）　長　坂　明　英 
 1978 昭和53年 7月 （故）　水　谷　　　清 　Ｌ　片　桐　幸　信 
 1979 昭和54年 7月 （故）　小笠原　喜久一 （退）　西　郷　　　正 
 1980 昭和55年 7月 （退）　中　村　進　午 （退）　夏　目　　　孝 20周年
 1981 昭和56年 7月 （故）　原　田　房　治 （故）Ｌ石　榑　健　志 
 1982 昭和57年 7月 （退）　赤　谷　忠　之 （退）　牧　田　寿　雄 
 1983 昭和58年 7月 （退）　松　井　守　央 （退）　金　澤　昭　三 
 1984 昭和59年 7月 （退）　長　坂　武　三 （故）　大　仲　　　智 
 1985 昭和60年 7月 （退）　鈴　木　文　男 　Ｌ　河　口　勝　司 25周年
 1986 昭和61年 7月 （故）　中　嶌　才　資 　Ｌ　佐々木　重　人 
 1987 昭和62年 7月 （故）　原　　　義　明 （退）　鈴　木　正　隆 
 1988 昭和63年 7月 （退）　内　藤　松　樹 （退）　坂　井　祥　郎 
 1989 平成 1年 7月 （退）　牧　田　寿　雄 （故）　笹　田　和　稔 
 1990 平成 2年 7月 　Ｌ　片　桐　幸　信 　Ｌ　楠　　　　　努 30周年
 1991 平成 3年 7月 （退）　金　澤　昭　三 （退）　長谷川　久　夫 
 1992 平成 4年 7月 （退）　鈴　木　正　隆 　Ｌ　今　泉　保　二 
 1993 平成 5年 7月 （故）　石　榑　健　志 　Ｌ　小野田　英　彦 
 1994 平成 6年 7月 　Ｌ　佐々木　重　人 　Ｌ　鈴　木　　　勉 
 1995 平成 7年 7月 （故）　大　仲　　　智 （退）　鈴　木　洋　一 35周年
 1996 平成 8年 7月 　Ｌ　河　口　勝　司 　Ｌ　中　神　　　覚 
 1997 平成 9年 7月 （故）　植　村　敏　彦 （故）　田　村　金　次 
 1998 平成10年 7月 （退）　長谷川　久　夫 　Ｌ　佐　藤　勝　彦 
 1999 平成11年 7月 （退）　鈴　木　弘　幸 　Ｌ　山　田　　　清 
 2000 平成12年 7月 （退）　鈴　木　洋　一 　Ｌ　佐津川　勝　利 40周年
 2001 平成13年 7月 　Ｌ　小野田　英　彦 （退）　村　田　智　利 
 2002 平成14年 7月 （退）　坂　井　祥　郎 （退）　夏　目　廣　美 
 2003 平成15年 7月 　Ｌ　楠　　　　　努 　Ｌ　坂　部　敬　介 
 2004 平成16年 7月 　Ｌ　鈴　木　　　勉 （退）　近　藤　雅　英 
 2005 平成17年 7月 　Ｌ　今　泉　保　二 　Ｌ　夏　目　　　茂 45周年
 2006 平成18年 7月 　Ｌ　中　神　　　覚 （退）　長　屋　清　文 
 2007 平成19年 7月 　Ｌ　佐　藤　勝　彦 （退）　佐　野　守　孝 
 2008 平成20年 7月 　Ｌ　佐津川　勝　利 （退）　佐　藤　隆　夫 
 2009 平成21年 7月 　Ｌ　滝　川　充　洋 　Ｌ　長　坂　和　幸 
 2010 平成22年 7月 　Ｌ　坂　部　敬　介 （退）　小　山　勝　由 50周年
 2011 平成21年 8月 　Ｌ　夏　目　　　茂 （故）　紙　谷　憲　治 
 2012 平成22年 8月 （退）　近　藤　雅　英 　Ｌ　森　田　清　隆 
 2013 平成21年 9月 （退）　佐　藤　隆　夫 　Ｌ　中　尾　亘　宏 
 2014 平成22年 9月 （退）　朏　　　晃　司 　Ｌ　夏　目　　　茂 
 2015 平成21年10月 　Ｌ　佐津川　勝　利 　Ｌ　原　田　賢　一 55周年

55th Anniversary
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SHINSHIRO LIONS CLUB

会 員 紹 介新城ライオンズ
クラブ （50音順）

氏　名
自宅住所　TEL/FAX
事業所・役職　TEL/FAX

上田佳代子
うえ だ か よ

住　所

新城市日吉字辻堂32−2

ＴＥＬ（0536）22−2551

事業所

㈲上田モータース

代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−3232

ＦＡＸ（0536）22−1561

打 桐 厚 史
うち

住　所

新城市市場台1丁目2−23

ＴＥＬ（0536）23−0287

ＦＡＸ（0536）23−0797

事業所

㈲打桐設備工業　社員（営業）

ＴＥＬ（0536）23−0287

ＦＡＸ（0536）23−0797

今 泉 保 二
いま

住　所

新城市片山421−9

ＴＥＬ（0536）23−5388

事業所

㈱マルヤス　代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−0177

ＦＡＸ（0536）23−3670

今 泉 好 広
いま

住　所

新城市平井字西浦62

ＴＥＬ（0536）22−1047

事業所

㈲今泉電気　代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−2255

ＦＡＸ（0536）23−5467

伊 藤 靖 時
い

住　所

新城市石田字万福56−2

ＴＥＬ（0536）23−1171

事業所

㈱ユース・ラット

専務取締役

ＴＥＬ（0536）23−8113

ＦＡＸ（0536）23−8113

安 形 千 里
あ

住　所

新城市乗本字坊貝津61−3

ＴＥＬ（0536）32−2683

事業所

㈱スエヒロ産業　監査役

ＴＥＬ（0536）32−0506

ＦＡＸ（0536）32−0615

石 原 暢 久
いし

ぎり あつ し

いずみ

いずみ

とう

がた はら

やす

よし

やす

ち のぶ

こ

じ

ひろ

とき

さと ひさ

住　所

新城市字中野1

ＴＥＬ（0536）22−1779

ＦＡＸ（0536）23−3051

事業所

㈲石原モータース

代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−1779

ＦＡＸ（0536）23−3051

今 泉 善 雄
いま いずみ よし お

住　所

新城市字東沖野25−5

ＴＥＬ（0536）23−7464

事業所

柴田興業㈱　常務取締役

ＴＥＬ（053）435−7188

ＦＡＸ（053）435−7177
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55th Anniversary

会員紹介

小 林 孝 義
こ

住　所

豊川市大木町鑓水37−368

ＴＥＬ（0533）93−6321

事業所

豊川信用金庫新城中央支店

支店長

ＴＥＬ（0536）22−2216

ＦＡＸ（0536）23−3229

河 口 勝 司
かわ

住　所

新城市平井字西原13.14.15番合併地

ＴＥＬ（0536）22−0270

ＦＡＸ（0536）22−0602

事業所

㈱河口鐵工建設

代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−0270

ＦＡＸ（0536）22−0602

ばやし

ぐち

たか

かつ

よし

し

片 桐 幸 信
かた

住　所

新城市豊岡字滝上26

ＴＥＬ（0536）32−1334

ＦＡＸ（0536）32−1334

事業所

㈱湯谷観光ホテル泉山閣

代表取締役

ＴＥＬ（0536）32−1535

ＦＡＸ（0536）32−1800

木 下 一 成
きの

住　所

新城市富永中ヤシキ46−5

事業所

木下事務所　事業主

ＴＥＬ（0536）24−6065

ＦＡＸ（0536）24−6064

ぎり

した

ゆき

かず

のぶ

なり

小野田英彦
お

住　所

新城市川合字内貝津29−5

ＴＥＬ（0536）33−0224

事業所

㈲かね仙　取締役会長

ＴＥＬ（0536）33−0221

ＦＡＸ（0536）33−0222

加 藤 和 弘
か

住　所

新城市只持字宮ノ前29

ＴＥＬ（0536）36−0011

ＦＡＸ（0536）36−0012

事業所

㈲加藤建材興業

代表取締役

ＴＥＬ（0536）36−0011

ＦＡＸ（0536）36−0012

の

とう

だ

かず

ひこひで

ひろ

荻 野 芳 博
おぎ

住　所

豊橋市牟呂水神町11−5

ＴＥＬ（0532）33−5048

事業所

岡地証券㈱新城店　店長

ＴＥＬ（0536）22−2111

ＦＡＸ（0536）22−2115

の よし ひろ

楠 　 　 努
くすのき つとむ

住　所

新城石田字八幡17−6

ＴＥＬ（0536）23−3783

事業所

光田屋㈱　監査役

ＴＥＬ（0536）23−2131

ＦＡＸ（0536）23−4811
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小 林 弘 季
こ

住　所

新城市市場台1丁目9−16

ＴＥＬ（0536）23−1153

事業所

㈱小林建装　代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−1347

ＦＡＸ（0536）23−1344

ばやし ひろ き

下 江 洋 行
しも

住　所

新城市大野字中楠4−3

ＴＥＬ（0536）32−1531

え ひろ ゆき

佐 藤 勝 彦
さ

住　所

新城市字笠岩11−1

ＴＥＬ（0536）22−1234

ＦＡＸ（0536）23−3123

事業所

㈱新城観光ホテル

代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−1234

ＦＡＸ（0536）23−3123

とう かつ ひこ

佐津川勝利
さ つ かわ かつ とし

住　所

新城市川路字夜燈8−2

ＴＥＬ（0536）23−2531

事業所

㈱佐津川モールド

代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−4828

ＦＡＸ（0536）23−4563

坂 部 敬 介
さか べ けい すけ

住　所

新城市字西新町65

ＴＥＬ（0536）22−1144

ＦＡＸ（0536）23−2030

事業所

㈲坂部新聞店　代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−1144

ＦＡＸ（0536）23−2030

住　所

新城市中島字池ノ向10

ＴＥＬ（0536）35−0351

ＦＡＸ（0536）35−0351

佐々木重人
さ さ き としげ

杉 浦 繁 子
すぎ

住　所

新城市宮ノ西4−15

ＴＥＬ（0536）22−0208

ＦＡＸ（0536）22−0208

事業所

㈾杉の子　代表社員

ＴＥＬ（0536）22−2607

白 井 秀 和
しら うらい しげひで こかず

住　所

新城市川田字下側130

ＴＥＬ（0536）23−0462

ＦＡＸ（0536）23−0839

事業所

ライスセンター白井　代表者

ＴＥＬ（0536）22−3816
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内 藤 勝 介
ない

住　所

新城市下吉田字西沢78−1

ＴＥＬ（0536）34−0012

ＦＡＸ（0536）34−0066

事業所

内藤建設㈱　取締役会長

ＴＥＬ（0536）34−0012

ＦＡＸ（0536）34−0066

とう かつ すけ

滝 川 充 洋
たき かわ みつ ひろ

住　所

新城市横川字久保貝津388

ＴＥＬ（0536）25−0548

事業所

滝川税理士事務所　所長

ＴＥＬ（0536）22−1723

ＦＡＸ（0536）23−4603

鈴 木 　 勉
すず き つとむ

住　所

新城市川田字本宮道18−5

ＴＥＬ（0536）22−0391

ＦＡＸ（0536）22−0391

事業所

㈱新城家具販売　代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−0531

ＦＡＸ（0536）23−3592

中 尾 亘 宏
なか

住　所

新城市字町並219−2

ＴＥＬ（0536）23−4472

事業所

㈱ナカオ　代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−4472

ＦＡＸ（0536）23−4472

中 神 　 覚
なかお がみのぶ ひろ さとる

住　所

新城市富栄字道上茶屋10−2

ＴＥＬ（0536）32−0399

ＦＡＸ（0536）32−1255

事業所

㈱中神業務店　代表取締役

ＴＥＬ（0536）32−0399

ＦＡＸ（0536）32−1255

鈴 木 達 雄
すず

住　所

新城市下吉田字小阿寺33

ＴＥＬ（0536）34−0047

事業所

㈱住工房　取締役

ＴＥＬ（0536）34−0075

ＦＡＸ（0536）34−0045

き おたつ

夏 目 　 茂
なつ

住　所

新城市作手田代字柳橋36

ＴＥＬ（0536）38−1162

事業所

設楽不動産　代表者

ＴＥＬ（0532）62−0183

ＦＡＸ（0532）62−5159

長 坂 和 幸
なが

住　所

新城市杉山字四ツ谷4−2

ＴＥＬ（0536）22−2313

ＦＡＸ（0536）22−2151

事業所

㈱新城レンタカー

代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−2313

ＦＡＸ（0536）22−2151

めさか かず しげるゆき
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野 澤 秀 元
の

住　所

新城市日吉字上ノ原98−2

ＴＥＬ（0536）23−4583

事業所

㈲ノザワ登記測量事務所

代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−3938

ＦＡＸ（0536）23−6664

原 田 明 見
はら だ

住　所

北設楽郡設楽町東納庫字田ノ口

33. 34−1

ＴＥＬ（0536）65−0464

事業所

ハラダ不動産　代表者

ＴＥＬ（0532）23−5778

ＦＡＸ（0532）22−0271

ざわ あけひで ゆき み

原 田 賢 一
はら だ けん いち

住　所

新城市市場台４丁目5−9

ＴＥＬ（0536）22−3038

事業所

司法書士法人坂田法務事務所

所長

ＴＥＬ（0536）23−3244

ＦＡＸ（0536）23−3265

平 松 義 規
ひら

住　所

豊川市西桜木町１丁目5−8

事業所

愛知東農業協同組合

本店業務課　係長

ＴＥＬ（0536）22−1491

ＦＡＸ（0536）23−1226

まつ よし のり

藤 田 直 樹
ふじ

住　所

豊川市西豊町1−141−201

事業所

明治安田生命新城営業所

所長

ＴＥＬ（0536）23−1145

ＦＡＸ（0536）23−1435

た なお き

丸 山 繁 治
まる

住　所

新城市横川字中貝津313

ＴＥＬ（0536）35−0516

事業所

花の木公園　代表者

ＴＥＬ（0536）25−0123

ＦＡＸ（0536）25−0088

やま しげ じ

松 井 守 央
まつ

住　所

新城市字西入船108−1. 110番合併地

ＴＥＬ（0536）23−2250

事業所

松井建拓㈱　代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−2117

ＦＡＸ（0536）23−1924

い もり お

穂 積 亮 次
ほ

住　所

新城市能登瀬字上谷平48

ＴＥＬ（0536）32−1878

ＦＡＸ（0536）32−1878

事業所

㈲穂積林業　代表取締役

ＴＥＬ（0536）32−1878

ＦＡＸ（0536）32−1878

づみ りょう じ
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山 田 　 清
やま

住　所

新城市字町並279−8

ＴＥＬ（0536）22−0533

ＦＡＸ（0536）22−4309

事業所

ギフトギャラリーヤマダ

　山田商店　代表者

ＴＥＬ（0536）22−0533

ＦＡＸ（0536）22−4309

横田源二郎
よこ た げん じ ろう

住　所

新城市富永字中ヤシキ10−8

ＴＥＬ（0536）22−2883

ＦＡＸ（0536）23−5012

事業所

㈱ヨコタ印刷　代表取締役

ＴＥＬ（0536）22−2883

ＦＡＸ（0536）23−5012

山 口 洋 一
やま

住　所

新城市富岡字東門沢49−1

ＴＥＬ（0536）26−0932

ＦＡＸ（0536）26−0932

村 瀬 健 次
むら

住　所

新城市字町並244−1

ＴＥＬ（0536）22−0022

ＦＡＸ（0536）22−0022

だ

ぐち

せ

よう

けん

きよし

いち

森 田 清 隆
もり

住　所

新城市富岡字三ツ合58−26

ＴＥＬ（0536）26−1058

事業所

㈱丸義商店　代表取締役

ＴＥＬ（0536）23−5390

ＦＡＸ（0536）23−6694

た きよ たか

じ

カ

丸 山 　 暢
まる

住　所

新城市大野字上野13−1

ＴＥＬ（0536）32−2016

ＦＡＸ（0536）32−1099

事業所

医療法人ほうらいクリニック

医師

ＴＥＬ（0536）32−2016

ＦＡＸ（0536）32−1099

やま とおる
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