
富山セントラルＬＣ 《№1,108例会》　 八尾婦中ＬＣ 《№963例会》　

富山神通ＬＣ 《№964例会》 大山ＬＣ 《№867例会》

富山西ＬＣ 《№897例会》 富山昭和ＬＣ 《 600 例会》

ライオンズクラブ国際協会334-D地区

１R２Z ７ｸﾗﾌﾞ合同 例会・記念講演会・賀詞交歓会

富山西ＬＣ 《№897例会》 富山昭和ＬＣ 《№600 例会》
富山いきいきＬＣ 《№108例会》　

【例会】 司会）　　八尾婦中LC　幹事　L武内　　清

18:00 開会ゴング（７クラブ） 号令 大山LC　会長　 L寺島　太郎

国旗 ライオンズ旗に敬礼

２００９．０１．２７（火）　於：ANAクラウンプラザホテル富山

国旗・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（１題）

富山セントラルLC会長挨拶 富山セントラルLC　会長 Ｌ川岸　広幸

役員紹介 GMTリーダー （富山昭和ＬＣ） Ｌ高田　順一

１ＲＲＣ （富山セントラルＬＣ） Ｌ寺本　龍昭

（八尾婦中ＬＣ） Ｌ奥野 健２ＺＣ （八尾婦中ＬＣ） Ｌ奥野　健一

地区ＰＲ・ライオンズ情報委員 （富山セントラルＬＣ） Ｌ長谷川修博
地区ＭＥＲＬ・改革委員 （　    〃　     ） Ｌ原田　俊夫

（　    〃　     ） Ｌ澤木　敏夫

（　    〃　     ） Ｌ吉浦　昭光

（　    〃　     ） Ｌ林　　政範
地区ゾーンＭＥＲＬ委員 （八尾婦中ＬＣ） Ｌ道上  　 修　

〃 （ 〃 ） Ｌ伴 隆志

地区YE委員

地区ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ・青少年育成委員

地区四献推進委員

２ＺＣ

　　〃 （　    〃　     ） Ｌ伴　　隆志

（富山いきいきＬＣ） Ｌ中村　政勝

次期地区四献・糖尿病教育委員 （　    〃　     ） Ｌ大浦　　均

富山神通LCより40周年記念合同ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨについて 富山神通LC　会長 L吉田　　誠

幹事報告事項 富山セントラルLC 幹事 Ｌ篠原　　透

八尾婦中LC 幹事 Ｌ武内　　清

富山神通LC 幹事 Ｌ若井 聡志

次期２ＺＣ

富山神通LC 幹事 Ｌ若井　聡志

大山LC 幹事 Ｌ野尻　昭範

富山西LC 幹事 Ｌ俣本　吉章

富山昭和LC 幹事 Ｌ近藤　秀樹

富山いきいきLC 幹事 Ｌ堀川　秀樹

◇記念講演　 GMTリーダー Ｌ高田　順一

演題 『 GMTの仕組みと運営 』について演題　『　GMTの仕組みと運営 』について

富山昭和LC　第600回例会記念撮影（富山昭和LC登壇）

富山神通LCより富山昭和LCへ　祝辞 富山神通LC　会長 L吉田　　誠

富山昭和LC　謝辞 富山昭和LC　会長 L戸田　　治

《連絡報告事項》
① 1R新現役員賀詞懇談会(次期キャビネット役員予定者の紹介 … 01月23日(金)① 1R新現役員賀詞懇談会(次期キャビネット役員予定者の紹介 … 01月23日(金)

及び懇親会)の件

　会　議 １２：００～ 於：金太郎温泉　会議室

　懇親会 １２：３０～１４：３０ 「翔華」の間

② 薬物乱用防止教育認定講師養成講座について … 01月31日(土)

受付　12：30～ 於：こまつ芸術劇場うらら　小ホール

会議　13：00～16：50

③ その他③ その他

閉会ゴング（７クラブ） 号令 大山LC　会長　 L寺島　太郎



【祝宴】 　司会）富山いきいきLC　幹事　Ｌ堀川　秀樹

19:05 開宴の挨拶 富山西LC　会長 Ｌ内山　芳一

来賓挨拶 2ZC Ｌ奥野　健一

ウィサーヴ １RRC Ｌ寺本　龍昭

19:15 新会員紹介 富山セントラルLC L後藤雅彦　L岡本　隆　L松田真一（3名）

八尾婦中LC L谷崎正幸（1名）

富山神通LC L舟橋久満　L三澤かおり　L谷山功司　L田上　敬　

L腰山広紀　L濱田　学（6名）

大山LC なし

富山西LC L志鷹淳一　L中島奈々（2名）

富山昭和LC L花方　淳（1名）
富山いきいきLC L吉崎雅恵（1名）

新会員登壇

新会員記念品贈呈 プレゼンター GMTリーダー Ｌ高田　順一

新会員挨拶（代表1名）

各クラブ出席率発表 （担当　大山LC　富山西LC）

出席率表彰

20:30 テールツイスターアワー 富山セントラルLC T.T. Ｌ長谷川修博

八尾婦中LC T.T. Ｌ道上  　 修

富山神通LC T.T. Ｌ林　　一博

大山LC T.T. Ｌ牧野　吉成

富山西LC T.T. Ｌ加藤　竹男

富山昭和LC T.T. Ｌ喜多埜祐輔

富山いきいきLC T.T.

20:55 ライオンズローア 次期２ZC Ｌ中村　政勝

Ｌ笹木      勲

閉宴の挨拶 八尾婦中LC　会長 Ｌ山口　　清

また会う日まで斉唱 富山いきいきLC　会長 Ｌ吉川　　裕

《ライオンズクラブの歌》　　 《ライオンズクラブの歌》
　　　　１．ひろい世界をひとつに結ぶ　同じこころの　手と手に通う
　　　　　　自由信頼叡智のきずな　切っちゃならない　いつまでも
　　　　　　おうおうライオンズ　叫べ　正しく　ライオンズわれら



富山神通ＬＣ　連絡報告事項

２００９．１．２７（火） 〈例会１－１〉

　連絡・協議事項

１） １／１５(木) ２Ｚ合同例会準備委員会の報告１） １／１５(木) ２Ｚ合同例会準備委員会の報告

　11:30～　　　　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山

　出席者　Ｌ若井

２） １／１６(金) 富山市立水橋中学校　ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ「ﾗｲﾌｽｷﾙ教育」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開授業の報告

　13:30～15:20　　於：富山市立水橋中学校

　出席者　Ｌ吉田誠　Ｌ若井　Ｌ内山

３） １／２１(水) ＬＣＩＦ援助交付金事業 ２Ｚ会長幹事会の報告

　12:00～14:00　　於：越州

　出席者　Ｌ吉田誠　Ｌ若井　Ｌ笊畑　Ｌ田中俊夫　Ｌ宮保

４） １／２２(木) ２Ｚ合同例会準備委員会の報告

　11:30～　　　　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山

　出席者　Ｌ吉田誠　Ｌ若井

５） １／２３(金) １Ｒ新旧役員賀詞懇談会の報告５） １／２３(金) １Ｒ新旧役員賀詞懇談会の報告

　12:00～　　会議　　　　　　　於：金太郎温泉

　12:30～　　懇親会　

　出席者　Ｌ吉田誠　Ｌ若井　Ｌ田中俊夫　Ｌ小川　Ｌ永井

６） １／３１(土) 334ｰＤ地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座について

　13:00～16:50　　　　　　於：こまつ芸術劇場うらら小ホール

　出席予定者　Ｌ中田　Ｌ石田席 定者 中

７） ２／６（金） 富山県立盲学校教育振興会役員会について

　13:30～14:30　　　　　　於：富山県立盲学校

　出席予定者　Ｌ吉田誠

８） 富山県LC奉仕銀行下半期拠出金について

　@1,000円×12月末会員数92名＝92,000円

９） ＬＣＩＦ会員20ドル献金について

　@20ﾄﾞﾙ×91円×95名＝172,900円　

10） その他

11） ２／５（木） 次回例会について　　（№９６５例会）　　　　於：富山第一ホテル） ／ （木） 次回例会に て （ 例会） 於 富山第 ホテル

　　理事会　　１１：００～１２：００　　　２Ｆ「桂」の間

　　例　 会　　１２：１５～１３：３０　　　３Ｆ「天平」の間

 ＊例会終了後、例会場にて　40周年式典準備会議、40周年記念事業会議を

　　行ないます。


