
　Ｎ ｏ．９　５　１ 例 会　
　　　２００８．７．３（木）　　於：富山第一ホテル

12:15 入会式

開会ゴング 会長

国旗及びライオンズ旗に敬礼

国歌斉唱

ライオンズクラブの歌斉唱

当クラブ旗、前会長より会長へ引き渡し

役員バッジ交換、役員及び委員長紹介

会長挨拶 会長

前会長ダイヤピン贈呈

誕生祝・・Ｌ魚谷　Ｌ廣田　Ｌ松原　Ｌ浜西　Ｌ谷川　Ｌ田中勝利　Ｌ山田清治

　　　　　　Ｌ若井　Ｌ植松　Ｌ浦田啓一　Ｌ駒井　Ｌ高木　Ｌ宮保

結婚記念祝･･　Ｌ松原

会　　食

連絡協議事項（裏面をご参照下さい）

Ｔ・Ｔアワー Ｌ林一博

閉会ゴング 会長

13:30 また会う日まで合唱

ﾓ ｯ ﾄ ｰ （国  際  協  会）　　 ウィ・サーヴ

本 年 度 （３３４複合地区）　　「温故知新」革新への挑戦

ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ （３３４ーＤ 地区）　  友愛と歓びの奉仕でつくる　元気なひと　まちそしてみどり

（富山神通 Ｌ Ｃ）　  奉仕と友愛で築こう　未来につながる豊かな環境

富山神通ライオンズクラブ



（司会）　幹事　　Ｌ若井

１． ・・・・・・・・・ 会員委員長・新会員

入会式

新 会 員 入 場１． 会員委員長 新会員

２． ・・・・・・・・・ 会員委員長

３． ・・・・・・・・・ 会員委員長・新会員

４． ・・・・・・・・・ 会　　長

５． ・・・・・・・・・ 会　　長

６ 新会員の紹介とスポンサーのことば・・・・ スポンサー

新 会 員 入 場

入 会 式 開 会 宣 言

”ライオンズの誓い”

歓 迎 の こ と ば

ラペルボタンの贈呈

６． 新会員の紹介とスポンサーのことば・・・・ スポンサー

７．

８． ・・・・・・・・・ 会　　長

９． ・・・・・・・・・ 幹　　事所 属 委 員 会 発 表

新 会 員 挨 拶

ライオンズ用品贈呈

新入会員プロフィール

氏　名 勤務先     ｽﾎﾟﾝｻｰ

　フナハシ　ヒサミチ （株）ミカド電機　　代表取締役社長

　舟橋　久満 職種：電気機器製造　電気工事

勤）〒939-3548　富山市三郷8-2 　ｽﾎﾟﾝｻｰ

　　　　　　　℡076-478-4488   　FAX076-478-4430 　Ｌ田中俊夫

　　ミサワ　カオリ （有）ミサワモーター 　代表取締役副社長　　ミサワ　カオリ （有）ミサワモ タ 　代表取締役副社長

　三澤かおり 職種：自動車販売　整備

勤）〒930-0174　富山市野町176-3 　ｽﾎﾟﾝｻｰ

　　　　　　　℡076-427-2002   　FAX076-427-2003 　Ｌ吉田　誠

　タニヤマ　コウジ （有）高芳　　　　不動産部長

　谷山　功司 職種：不動産業

勤）〒930-0023　富山市北新町2-3-6 　ｽﾎﾟﾝｻｰ

　　　　　　　℡076-413-8851   　FAX076-413-8852 　Ｌ吉田　誠



２００８．７．３（木） 〈例会２－１〉

　連絡・協議事項

１） ２００７．７～２００８．６　収支計算書について（別紙） Ｌ吉本

２） ２００７．７～２００８．６　会計監査報告 Ｌ安藤

３） ２００８．７～２００９．６　収支予算書について（別紙） 会　計

４） 運営委員会及び事業委員会 年次計画発表について（別紙） 各委員長４） 運営委員会及び事業委員会　年次計画発表について（別紙） 各委員長

５） ６／25（水） 次期準備理事・委員長会議及び新旧懇親会の報告 幹　事

　　16:00～18:00　次期理事・委員長会議　　於：ホテルよし原

　　18:00～20:00　新旧理事・委員長懇親会

６） ７／１（火） 報道関係への新任挨拶廻りの報告 会　長６） ７／１（火） 報道関係 の新任挨拶廻りの報告 会　長

　　9:05　富山第一ホテル前出発　　＊合同事務局内9クラブ会長

　　参加者　L吉田誠

７） ７／11（金） 新旧管理委員会について 幹　事

　18:00～18:35　会議　　　　　　於：奥田屋

　18:45～20:15　懇親会

出席予定者 吉 林 金谷 若井　出席予定者　Ｌ吉田誠　Ｌ林巌　Ｌ金谷　Ｌ若井

８） ７／18（金） 奥野健一２ＺＣ就任記念ゴルフ大会について 幹　事

　9:25スタート　　　　　於：富山ＣＣ

　表彰式懇親会　プレイ終了後　富山ＣＣ ２Ｆにて

　参加予定者　Ｌ廣田　Ｌ吉田誠　Ｌ林巌　Ｌ浦田啓一　Ｌ笊畑

　　　　　　　　　　L田中俊夫 L宮崎忠一 Ｌ黒川 L笹原 Ｌ吉野　Ｌ村井幸一　　　　　　　　　　L田中俊夫 L宮崎忠 Ｌ黒川 L笹原 Ｌ吉野　Ｌ村井幸

　　　　　　　　　　＊懇親会のみ　Ｌ村井宗明

９） ７／19（土） 第1回キャビネット会議　オブザーバー出席について 幹　事

　13:30～14:15　RC・ZC・地区委員長会議　　於：ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ小松

　14:30～16:00　全体会議

　出席予定者　Ｌ吉田誠　L田中俊夫　Ｌ若井　L笊畑

念ゴ 事10） ８／５（火） 寺本龍昭１ＲＣ就任記念ゴルフ大会について 幹　事

　9:02スタート　　　　於：呉羽ＣＣ

　表彰式懇親会　　17:30より　ＡＮＡクラウンプラザホテル富山にて

　参加予定者　　L吉田誠　L浦田啓一　L若井　L田中俊夫　L宮崎忠一　L和泉

　　　　　　　　　　　L甚内　L小山　L村井幸一　L笹原　L矢郷　L吉本

＊懇親会のみ Ｌ村井宗明　　　　　　　　　　＊懇親会のみ Ｌ村井宗明

11） ７／２０（日） 松川べり清掃奉仕アクティビティについて L宮保

　　8:00～9:30　　　　集合場所　図書館裏駐車場

　＊全員参加アクティビティ　　　　服装　作業服・ポロシャツ

12） ８／１（金） 長慶寺清掃奉仕（№953例会）について 幹　事

　座禅 5:15～  例会5:30～　食事6:00～　清掃6:15～　　於：長慶寺

＊全員参加アクティビティ 服装 作業服 ポロシャツ　＊全員参加アクティビティ 　　服装 作業服・ポロシャツ

 



〈例会２－２〉

13） ８／１～２ チューリップテレビ杯Ｊユースサッカー大会パネル掲示 Ｌ山田昌彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（薬物乱用防止）について

14） ひがしスポーツクラブ助成金について　　　　＊50,000円 幹　事

15） 富山県立盲学校教育振興会賛助会費納入について　＊10,000円 幹　事

16） 青少年育成富山市民会議会費納入について　＊3,000円 幹　事

17） 今年度　１Ｒ２ＺＣ活動負担金納入について 幹　事

　　　2,000×50名＝100,000円納入

18） ふるさと美化大作戦　参加協力及び協賛依頼について 幹　事

　　８／２４（日）　7:00～実施　　　　　　　＊一口10,000円

19） 2008～2009年度　富山神通レオクラブスローガンについて 会　長

　　　　　「守る環境　築く未来」

20） 会報の発行について 幹　事20） 会報の発行について 幹　事

21） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 Ｌ宮崎忠一

22） ７／１７（木） 次回例会について　　　　　　　　　　於：富山第一ホテル 幹　事

　　理事会　　11:00～ ２Ｆ「橘の間」

例 会 12:15～13:30 ３Ｆ「天平の間」　　例　会　 　12:15～13:30 ３Ｆ「天平の間」

富山神通ライオンズクラブ


