
��2012.5.10（木）����於：富山第一ホテル

（司会）�幹事 L坂井�博文
17:30 開会ゴング 会�長 L石割�雅弘

国旗及びライオンズ旗に敬礼
国歌斉唱
ライオンズヒム斉唱
会長挨拶 会�長 L石割�雅弘
物故会員24名に黙祷

【会員表彰】
�メルビンジョーンズ・フェロー賞
���L石割�L坂井�L内山�L宮崎�L坂下�L黒川

�モナーク・シェブロン〔長期在籍会員賞〕
���25年・・・L大久保

【歴代会長顕彰】
��L森田明  �L朝倉��L福島�  �L淵野��L堀井�� L和泉弘司
��L田中俊夫�L柴草��L山田清治�L大川内�L森田忠雄�L宮崎
��L藤木� �L大久保 �L廣田�  �L吉田誠��L林巖    �    L浦田啓一

連絡協議事項（裏面をご参照下さい）

18:10 閉会ゴング 会�長 L石割�雅弘

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LC�認証43周年記念例会（№1,043例会）

（ 国 際 協 会 ）

（ 334 複 合 地 区 ）

（ 334 － D 地 区 ）

（ 富 山 神 通 LC ）



��2012.5.10（木）����於：富山第一ホテル

（司会）ﾚｵｸﾗﾌﾞ幹事� Leo内生蔵奈々

18:15 開会ゴング 会�長 Leo吉本映里奈

国旗及びレオ旗に敬礼

レオクラブソング斉唱

来賓のご紹介

富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ�園長 山本�茂行�様
ひがしｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ�代表� 野村��聡�様
ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ富山倶楽部�代表 永井�秀宗�様

ビジター紹介
金沢中央わかばﾚｵｸﾗﾌﾞ副会長 Leo髙本 聖吾

開会の挨拶 会�長 Leo吉本映里奈

来賓ご挨拶 ひがしｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ�代表� 野村��聡�様

40周年記念事業�目録贈呈 ~ 富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ�記念植樹 ~

感謝状拝受

謝 辞 富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ�園長 山本�茂行�様

お祝いメッセージ披露

レオクラブスローガン唱和

���2011年度スローガン「手と手でつなぐ�地球の未来と�心の平和」

18:50 閉会ゴング 会�長 Leo吉本映里奈

�����（司会）�ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ L松本真奈美
19:00 開宴の挨拶 CN委員長 L廣田��勉

ウィ・サーヴ 会�長 L石割�雅弘

余�興 ���~��ヴォーグ�ダンス��~
���~��別本裕子�ヴァイオリン��~

T・Tアワー T・T L笊畑�孝生
ライオンズローア 前会長 L浦田�啓一
閉宴の挨拶 第一副会長 L鋪田�博紀

20:30 また会う日まで合唱

富山神通レオクラブ 結成40周年記念式典

〔 記念祝宴 〕



2012．5．10（木） 〈例会2-1〉

�連絡・協議事項

1) 4／27（金） 富山視覚総合支援学校教育振興会総会の報告 L若井
��14:40~15:40������� 於：富山視覚総合支援学校
��出席者�L若井

2) 4／27（金） 第3回管理委員会の報告 会�長
��14:00~15:00�
��出席者�L石割�L鋪田�L坂井

3) 4／27（金） 第3回1R合同地区ガバナー諮問委員会の報告 会�長
�受�付�15:00~15:30 於：富山第一ホテル
�会�議�15:30~17:50
�懇親会�18:00~19:30
�出席者�� L石割�L鋪田�L坂井�L矢郷�L内山�L舟橋

[L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷]�
4) 4／28（土） 富山神通レオクラブ結成40周年記念植樹の報告 L田中宏明

�9:00��集合 於：富山市ファミリーパーク
10:00~�実施
参加者�25名

5) 4／28（土） 334-D地区次期クラブ三役セミナーの報告 L鋪田
��13：00�~�16：00�会議･ｾﾐﾅｰ��� 於：国際会議場
��16：30�~�18：00�懇親会 於：富山第一ホテル
��出席者�L鋪田�L矢郷�L舟橋

6) 5／9（水） 第58回334－D地区年次大会記念チャリティゴルフ大会の報告 幹�事
9:20�茜・蘭・楠コース��同時スタート�
於：太閤山カントリークラブ�各県開催
参加者�L浦田啓一 L藤田 L大川内 L林巖 L矢郷 L魚谷 L甚内 L牧

7) 5／17（木） 次期地区PR・ライオンズ情報委員会について
13:30~（全体委員会） 場所�石川県地場産業センター 第20会議室 幹�事
15:15~（地区誌編集委員会）
出席予定者�L笊畑

8) 5／18（金） 2Z新旧会長・幹事会について 幹�事
�18:00~��会�議�����於：富山第一ホテル
�19:00~��懇親会
�出席予定者� L石割�L鋪田�L坂井�L矢郷

L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷�L藤田
9) 5／19（土） 334－D地区第58回年次大会について 幹�事

�代議員会��10:30~12:30 於：石川県立音楽堂
�大会式典��13:30~15:30 於：���〃
�晩餐会���16:30~18:00��� 於：ホテル金沢
�◇献�血��10:00~12:00�13:00~16:00�
�◇送迎バス�代議員バス�9:00�富山第一ホテル前集合出発
�������一般バス    11:50�富山第一ホテル前集合出発

復路�晩餐会終了後出発
�出席予定者代議員� L石割�L鋪田�L若井�L田中俊夫

L廣田�L内山�L藤田 L魚谷��8名
L森田忠雄  �L大久保�L舟橋
L中田�     L笹原 � L竹田    6名 

  ◇服装については�制服で参加お願いいたします。
�（紺ジャケット、グレーのズボン、クラブ指定ネクタイ

エンブレム・ライオンズバッジ）

�����一�般



〈例会2-2〉

10) 5／23（水） 富山視覚総合支援学校生徒さつま芋苗植えｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨについて L宮本
��10:00~12:00（昨年）����於：岡本武勇氏宅近くの畑
��◇服装�作業帽、ジャンパー、ポロシャツ
� 参加対象者�� 5役�前会長�副会長�委員会

11) 5／26（土） 地区GMT・GLT委員会開催について 幹�事
��13：30~16：00 於：大門総合会館�4F�研修室�402号室

��出席予定者�L金谷

12) 5／27（日） 334複合地区第58回年次大会について 幹�事
�13:00~13:40��代議員会�於：長野市ビックハット
�13:50~16:20��大会式典 
�16:30~18:00��晩餐会 
�出席予定者代議員� L石割�L鋪田��L坂井�L矢郷  L魚谷���

L廣田�L大久保�L林巌 8名
L中田�L舟橋��L竹田�3名 

�◇送迎バス�� 往路�8:50�富山第一ホテル前集合出発
復路�終了後出発

13) 6／2（土） 新会員セミナーについて 幹�事
�12:30~����受付�� 於：金沢都ホテル
�13:00~16:00�セミナー����
�16:10~16:50�茶話会����
�対象�入会3年未満の未受講者、4月~5月の入会者

14) 6／4（月） 334複合地区次期地区役員研修会について 幹�事
��13:00~16:00 於：ホテルキャッスルプラザ
��出席予定者�L廣田

15) 6／13（水） 次期四委員会合同セミナーについて 幹�事
�13:00~16:00�� 全体会議・各セミナー��

於：富山国際会議場�ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ富山
�出席予定者 L矢郷�L林巖���L大久保（副）�L飯野�L宮崎�L尾島

L藤井�L田中宏明
[L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷�L藤田]�

16) 6/22（金） 第95回ライオンズクラブ国際大会について 幹�事
 ~26（火） �於：韓国釜山�

�出席予定者�  L石割� L浦田啓一 L藤田� � �   L魚谷 L吉野�
L小山� L福島� L田中俊夫 L森田忠雄
L廣田� L黒川� L金谷    � L舟橋�

17) その他 ・委員長報告�・・・・・�出席委員会 L甚内
18) 5／17（木） 次回例会について��（№1,044例会） 幹�事

��理事会�11:15~12:00�2F「橘」 於：富山第一ホテル
��例�会�12:15~13:30�3F「天平」�
 ��◇ﾒﾝﾊﾞｰｽﾋﾟｰﾁ  L北川鉄人 ﾃｰﾏ  「心臓病・脳梗塞・脳卒中について」

富山神通ライオンズクラブ

�����一�般

PR委員長 次期委員長・副委員長 前年度苗植え以降新会員




