
~�2010年7月15日（木）��於：富山第一ホテル�~

司会�富山神通LC幹事 L吉野�公人

18:00 1． 入会式

2． 来賓紹介

3． 開会ゴング・・・・・ 富山神通LC会長 L浦田�啓一

4． 国旗・ライオンズ旗に敬礼

5． 国歌斉唱

6． ライオンズクラブの歌斉唱（3題）

7． 会長挨拶

8． スポンサークラブ祝辞 富山ｾﾝﾄﾗﾙLC会長 L澤木�敏夫

9． 富山神通LC42年間のあゆみ（スクリーン）

10． CM挨拶 富山神通LCCM L森田��明

11． 1000回記念例会ゴルフコンペ

ﾁｬﾘﾃｨ収益金贈呈�感謝状拝受�公益財団法人 富山県アイバンク

理事長�高田��眞�様

12． 1000回記念例会記念品贈呈�ﾒﾝﾊﾞｰ代表 富山神通LC L朝倉�昭治

19:00 13． 閉会ゴング・・・・・ 富山神通LC会長 L浦田�啓一

L谷川��弘

1915 1． アトラクション�   ﾕ ｰ ﾀ

♪♪�ピアノ演奏����� YOUTA ��♪♪

2． 開宴の挨拶・・・・・ 富山神通LC会長 L浦田�啓一

3． ウィ・サーヴ・・・・・ 1R2ZC L佐賀野昭一郎

懇��親��会

4． ゴルフコンペ表彰式

5． テール・ツイスター・アワー 富山神通LCTT L金谷�正治

6． ライオンズ・ローア・・・・・ 富山神通LC前会長 L林���巖

7． 閉宴の挨拶・・・・・ 富山神通LC第一副会長 L石割�雅弘

20:45 8． また会う日まで合唱

9． 記念写真（富山神通ライオンズクラブのみ）

�ライオンズクラブ国際協会334－D地区1R2Z
富山神通ライオンズクラブ1000回記念例会

司会�富山神通LC ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ



�出席者名簿
ライオンズクラブ国際協会334－D地区
1R2ZC L 佐賀野昭一郎

公益財団法人 富山県アイバンク 理事長�高田��眞�様

ビジター 富山セントラルﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ

八尾婦中ライオンズクラブ

大山ライオンズクラブ

富山西ライオンズクラブ

富山昭和ライオンズクラブ

富山いきいきライオンズクラブ

YOUTA
     ユ  ー  タ

プロフィール

1982年12月1日生まれ。
1987年：富山県立盲学校入学、電子オルガン始める。
1997年：学内で初の自作自演。これを機に友人とグループを結成し、音楽活動を活発化。
1998年：X JAPANのYOSHIKIさんの音楽に衝撃を受け、ピアノを始める。
2001年：高崎芸術短期大学入学。
2003年：武蔵野音楽大学入学。ヘレンケラー記念音楽コンクール奨励賞。
2004年：富山県音楽協会入会。富山市のレストランRaccontにてピアノの演奏活動開始。
2005年：競い合い、助け合うコンサートin名古屋。富山テレビの取材。
2006年：富山ピアノコンクール奨励賞。ヘレンケラー記念音楽コンクール第2位。
2007年：ピアノリサイタル（埼玉会館）。講演と演奏（埼玉県立盲学校）。
2008年：富山県内各地で講演・ライブ活動。画家の城戸久務氏と共演。
2009年：ﾕﾆｯﾄLUMIE結成、ｼﾝｸﾞﾙCD『COLOR』を発表。ﾗｲﾌﾞ･ｲﾍﾞﾝﾄ･ﾒﾃﾞｨｱ出演多数。

幹�事 L大浦�均

第一副会長 L三井隆夫
第二副会長 L寺腰�一

第一副会長 L堀�仁志
L・T L辻井益雄

会�計 L山田孝志
会長 L平尾嘉章

会�長 L豊岡�正
幹�事 L岡﨑�誠

幹�事 L野尻昭範
会�計 L牧野吉成

会�計 L山田泰輔
会�長 L清水宏篤

会�長 L伴�隆志
幹�事 L道上�修

幹�事 L山田邦雄
会�計 L吉浦昭光

クラブ名 役職 氏名
会�長 L澤木敏夫

ご 来 賓



（司会）�幹事��L吉野

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

7．

8． ・・・・・・・・・ 会��長

9． ・・・・・・・・・ 幹��事

スポンサーシップ証明書の伝達 ・・・・・・ スポンサー

氏�名 勤務先 生年月日/ｽﾎﾟﾝｻｰ

タナカ�ヒロアキ (有)昭和ドライアイス��取締役 S43.6.9

田中�宏明 �職種：ドライアイス販売

�勤）〒930-0019�富山市弥生町2丁目2-1 ｽﾎﾟﾝｻｰ

���℡076-433-3434�FAX076-433-3411 L浦田�啓一

イナガキ�ヒトシ （株）富山アメニティシステム��営業部長 S37.1.25

稲垣��仁 �職種：ホテル業

�勤）〒930-0082�富山市桜木町10番10号 ｽﾎﾟﾝｻｰ

���℡076-442-4411�FAX076-442-6232 L浦田�啓一

所 属 委 員 会 発 表

新入会員プロフィール

歓 迎 の こ と ば

ラペルボタンの贈呈

新 会 員 挨 拶

ライオンズ用品贈呈

入会式

新 会 員 入 場

入 会 式 開 会 宣 言

”ライオンズの誓い”



2010．7．15（木） 〈例会2－1〉

�連絡・協議事項

1） 7／5（月） 報道関係への新任挨拶廻りの報告 会�長

��9:00�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浦田啓一

2） 7／13（火） 新旧管理委員会の報告 幹�事

�18:00~18:30�会�議������於：富山第一ホテル

�18:30~20:00�懇親会

�出席者�L浦田啓一�L林巌�L石割�L吉野�L藤井

3） 7／18（日） 松川べり清掃奉仕アクティビティについて L森

��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�作業帽・ポロシャツ

�＊ﾗｲｵﾝﾚﾃﾞｨの多数のご参加をお待ちしております。

4） 7／27（火） 第1回2Z会長・幹事会について 幹�事

18：00~19：00�会�議�「春日」の間 於：富山第一ホテル

19：00~ �  � �  �懇親会�「橘」の間

�出席予定者�L浦田啓一�L吉野

5） 8／1~2 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯Jﾕｰｽｻｯｶｰ大会ﾊﾟﾈﾙ掲示（薬物乱用防止）について L藤田淳一

��8/1（日） � 8:00~10:00�於:城東ふれあい公園スポーツ広場

��8/2（月）�16:00~17:00�

�参加要請�三役�LT�ﾚｵﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会・四献委員会・PR委員長

�服装�作業帽・ポロシャツ

6） 8／2（月） 北日本新聞納涼花火・富山会場清掃について 幹�事

�午前5時より�（1時間）

�参加予定者�L浦田啓一�L吉野�L笹原�L坂井�L金谷

7） 8／4（水） 1R2Z地区ガバナー公式訪問について 幹�事

�14:00~15:15�公式訪問����於：富山第一ホテル

�15:30~16:50�ガバナーを囲む懇談会（三役のみ）

�出席要請�26名（会員数の30%以上）��

�＊多数ご参加願います。

 



〈例会2－2〉

8） 8／9（月） 第1回1R合同地区ガバナー諮問委員会について 幹�事

�15:00~17:45�会�議����於：富山第一ホテル

�18:00~19:30�懇親会

�出席予定者�L浦田啓一�L吉野�L廣田�L荒川�L矢郷

 �L宮保         L森  �  L浅井

9） 8／27（金） 本年度メイン事業「よみがえれ地球・子どもに夢を！」予算案 L田中俊夫

について（別紙）

�9:00集合�10:00~15:00���於：グランドプラザ

�服装�作業帽・ポロシャツ

�＊全員参加アクティビティ����

10） 8／19（木）納涼例会の個人負担について 幹�事

11） 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

12） クラブ会報の発行について L村井幸一

13） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 L小山

14） 8／5（木） 次回例会（長慶寺清掃奉仕）について 幹�事

�5:00集合�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�作業帽・ポロシャツ

�＊ﾗｲｵﾝﾚﾃﾞｨの多数のご参加をお待ちしております。

富山神通ライオンズクラブ


