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「奉仕の世界」

334複合地区スローガン 「奉仕の世界は�熱い情熱と固い絆から」
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国際会長テーマ

 334-D地区ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｽﾛｰｶﾞﾝ
 人に�地球に�すべての関わりに������������������“Thanks＆Heart”
ウィ・サーヴ !!

【334-D地区1R2ゾーン 7クラブ】

ライオンズクラブ国際協会�334-D地区�1R2Z

2012-2013年�木村 正明 地区ガバナークラブ公式訪問
並びに�������1R2Z 7クラブ合同例会



司会） 富山神通ライオンズクラブ�会計 L舟橋�久満

地区ガバナー・地区役員・来賓の入場

13:00 1． 開会宣言並びに開会ゴング 1R2ZC L廣田��勉

2． 国旗並びにライオンズ旗に敬礼

3． 国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱

4． 地区ガバナー、地区役員・来賓の紹介

5． 参加クラブの紹介

6． 歓迎の挨拶 富山神通LC�会長 L鋪田�博紀

7． ゾーンチェアパーソン挨拶� 1R2ZC L廣田��勉

8． 地区ガバナーご挨拶 334-D地区ガバナー L木村�正明

9． 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰより記念品の贈呈 代表して 富山ｾﾝﾄﾗﾙLC�会長 L吉浦�昭光

10． 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰへ各クラブバナー贈呈 各クラブ会長

11． 記念アクティビティの発表 1R2ZC L廣田��勉

（詳細は、次頁に記載）

12． 目録の贈呈 7クラブを代表して 八尾婦中LC�会長 L陣家��守

13． 感謝状拝受 太田 泰文 様

14． 謝辞 太田 泰文 様

15． 来賓退場

16． ベストレオ賞�伝達 334-D地区ガバナー L木村�正明

17． 富山神通ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞより記念品の贈呈 富山神通LC�会長 L鋪田�博紀

18． クラブ幹事報告 （書面報告に補足があれば）

19． テールツイスターアワー （ドネーション報告があれば）�7クラブ各T・T

20． ライオンズローア 大山LC�会長 L牧野�吉成

21． 閉会宣言並びに閉会ゴング 1R2ZC L廣田��勉

22． また会う日まで斉唱

14:30 23． 地区ガバナー・地区役員退場

木村 正明 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｸﾗﾌﾞ公式訪問並びに1Ｒ2Ｚ 7ｸﾗﾌﾞ合同例会

富山市福祉保健部�障害福祉課長

富山市福祉保健部�障害福祉課長



2012.9.7（金） 〈例 会3-1〉

�連絡・協議事項
�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

1） 8／19（日） ふるさと富山美化大作戦の報告
��7:00~�於:桜木町周辺
�参加者� L矢郷�L舟橋�L村井幸一�L尾島

2） 8／21（火） レオプログラム委員会の報告
�13:30~����於：富山第一ホテル
�出席者�L鋪田�L矢郷�L舟橋�L高田�L宮保�Leo吉本 Leo永井 Leo内生蔵

3） 8／24（金） 第1回1R合同地区ガバナー諮問委員会の報告
�14:00~14:30�受�付����於：富山第一ホテル
�14:30~14:50�全体会議
�15:00~16:05�分科会
�16:15~17:30�全体会議
�出席者 L鋪田� L矢郷�L林巖�L石割（代）L飯野�L宮崎

L牧��L藤井�L尾島�L田中宏明
[L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷]

4） 8／31（金） 富山県薬物乱用防止推進員委嘱状交付式並びに
富山県薬物乱用防止推進員富山地区協議会役員会総会の報告
�14:00~15:30 於：富山県民会館401号室
�出席者��L尾島�L内山

5） 9／1（土） 富山県LC奉仕銀行1R・2R合同評議員会の報告
�14:30~16:00��評議員会���� 於：富山第一ホテル
�出席者�L鋪田�

6） 9／1（土） 第2回�地区GMT／GLT委員長・委員合同会議の報告
�15:00~17:30�会�議�����於：ホテル金沢
�17:30~19:30�懇親会�����
�出席者�L金谷

7） 9／2（日） 献血運動の報告（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）
�受付�98名�400ml�87名
�参加者� L鋪田�� L石割  L若井 �� L谷川��L矢郷��L舟橋��L永井�
������� L村井幸一�L泉� L尾島���L浅井��L荒瀧��L藤井��L和泉
������� L牧   �    L宮崎�L村井宗明�L宮本     L森田忠雄�L中田��L内山
������ L田中宏明�L笊畑���計23名

8） 9／4（火） 第1回メイン事業委員会の報告
�15:00~ 於：富山第一ホテル
�出席者�� L鋪田�L若井�L谷川�� L矢郷�L舟橋�   L永井�L村井幸一�L藤木

L藤井�L荒瀧�L田中宏明�L魚谷�L浦田邦昭
9） 9／6（木） 第2回富山県アイバンク20周年記念大会全体委員会の報告

�15:00~17:00 於：富山県民会館8F「キャッスル」
�出席者��L浦田啓一�L林巖�［L廣田�L魚谷］

10） 9／8（土）

�13:30~16:00 於：ホテル金沢
�出席予定者�L鋪田�L竹田�[L廣田�L笊畑�L魚谷]

334-D地区LCIFセミナー 秦�従道（はた つぐみち）国際理事
（LCIF委員会）特別講演について

富山神通LC�連絡報告事項



〈例 会3-2〉

11） 9／9（日）��� 輝け！いのちの集い2012参加団体説明会について
�15:00~16:30��於：富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ自然体験ｾﾝﾀｰ
�出席予定者�L高田�Leo吉本映里奈

12） 9／11（火） 第2回メイン事業委員会について
�13:30~ 於：富山第一ホテル5F「藤」の間

13） 9／16（日）��� 夏期派遣青少年帰国報告会並びに地区YCEセミナーについて
�13:00~13:45�夏季派遣青少年帰国報告会�於：金沢都ホテル
�14:00~15:30�地区YCEセミナー�����
�出席予定者�L矢郷�L牧

14） 9／22（土・祭 ）����� （再掲）輝け！いのちの集い2012（富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ協力）について
�11:00~14:00��於：富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ芝生広場いのちの塔前

15） 9／23（日） ライオンズの森公園�秋の下草刈り及び勉強会について
受付�10：50まで「立山国際ホテル」集合
勉強会�11：00~12：00
議題「富山県ライオンズの森公園」の建設から現在まで
講師�L本村哲明�現常任相談役（設立時建設委員長）
食事�12：00~12：45
共同作業�（現地）13：30~14：30�→�解散
参加要請�2名�[L廣田]�

16） 9／25（火） 企業献血について
�15:00~16:30����於：北日本放送
�参加予定者�L鋪田�L矢郷�L舟橋�L尾島�L飯野

17） 9／27（水） ｱｲﾊﾞﾝｸ設立20周年記念ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄﾐｭｰｼﾞｶﾙ「本能寺が燃える」協力について
�18:00�開場����於：富山県民会館
�18:45�開演�~20:45�閉演予定 出席予定者�L鋪田�L藤井

18） 9／30（日） ・（再掲）アイバンク設立20周年記念「記念講演会」について
�14:00~15:20�第一部記念式典����於：富山県民会館
�15:30~17:00�第二部記念講演
�講師�宮川花子氏�「花子の生き生きライフ」

�*多数参加願います。
・アイバンク設立20周年記念大会について
�集合時間�10:00
�集合場所�富山県民会館2階大ホール前
�懇親会�17：45~
�場所�富山県民会館8階キャッスル
�出席予定者��L浦田啓一�L林巖�［L廣田�L魚谷］

19） 10／8（月・祭 ） 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」について
�8：30�ファミリーパーク中央入口集合�
�作業 �9：00~11：00 ◇雨天決行
�場所�富山市ファミリーパーク内「とんぼの沢」
�＊ファミリーパーク第三駐車場をご利用下さい。
�参加要請�10名以上
�作業内容 A班�沢内の泥上げその始末

B班�沢周辺の竹の伐採と片付け

C班�植樹

�服装等の注意� 作業帽、ポロシャツ若しくはジャンパー
深めの長靴着用／泥で汚れても良い服装（作業衣など）



〈例会3-3〉

20） 10／10 （水） 富山視覚総合支援学校生徒さつま芋掘りについて
�9:40~11:30���於：岡本武勇氏所有の畑
�◇服装�作業帽、ポロシャツ若しくはジャンパー
�参加要請�五役・前会長・副会長・担当理事・視覚聴覚委員会
���������・PR委員長・新入会員

21） 11／4（日）

�（仮称）について��*全員参加アクティビティ
22） 11／8（木） ・（再掲）第51回OSEALﾌｫｰﾗﾑについて

~11（日） �於：福岡市��一次締切�9/10�最終締切�10/10
11／9（金） ・334複合地区合同晩餐会:山田實紘国際第2副会長立候補者激励会について

�19:40~21:40�����於：ヒルトン福岡シーホーク1F「ｱﾙｺﾞｽ」

�登録料�10,000円��服装�平服��締切�9/20
23） 11／21（水） 第2回2Z会長・幹事会について

�17:30~�会�議 於：カナルパークホテル富山
�18:30~�懇親会
�出席予定者 L鋪田�L矢郷� �[L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷�L藤田]

24） 1／13（日） 第9回LCIFスタディツアーについて
~18（金） �於：マレーシア��締切�10/31

25） 米子中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 富山神通LCへ訪問について
26） 2012年冬期来日青少年受入ホストファミリー予備調査について
27） その他 ・委員長報告・・・出席委員会
28） 9／19（水） 9月第2例会 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

��理事会���17:20~17:50 於：富山観光ホテル
��合同例会��18:00~18:40 �＊ZCクラブ訪問
��合同懇親会�18:50~20:20�
��◇送迎バス�理事会バス�16:45��例会バス�17:20�富山第一ホテル前発

〔3クラブ合同ゴルフコンペ 8:24スタート 於：太閤山CC〕

（再掲）本年度メイン事業『再生可能エネルギーの可能性を探る！』




