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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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2011．11．4（金） 〈例会3-1〉

�連絡・協議事項

1） 10／8(土) （再）世界ライオンズ奉仕デー1R2Z合同ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ

「富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ内“とんぼの沢”環境整備作業」の報告

�作業 �9：00~11：00

�場所�富山市ファミリーパーク内「とんぼの沢」

�参加者� L石割  �   L坂井�L内山   L作村�    L藤田�

L村井幸一   L竹田�L泉茂 �L田中宏明�L津島

2） 10／12（水） （再）緊急管理委員会の報告 会�長

��12:00~��於：富山第一ホテル

�出席者�L石割�

3） 10／13（木） （再）第2回クリスマス委員会の報告

��13:30~��於：富山第一ホテル

4） 10／14(金) （再）富山県立富山視覚総合支援学校生徒さつま芋掘りの報告

�9:40~11:30���於：岡本武勇氏所有の畑

�参加者�� L石割 L谷川 L坂井 L内山 L笊畑      L魚谷 L宮本

� L折戸 L和泉弘司 L大浦 L杉村 L村井幸一 L松本 計13名

5） 10/17~19 （再）富山神通LC米子中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ へ訪問の報告

�出席者�� L石割 L坂井 L内山 L大久保  L甚内 L小山 6名 

6） 10／27（木） メイン事業反省会の報告 L廣田

��18:30~��於：ボルファートとやま

7） 10／29(土) 富山県立富山視覚総合支援学校学習発表会の報告

�9:30~�開会式

�出席者�L石割

8） 10／30(日) 富山大学杉谷キャンパス�エイズ予防キャンペーンの報告

�14:20集合~15:30������於：富山大学杉谷キャンパス

�出席者�L石割�L坂井�L内山�L泉�

9） 11／6（日） 富山西LCCN40周年記念式典について

講演会受付� 13：00~13：20 於：富山第一ホテル

講�演�会� 13：30~14：20 講師�映画「ｻﾑﾗｲ科学者�高峰譲吉�

14：10~14：50 �の生涯」�映画監督�市川�徹�氏

式���典� 15：00~16：10

祝���宴� 16：30~18：00

*記念講演会は一般参加も可能ですので、是非ご出席下さい。

�出席予定者�  L石割�L坂井�L内山�L小山�L矢郷�L廣田

L和泉�L坂下

10） 11／7(月) 企業献血について

�8:15~10:30��������於：堀井鉄工㈱

�参加予定者 �三役･四献委員会･担当副会長･担当理事･PR委員長

11） 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�

12） 11／18（金） エコ・リサイクル学習事業について L舟橋

�8:30集合�~11:00��������於：㈱アルト

�対象�富山市立水橋中部小学校児童33名

幹�事

L大久保

L宮本

幹�事

幹�事

L泉

L泉

会�長

式典・祝宴受付
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13） 11/19（土） 334－D地区�リーダーシップ研修会について 幹�事

 ~20（日） �19（土）12:30~20（日）10:30�

於：和倉温泉「日本の宿�のと楽」

�出席予定者�L鋪田�L矢郷�L柴草�L林巖

14） 11／21（月） 第2回2Z会長・幹事会について 幹�事

�会�議�18:00~ 於：五万石本店

�懇親会�18:30~

�出席予定者�  L石割�L坂井

15） 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

16） 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���� �出席予定者�  L森田忠雄

17） 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    L浦田啓一 L鋪田 L若井 L坂井 L内山

L矢郷    L笊畑 � L藤井  L和泉弘司 L田中俊夫

L大久保 L甚内     L金谷 L中田 L宮本 L笹原

L黒川   L村井幸一�L竹田

�◇送迎バス�往路�13:00�富山第一ホテル前集合出発

�������復路   修了後�立山国際ホテル出発

18） 11／29(火) 第2回1R合同ガバナー諮問委員会について 幹�事

��受付�15:00~15:30�����於：富山第一ホテル

��会議�15:30~18:00�����

��出席予定者�L石割 L坂井 L吉田誠 L柴草 L大久保 L舟橋

19） 12／1(木) 世界エイズデー�富山駅前エイズ予防キャンペーンについて

�朝 7:20集合~8:00�於：JR富山駅前�＊全員参加ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ

��◇服装�作業帽・ジャンパー

20） 大山LCCN40周年記念式典祝儀について

21） 12／15（木） クリスマス家族例会について��（№1,034例会）

��例�会��17：30~17：50  於：ボルファートとやま

��パーティ�18：00~20：30

��＊理事会はありません。

��登録料� �ライオン（全員登録） ・・・�12，000円

����� ��ライオンレディ�・・・・・・    8，000円

������ �家族（大人・レオOB） ・・・ �7，000円

������� ��（中学・高校生）  ・・・・  3，500円

������ ���（小学生以下） � ・・・・  2，000円

22） その他 ・委員長報告・・・出席委員会

・富山平成LC 第13回ｻﾝ･ｻﾝ･ｻﾝふれあい交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて 幹�事

11/23（水・祝）12:00 開場�13:00~

於：ボルファートとやま

L甚内

幹�事

L泉

幹�事
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・麻薬・覚せい剤乱用防止運動富山大会について 幹�事

11/23（水・祝）12:30 開場�13:30~16:30

於：ﾀﾜｰ111 ｽｶｲﾎｰﾙ

・黒部ライオンズクラブ結成50周年記念事業記念講演会について

12/3（土）14:30 受付�15:00~17:00

於：宇奈月国際会館「セレネ」

講師�水谷�修氏��演目�「夜回り先生�いのちの授業」

・東日本大震災で義援金及び物資調達等の報告について

・障害者福祉理念普及啓発キャンペーンについて

23） 11/17(木) 次回�100％出席例会について����於：富山第一ホテル 幹�事

��理事会� �11:00~ 2F「橘の間」

��例�会� �12:15~13:30 3F「天平の間」

 ◇ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁ 講師 富山市保健所 保健予防課長 瀧波�賢治�様�

ﾃｰﾏ 「自殺者をなくそう�2011年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ重点目標」

富山神通ライオンズクラブ




