
�N o．1,053 例 会�
���2012．10．4（木）��於：富山第一ホテル

12:15 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田中俊夫 L大久保 L小山 L甚内

��� L吉本�� L舟橋� L荒瀧

結婚記念祝・・� L田中俊夫 L吉田誠 L北川� L森田忠雄 L大久保

������ �� L小山 L坂下� L谷川� L若井 L石瀬

������ �� L坂井� L笹原�� L内山� L安井� L村井幸一

 ��� L泉茂 L舟橋���

����

会��食

連絡協議事項（裏面をご参照下さい）

T・Tアワー

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 �奉仕の世界は�熱い情熱と固い絆から

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 !! ”

�感謝と友愛の心で�絆をつなごう�ウｨ・サーヴ

富山神通ライオンズクラブ

（ 富 山 神 通 LC ）

（ 国 際 協 会 ）

（334複合地区）

（334－D地区）



2012．10．4（木） 〈例 会3－1〉

�連絡・協議事項

1） 2012．7~9�運営・事業・例会食費�収支計算書について（別紙） 会�計

2） 9／20（日） 富山県ライオンズの森公園勉強会の報告 L舟橋

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）

出席者�L舟橋�L永井�［L廣田�L笊畑�L魚谷］

3） 9／22（土・祭 ） 輝け！いのちの集い2012（富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ協力）の報告

�9:45集合��集合場所：富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ西口

�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

L石割�L若井�L谷川�L矢郷�L舟橋�L永井

L高田�L笊畑�L尾島�L藤井�L藤田�L牧 計12名

ﾚｵクラブ�計17名
4） 9／25（火） 企業献血の報告 L尾島

�15:00~16:30����於：北日本放送

�受付 17名�200ml�1名�400ml�13名

�参加者�L鋪田�L矢郷�L舟橋�L尾島�L井畠

5） 9／26（水） メイン事業「自然再生エネルギーの未来を探る！」

事前学習 富山市立南部中学校2学年公開授業の報告

�出席者� L鋪田�L矢郷�L舟橋�� L永井�L藤木�L藤井�

L藤田�L甚内�L和泉弘司�L飯野�L内山��計11名

6） 9／26（水） 第3回メイン事業委員会の報告 幹�事

�16：00~� 於；富山第一ﾎﾃﾙ

�出席者� L鋪田�L矢郷�L舟橋�L永井�L藤木�L藤井��

L荒瀧�L淵野�L泉茂�L宮本�L坂井�L作村��

L田中宏明�L魚谷��計14名

7） 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」の報告 L藤井

�18:00�開場���� 於：富山県民会館

�18:45~ 出席者�L鋪田�L藤井

8） 9／30（日） ・アイバンク設立20周年記念「記念講演会」の報告 L浦田啓一

�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」

�懇親会�17：45~

�場所�富山県民会館8階キャッスル

�出席者��L浦田啓一�L林巖�［L廣田�L魚谷］

9） 10／2(火) 第4回メイン事業委員会の報告 幹�事

�13：00~� 於；富山第一ﾎﾃﾙ

�出席者� L鋪田�L矢郷�L舟橋�L永井�L藤木�L藤井

L飯野�L泉茂�L竹田

10） 10／6(土) 浮田家清掃奉仕について��＊全員参加アクティビティ L藤井

�9：00 集合��清掃 9：30~10：30�於：浮田家

�参加予定者��ﾚｵ �太田小学校区長寿会

参加者

L藤木

L高田



〈例 会3－2〉

11） 10／8(月・祭) 10月8日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 幹�事

集合時間及び場所 8：30�富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ 中央入口集合

＊ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ 第三駐車場 をご利用下さい

作業 �9：00~11：00

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
参加要請人数�10名以上

12） 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 L松本

�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・視力聴力委員会

���������・PR委員長・新入会員

13） 10／11(木) 地区PR・ライオンズ情報委員会について 幹�事

�13:30~16:00��於：ｱｲｻﾞｯｸ小杉文化ホール�第2研修室

�出席予定者�L笊畑

14） 10／13(土) 334‐D地区リーダーシップ研修会について 幹�事

~14(日) �13日�13:00~�於：高岡商工会議所ビル2F大ﾎｰﾙ他研修室

�14日�~11:00���

�出席予定者�L若井�［L廣田�L金谷］

15） 10／18(木) 薬物乱用防止富山駅前街頭キャンペーンについて 幹�事

�7:30~8:15���於：JR富山駅前

�出席予定者�L尾島�L内山

16） 10／20(土) 富山いきいきライオンズクラブCN8周年記念例会について 幹�事

�式�典�18:00~19:00��於：富山第一ﾎﾃﾙ

�懇親会�19:10~20:30��出席予定者�L廣田

17） 10／21(日) 薬物乱用防止教育認定講師養成講座について 幹�事

�13:00~17:00��於：射水市ｱｲｻﾞｯｸ文化ホール：ラポール

�出席予定者�L鋪田�L尾島 �［L廣田�L藤田］

18） 10／27(土) 富山視覚総合支援学校学習発表会について 幹�事

�9:30~�開会式��於：富山視覚総合支援学校�体育館

�出席予定者�L鋪田

19） 11／4(日) 今年度メイン事業�『自然再生エネルギーの未来を探る！』について 幹�事

��＊全員参加アクティビティ

20） 11／5(月) 富山県薬物乱用防止指導員協議会総会について 幹�事

�14:00~15:30���於：富山県民会館702号室

�出席予定者�L尾島�L内山

21） 11／8（木） ・第51回OSEALﾌｫｰﾗﾑについて 幹�事

~11（日） �於：福岡市�登録料�10,000円��最終締切�10/10

11／9（金）

�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��

�出席予定者� L鋪田�L小山�L舟橋�L浦田啓一�L吉野

L黒川�L田中俊夫�［L廣田�L魚谷�L藤田］

・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
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22） 11/15~17 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 幹�事

23） 11／21（水） （再掲）第2回2Z会長・幹事会について 幹�事

�17:30~�会�議 於：ｶﾅﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ富山

�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） 12／7(金) 第2回1R合同ガバナー諮問委員会について 幹�事

受�付�� 13:00~13:30 於：富山第一ﾎﾃﾙ

全体会議� 13:30~13:50

分科会�� 14:00~15:05

全体会議� 15:15~16:30

出席要請� 会長・幹事・GMT/GLT委員長・PR/ﾗｲｵﾝｽﾞ情報委員長

環境保全/四献推進委員長・LQ/青少年育成委員長

YCE委員長

25） 1／13（日） （再掲）第9回LCIFスタディツアーについて 幹�事

~18（金） �於：マレーシア��締切�10/31

26） 2012年夏季派遣青少年�予備調査について L牧

＊ご希望の方は、10／15までご連絡下さい。

27） クリスマス家族例会ライオン登録料について 幹�事

28） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 L黒川

29） 10／18（木） 10月第2例会�富山神通・大山･富山昭和3ｸﾗﾌﾞ合同例会について 幹�事

��理事会�   �17:00~17:45 於：ボルファートとやま

��合同例会�   18:00~18:40 ＊ZCクラブ訪問

��合同懇親会�18:50~20:20� 〔ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ�富山神通LC〕

富山神通ライオンズクラブ


