
�N o．1,027 例 会�
���2011．9．1（木）��於：富山第一ホテル

富山昭和ライオンズクラブより

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

会長挨拶 会長

誕�生�祝･･� L大川内� L宮崎�� L林巖 L吉田誠 L岡崎

����� L腰山�� L浦田邦昭 L吉野 L田近

結婚記念祝･･� L廣田� L高田

新会員へ地区ガバナーメッセージ贈呈�L荒瀧�純一

会��食

連絡協議事項（裏面をご参照下さい）

メンバースピーチ�・・・・・・・・・・・・�L 飯野�宏之

�������テーマ�「�テレビ局の仕組み�」

T・Tアワー L笊畑

閉会ゴング 会長

13:30 また会う日まで合唱

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

富山神通ライオンズクラブ

（ 国 際 協 会 ）

（334複合地区）

（334－D地区）

（ 富 山 神 通 LC ）



（司会）�幹事��L坂井

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

10． ｶﾞﾊﾞﾅｰﾒｯｾｰｼﾞの伝達 ・・・・・・・ 会��長

11． ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ証明書の伝達 ・・・・・・・ 会��長

新入会員プロフィール

氏�名 勤務先

（株）ミタホーム��営業部長

職種：不動産

勤）〒930-0985富山市田中町4-14-76

��℡076-433-3300  �FAX076-433-6226

田近�幸雄

ｽﾎﾟﾝｻｰ

L大久保勝弘

所 属 委 員 会 発 表

生年月日/ｽﾎﾟﾝｻｰ

たじか�ゆきお S21.9.10

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”



2011．9．1（木） 〈例 会2－1〉

�連絡・協議事項

1） 8／21（日）������ ふるさと美化大作戦の報告 幹�事

�7:00~�於：桜木町周辺�

�参加者 L石割�L坂井�L内山�L笊畑�

2） 8／23（火）������ 第8回高田国際理事支援ゴルフコンペ実行委員会の報告 幹�事

��11:00~12:30� 於：富山第一ホテル2F「桂」�

3） 8／25（木） 富山LCCN55周年記念大会の報告

��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
�出席者�  L石割�L坂井 メンバースピーチ

4） 8／28（日） 高田順一�国際理事就任激励会の報告

��14:00~�受付�� 於：富山第一ホテル

��15:00~17:30�懇親会

�出席者 L淵野�L柴草�� L田中俊夫�L森田忠雄

L石割�L浦田啓一�L朝倉�    L坂井

L舟橋�L林巌       L甚内�    L小山

L中田�L大久保�L笹原�

5） 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の報告

��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

6） 9／4（日） 献血運動について（大山LC合同）���＊全員参加アクティビティ

���10:00~16:30������於：ファボーレ（正面出入口）

�◇服装�作業帽・ジャンパー

�*400mℓのみの呼びかけをお願いします。

�*従業員駐車場へ駐車願います。（くるまーと側）

7） 9／10（土） 黒部LCCN50周年記念大会について 幹�事

��14:00~14:50�受付��於：宇奈月ニューオータニホテル

��15:00~16:30�式典��

��17:00~18:30�祝宴

�出席予定者�  L石割�L坂井�L内山

�◇送迎バス�往路�13:30�富山第一ホテル前集合出発

�������復路   記念大会後�宇奈月ニューオータニホテル出発

8） 9／11（日） 2010~2011年度 夏期派遣青少年帰国報告会並びに 幹�事

2011~2012年度 地区YCEセミナーについて

�2010~2011�夏期派遣青少年帰国報告会�13：00~13：45

�2011~2012�地区YCEセミナー����14：00~15：30

�出席予定者�L坂井�L大久保�於：金沢都ホテル

9） 9／12（月） 富山県LC奉仕銀行�1R・2R合同評議員会について 幹�事

�15:00~16:00�於：高岡商工ビル8F�802・803

�出席予定者�L石割

L泉

会�長

会�長

L田中俊夫



〈例 会2－2〉

10） 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 L廣田

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����

11） 9／25（日） ライオンズの森公園�秋の下草刈りについて 幹�事

�11:30現地集合�14:00まで��

�参加要請�2名

12） 9／30（金） 企業献血について L泉

�15:00~16:30����於：北日本放送

�参加予定者�L石割�L坂井�L内山�L泉�L折戸�

13） 11／13（日） 富山平成LCCN20周年記念大会について 幹�事

�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

14） 11／23（水） 富山雷鳥LCCN40周年記念式典について 幹�事

�受付�15:00~15:45 於：名鉄トヤマホテル

�式典�16:00~17:15�4F

�祝宴�17:30~19:00�3F

�出席予定者�  L石割�L坂井�L内山

15） 11/24~27 第50回東洋・東南アジアフォーラムについて 幹�事

�フィリピン・マニラにて���一次締切 9／15��

�＊参加コースパンフレットは事務局にあります。

�出席予定者�  L森田忠雄

16） 11／27（日） 大山LCCN40周年記念式典について 幹�事

�受�付�13:30~ 於：立山国際ホテル

�式�典�14:30~15:30

�祝�宴�15:35~17:30

�出席予定者�  L石割�出席要請 20名

17） 9／16（金） 3クラブ合同例会について 幹�事

18） 富山県LC奉仕銀行上半期拠出金について 幹�事

����上半期分1,000円×84名（6月末会員数）＝84,000円

19） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 L甚内

20） 9／16（金） 富山ｾﾝﾄﾗﾙ・富山神通・富山西3ｸﾗﾌﾞ合同例会について 幹�事

��理事会���17:20~17:50� 於：富山第一ホテル

��合同例会��18:00~18:40�＊ZCクラブ訪問

��合同懇親会�18:50~20:20�

〔3クラブ合同ゴルフコンペ 8:30頃スタート 於：富山CC〕

富山神通ライオンズクラブ


