
富山神通ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ認証41周年記念例会（№995例会）

富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ��認証38周年記念例会（№288例会）
���2010．5．10（月）����於：富山第一ホテル

3F「白鳳の間」

[記念例会]    （司会）� 幹�事 L藤井�和夫

18:30 開会ゴング 会�長 L林���巌
国旗及びライオンズ旗に敬礼
国歌斉唱
ライオンズヒム斉唱
会長挨拶 会�長 L林���巌

レオクラブ会長挨拶 ﾚｵｸﾗﾌﾞ会長 Leo吉本�晃将
よしもと　　　　あきまさ

物故会員24名に黙祷

【会員表彰】

�メルビンジョーンズ・フェロー賞の贈呈
���L林�L藤井�L中田�L森田忠雄�L宮崎

�モナーク・シェブロン〔長期在籍会員賞〕贈呈
���40年・・・L朝倉
���25年・・・L大川内�L北川�L森田忠雄
���20年・・・L小山�
���10年・・・L高木

【歴代会長顕彰】
��L森田明  �L朝倉��L福島�  �L淵野��L堀井��L和泉
��L田中俊夫�L柴草��L山田清治�L大川内�L森田忠雄
��L宮崎     �L藤木��L大久保��L廣田��L吉田

【レオクラブ感謝状贈呈】

 ・富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ（富山神通LC会長�L林 巌より） 富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ会長

 ・ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ富山倶楽部（富山神通LeoC会長�Leo吉本 晃将より） Leo永井�秀信

連絡協議事項（裏面をご参照下さい）

19:00 閉会ゴング 会�長 L林���巌

ﾓ ｯ ﾄ ｰ �ウィ・サーヴ

本 年 度 �感動ある奉仕

ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ �友愛と英知で守ろう地球と人

�叡智と勇気で地球の未来を子供たちに

Leo吉本�晃将
　　　　　　よしもと　　　　あきまさ

（ 国 際 協 会 ）

（ 334 複 合 地 区 ）

（ 334 － D 地 区 ）

（ 富 山 神 通 LC ）



3F「飛鳥の間」

[記念祝宴] �（司会）�ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ L吉本  篤司
19:10 開宴の挨拶 CN委員長 L大川内 秋弘

�余興 中山孝志・安藤有希子
ウィ・サーヴ 会�長 L林���巌

☆☆☆�祝宴�☆☆☆
 ♪♪��抽 選 会�♪♪�
T・Tアワー T�・�T L宮崎�忠一
ライオンズローア 前会長 L吉田��誠
閉宴の挨拶 第一副会長 L浦田�啓一

21:00 また会う日まで

����ライオンズヒム
1 歌えライオンズ自由の歌を ��3    戦の魔手より�国を守る
胸に燃ゆる火�デモクラシー ����強き同志の�城築け
永久（とわ）に消さじと�守るなれ ����命と名誉と�富かけて
リバティ�インテリジェンス ����リバティ�インテリジェンス
アワ�ネイションズ�セイフティ� ����アワ�ネイションズ�セイフティ

2 知性に生きるライオンズ
社会奉仕と�友愛に
手をさしのべよ�常に強く
リバティ�インテリジェンス
アワ�ネイションズ�セイフティ�

富山神通ライオンズクラブ

♪♪�津軽三味線�♪♪

◇余興 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ  津軽三味線芸人　中山孝志・安藤有希子

�2007年4月に「津軽三味線芸人中山孝志・安藤有希子」を結成。
　イベント・ご宴会・ご自宅・ストリート演奏などの演奏活動を行うほか、
　ラジオパーソナリティ・TV出演など、演奏以外の活動も精力的に行っている。
　オリジナルの楽曲も作成し、2009年3月には初のCDとなる『春夏秋冬』を発売。
　活動はストリート演奏からのスタート。
　噂は口コミでどんどん広まり、数々の舞台に立つようになる。

　そうして出会った人と人との繋がりによって、現在もさらに活動範囲を広げている。

◇中山孝志

�1976年1月10日生まれ、高岡市出身。高岡市在住。2003年より、高岡駅の地下街で三味線演奏を始め、現在に至る。目標
は「高岡大仏」。高岡の誰もが大仏さんを知っているように、駅の地下に行けば三味線を弾いているやつがいる、と言われる
ほど定着した存在なりたい、と話す。また、応援してくださっている方々への恩返しは、自分達が少しでも有名になること、と
常に上を目指して行動する。地元に根をはり、地元で愛される津軽三味線芸人として、演奏活動を続けている。<中山豆知
識>かなり多趣味である。最近はじめたものは、ダンス(LOCK)。すでにライブでも披露済みである。富山県アーチェリー協会
にも属しており、大会ではメダルをもらってくることも…仕事関係では、曲作りの大半を行い、作詞・作曲、レコーディングから

ミックスまで行うことが出来る。最近のマイブームは演歌に歌謡曲。現在制作に取り組んでいるのも演歌。

◇安藤有希子

�1980年1月6日生まれ、高岡市出身。高岡市在住。2004年より、高岡駅の地下街で三味線演奏を始め、現在に至る。目標
は「有名人」(姉弟3人の名前から１字ずつ取ると「有名人」になるところから)お客様に三味線や唄を楽しんでもらい、笑顔に
なってもらえるよう、努力している。<安藤豆知識>口下手で人見知りのくせに、目立ちたがり。大変頑固で中山も非常に手を
焼く相方である。中山に引きずられて渋々始めた趣味が多い…アーチェリーでは、平成21年、高岡市の大会に成人女子唯
一の選手として出場、当たり前だが1位になり大喜び。その他、お茶、ペン習字などお稽古事が大好きで、まだ他に何か習
えないかとカルチャースクールのチラシを手放さない。
仕事関係では、事務仕事のほとんどを行い、ＨＰの更新、スケジュール管理などを行っている。ＣＤのジャケット作りなども、
素人なりになんとかこなす。



2010．5．10（月） 〈例会2－1〉

�連絡・協議事項

1) 4／18（日） 334-D地区次期クラブ三役セミナーの報告 L浦田啓一

��13:30~16:10�会議・セミナー�於：アオッサ

��16:30~18:00�懇親会�����於：ユアーズホテルﾌｸｲ

��出席者�L浦田啓一�L吉野

2) 4／23（金） 富山昭和LC認証26周年記念式典の報告 幹�事

�18:00~18:50�式�典�� 於：名鉄ﾄﾔﾏﾎﾃﾙ

�19:00~20:30�懇親会

�出席者�L林巌�L藤井�L中田 〔L朝倉�L森田明〕

3) 4／28（水） 富山県立富山視覚総合支援学校教育振興会総会の報告 幹�事

��14:40~15:40�������於：富山視覚総合支援学校

��出席者�L浦田啓一

4) 4／28（水） 第4回1R合同ガバナー諮問委員会の報告 会�長

��16:30~17:50�会�議����於：富山第一ホテル

��18:00~19:30�懇親会

�出席者�L林巌�L浦田啓一�L藤井�L吉野�L中田�L笹原

5) 5／8(土) 富山市立水橋中学校ライオンズクエストの報告 幹�事

~9(日)

6) 5／12（水） 第3回2Z新旧会長・幹事会について 幹�事

�18:30~��会�議�����於：ANAクラウンプラザホテル

�19:20~��懇親会

�出席者�L林巌�L浦田啓一�L藤井�L吉野

7) 5／14（金） 第56回334－D地区年次大会記念チャリティゴルフ大会について 幹�事

�8:20集合�9:00スタート���於：魚津国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

�登録料10,000円���

�参加予定者��� L林巌       L浦田啓一�L吉野         L坂井

  � L笹原       L松本�     L村井幸一�L魚谷

     L藤田淳一�L田中勝利�L津島

    〔L田中俊夫 L永井〕

8) 5／21（金） 富山県立富山視覚総合支援学校生徒さつま芋苗植えｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨについて 幹�事

��10:00~12:00����於：岡本武勇氏宅近くの畑

��◇服装�作業帽、ジャンパー、ポロシャツ

� 参加対象者�5役�前会長�副会長�委員会�担当理事 

PR委員長�次期委員長・副委員長�前年度苗植え以降新会員



〈例会2－2〉

9) 5／22（土） 334－D地区第55回年次大会について 幹�事

��10:00~12:00�代議員会������於：ありそドーム

��14:00~16:00�大会式典������於：��〃

��16:30~18:30�晩餐会 ��� � ��於：��〃

L林巌  L吉田�L浦田啓一  L石割�L鋪田

L藤井〔L田中俊夫�L小川�L永井〕�9名

L中田 L吉野� L大久保�L若井�L淵野  

L藤田淳一 L舟橋   L廣田�L和泉�L甚内

L村井幸一�L村井宗明  L柴草�L竹田�14名

〔Leo吉本〕

�◇送迎バス�代議員バス�8:40�富山第一ホテル前集合出発

�������一般バス �12:30�ﾄﾔﾏｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾎﾞｳﾙ前集合出発

  ◇服装については�制服で参加お願いいたします。

�（紺ジャケット、グレーのズボン、クラブ指定ネクタイ

エンブレム・ライオンズバッジ）

10） 6／13（日） 334複合地区第56回年次大会について 幹�事

��13:15~13:50��代議員会�� �於：名古屋国際会議場

��14:00~15:30��大会式典�� �於：��〃

��16:30~18:00��晩餐会�� ��於：名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ

L林巌   L浦田啓一  L石割  L鋪田� L藤井

L中田  L吉野〔L田中俊夫�L小川〕�9名

L内山   L藤田淳一    2名

�◇送迎バス�往路�7:00頃�富山第一ホテル前集合出発

�������復路 18:15頃�名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ出発

11) 6／21（月） 釜山花郎LCCN32周年記念式典の参加について 幹�事

�~23（水） 式典�6／22（火）�19:00~�於；ホテルローシン

参加予定者�L林巌�L浦田啓一�L石割��L藤井（ご夫婦）

������L中田（ご夫婦）�� L大久保� L廣田

  L堀井（ご夫婦）�   L甚内   � L森田忠雄（ご夫婦）

  L竹田�L矢郷

  ◇服装については�制服で参加お願いいたします。

�（紺ジャケット、グレーのズボン、クラブ指定ネクタイ

エンブレム・ライオンズバッジ）

12) その他 ・委員長報告�・・・・・�出席委員会 L谷川

13) 5／20（木） 次回例会について��（№996例会）���� 幹�事

��理事会�11:00~12:00�2F「橘」 於：富山第一ホテル

��例�会�12:15~13:30�3F「天平」�

富山神通ライオンズクラブ

�出席予定者代議員

�����一�般

�����一�般

�出席予定者代議員


