
5:30 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

会長挨拶 会長

スポーツアカデミー富山倶楽部への助成金 及び 奨励金 贈呈 会長

Leo L永井 秀信

誕�生�祝･･� L黒川 L笊畑 L沢田 L笹原 L杉村

����� L坂井 L浅井 L藤木

結婚記念祝･･� L尾山

連絡協議事項（裏面をご参照下さい）

T・Tアワー L笊畑

閉会ゴング 会長

6:00 食事

6:15 清掃

6:35 お疲れ様でした。

ﾓ ｯ ﾄ ｰ �ウィ・サーヴ

本 年 度 �奉仕の心をひとつにつなぎ�日本再生

ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ �愛の手でつなぐ�誠の奉仕

�愛と真心�命をつなぐ�誠の奉仕
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�連絡・協議事項

1） 7／24（日） 献血功労厚生労働大臣感謝状伝達式の報告 前会長

�10:00~12:00 於：高志会館カルチャーホール

�出席者��L浦田啓一

2） 7／28（木） ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ収穫の報告 幹�事

�9:00~10:00 於：福島家ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ畑

�参加者���� L宮本 L安井 L石割 L若井 L坂井 L折戸 L藤井

3） 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）の報告 幹�事

��8／1（月）  8:00~10:00�於:城東ふれあい公園ｽﾎﾟｰﾂ広場

��8／2（火） 14:30~15:30�

�参加者�L石割�� L谷川�L坂井�L内山� 

4） 8／2（火） 北日本新聞納涼花火・富山会場清掃の報告 幹�事

�午前5時より�（1時間） 於：神通川右岸

�参加者�L石割�L坂井�

5） 8／5（金） 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2F

�19:00~����懇親会�「橘」の間

�出席予定者� L石割�L坂井�

6） 8／6（土） 薬物乱用防止フォーラムについて 幹�事

�10:30~16:00� 於：富山市婦中ふれあい館

7） 8／7（日） ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ収穫体験事業について

�新富観光駐車場 9:30集合 10:00~12:00� 於：福島家ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ畑

�参加予定者���� L宮本�L鍜冶�L舟橋�L竹田�L田中宏明

L石割�L若井�L坂井�L笊畑�L折戸��L藤井

・ﾚｵｸﾗﾌﾞ・富山視覚総合支援学校生徒

�服装�作業帽・ポロシャツ・タオル・長靴・長袖の服（虫除け）

8） 8／8（月） 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：名鉄トヤマホテル

�15:30~16:30�ガバナーを囲む懇談会（三役のみ）

�出席予定者�� L石割�L浦田啓一�L鋪田�L若井�L坂井

L吉野�L藤田� �L永井�L藤井�L甚内

L柴草�L田中宏明�L舟橋�L宮本�L村井幸一

L大久保�L黒川�L田中俊夫

�服装�自由（但し、スーツ、ネクタイ着用のこと）

9） 8／8（月） 第7回高田国際理事支援ゴルフコンペ実行委員会について 幹�事

��17:00~� 於：富山第一ホテル2F「橘」�

�出席予定者�� L石割�L田中俊夫�L浦田啓一�L若井� �L坂井

L笹原�L吉野�� L魚谷      �L小山�   L村井幸一

L金谷  L藤田  �   L作村�   �L津島�    L森�

L稲垣�L折戸

10） 8／9（火） 第1回1R合同地区ガバナー諮問委員会について 幹�事

�15:00~15:30�受�付����於：富山第一ホテル

�15:30~18:15�会�議

�出席予定者 L石割�� L坂井�L柴草�L稲垣�L折戸�

L村井幸一�L泉��L舟橋

�����L田中宏明�L宮保�L折戸�L藤田
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11） 8／10（水） 国際理事支援3クラブ合同委員会について 幹�事

�13:30~15:00����於：富山第一ホテル5F「藤」の間�

�出席予定者 L田中俊夫�L坂井�L吉野�L笹原�L小山�L魚谷

12） 8／21（日）������ ふるさと美化大作戦�参加協力依頼について 幹�事

�7:00~����於：桜木町周辺

�参加予定者 L石割�L坂井�L内山�L矢郷�L笊畑�

�*多数参加お願いいたします。

13） 8／23（火）������ 富山南LC『論語教室・講演会』開催について 幹�事

�14:00~（1時間）����於：富山市立柳町小学校体育館

14） 8／25（木） 富山LCCN55周年記念大会について

��18:00~19:00�式�典�� 於：富山第一ホテル

��19:00~21:00�懇親会 石井隆一富山県知事による
�出席予定者�  L石割�L坂井 メンバースピーチ予定

15） 8／28（日） 高田順一�国際理事就任激励会について

��14:00~�受付�� 於：富山第一ホテル

��15:00~17:30�懇親会

16） 8／29（月） 高田順一国際理事就任記念・チャリティーゴルフ大会について

��7：26スタート�� 於：富山カントリークラブ

�有磯コース�薬師コース�神通コース�同時スタート

��17：00~19：00�表彰式・懇親会 於：富山第一ホテル

17） 9／10（土） 黒部LCCN50周年記念大会について

��14:00~14:50�受付��於：宇奈月ニューオータニホテル

��15:00~16:00�式典��

��16:30~18:00�祝宴

�出席予定者�  L石割�L坂井�L内山

18） 9／17（土） 本年度メイン事業『生き物みつけた！森の調査隊2011』について 幹�事

9:00~13:30���於：富山市ファミリーパーク

�服装�作業帽・ポロシャツ

�＊全員参加アクティビティ����

19） 11／13（日） 富山平成LCCN20周年記念大会について

�受�付��13:00~ 於：富山第一ホテル

�記念講演�13:30~14:20 講師；桂�才賀�氏

�記念式典�14:30~15:20 （落語家・法務省少年院面接委員）

�祝�宴��15:35~17:30 演題；「こどもをしかれない親たち」

�出席予定者�  L石割�L坂井�L内山

20） 2011年冬期派遣青少年予備調査について 幹�事

*ご希望の方は、8月12日（金）までご連絡下さい。

21） 富山西LC呉羽梨チャリティ頒布について 幹�事

1箱�4,000円（送料、税込み）��LAサイズ14~16個�5Kg

発送�8／26~31���＊申し込み締切�8/19

22） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 L甚内

23） 8／18（木） 次回納涼例会について（ﾗｲｵﾝﾚﾃﾞｨ合同） 幹�事

��理事会�17:00~17:45�����於：ボルファートとやま

��例�会�18:00~18:30

��懇親会�18:30~20:00

富山神通ライオンズクラブ

幹�事

幹�事

幹�事

幹�事

幹�事




