
2011．12．1（木）��於：富山第一ホテル

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

メンバーシップキー賞贈呈 L浦田�啓一

誕生祝�・・・� L堀井 L矢郷
結婚記念祝・・ L堀井 L中田 L折戸 L荒瀧

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
テーマ 「タイの人たち」 �L舟橋�久満

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

（ 富 山 神 通 LC ）

�№1,033 例 会

（ 国 際 協 会 ）

（334複合地区）
（334－D地区）



（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

(有)オートギャラリータテヤマ��代表取締役

(株)コスモス��取締役会長

職種：自動車修理・販売、不動産・建設業、産業廃棄物処理業

勤）〒939-8081�富山市堀川小泉1-7-1

��℡076-422-1034  �FAX076-422-0735

L杉村�玲子

牧���稔

ｽﾎﾟﾝｻｰ

所 属 委 員 会 発 表

生年月日/ｽﾎﾟﾝｻｰ

まき���みのる S17.7.17

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”



2011．12．1（木） 〈例 会2－1〉

�連絡・協議事項

1） 11／18(金) エコ・リサイクル学習事業の報告 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

�参加者�  L石割���L坂井��L内山�L笊畑���L藤田

L魚谷���L舟橋��L坂下�L渕野���L和泉弘司

L森田忠雄�  L大久保   L泉茂    �L村井幸一�L竹田

L折戸�  �L尾島��L田中宏明 L荒瀧� �L田近

2） 11/19(土) 334－D地区�リーダーシップ研修会の報告 L鋪田

 ~20(日) �19（土）12:30~20（日）10:30�

於：和倉温泉「日本の宿�のと楽」

�出席者�L鋪田�L矢郷�L林巖

3） 11／21（月） 第2回1R2Z会長・幹事会の報告 会�長

�会�議�18:00~ 於：五万石本店

�懇親会�18:30~

�出席者�L石割�L坂井

4） 11／23(水) 富山雷鳥LCCN40周年記念式典の報告 会�長

�式典�16:00~17:15�4F 於：名鉄トヤマホテル

�祝宴�17:30~19:00�3F

�出席者�  L石割�L坂井�L内山

5） 11/24~27 第50回東洋・東南アジアフォーラムの報告 L森田忠雄

�フィリピン・マニラにて���� �参加者�  L森田忠雄

6） 11／27（日） 大山LCCN40周年記念式典の報告 会�長

�式�典�14:30~15:30 於：立山国際ホテル

�祝�宴�15:35~17:30

�出席者�  L石割    L浦田啓一   L若井 L坂井       L内山

L矢郷    L笊畑 �   L藤井  L和泉弘司  L大久保

L廣田� L甚内�    L中田 L宮本       L笹原

L黒川   L村井幸一�L竹田

7） 11／29(火) 第2回1R合同ガバナー諮問委員会の報告 会�長

��会議�15:30~18:00����� 於：富山第一ホテル

��出席者�L石割�L坂井�L吉田誠�L大久保�L舟橋

8） 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の報告 L泉

��朝 7:20集合~8:00 �於：JR富山駅前�

9） 12／3（土） 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 幹�事

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」

��出席予定者�L石割

10） 12／27（火） 今年度上半期反省会について 幹�事

�18:00~���������於：ホテルよし原

20名参加



〈例 会2－2〉

11） 1月新年例会及び 7ｸﾗﾌﾞ合同新年例会�クラブ負担額について 幹�事

12） 釜山花郎ライオンズクラブ訪問について 会�長

13） 2012年度2ZC･2Z地区委員選出について 会�長

14） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 L甚内

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

��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

16） 1／18（水） 1R2Z�7ｸﾗﾌﾞ合同新年例会について� 幹�事

��理事会�17:00~����於：名鉄トヤマホテル

��例�会�18:00~�

��懇親会�18:50~

�＊ホストクラブ�富山昭和LC

富山神通ライオンズクラブ




