
17:30 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

巳年生まれ記念品贈呈

1941年（昭和16年）・・ L大川内� L安井

1953年（昭和28年）・・ L内山

1965年（昭和40年）・・ L腰山 L井畠

2012~2013年度

��334-D地区中堅会員セミナー修了証授与���L永井�秀宗

誕生祝�・・・� L福島� L林一博 L大浦� L金谷

L中田� L前川� L安井

�������� L田上� L石原� L稲垣

結婚記念祝・・ L森田明 L朝倉 L牧

連絡協議事項（裏面をご参照下さい）

18:00 閉会ゴング 会長

L矢郷�允康

18:10 開宴の挨拶 第一副会長 L若井�聡志

ウィ・サーヴ 会�長 L鋪田�博紀

���祝��宴

T・Tアワー

ライオンズローア 前会長 L石割�雅弘

閉宴の挨拶 第二副会長 L谷川��弘

20:00 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

 №1,059 新 年 例 会
2013．1．7 （月）�於：金茶寮

（ 富 山 神 通 LC ）

（司会）�幹事

（ 国 際 協 会 ）

（ 334 複 合 地 区 ）

（ 334-D 地 区 ）

��           �（司会）�L松本真奈美



2013．1．7（月） 〈例 会〉

�連絡・協議事項

1） 12／26(水) 今年度上半期並びにメイン事業反省会の報告 会�長

�18:00~���������於：ホテルよし原

�出席者名�� L鋪田�L石割��L若井��L小山��L矢郷�L舟橋

L永井�L村井幸一�L荒瀧�L淵野��L藤井�L藤木

L藤田�L廣田��L井畠�L飯野��L和泉�L甚内�

L黒川�L松本��L牧��L宮本��L宮崎�L中田

L尾島�L大川内�L竹田�L田中俊夫�L魚谷

計 29名

2） 1／10（木） 合同事務局�9クラブ会長会について 幹�事

�12:00~���������於：富山第一ホテル5F「藤」の間

�出席予定者�� L鋪田�

3） 1／27（日） 献血運動について ＊全員参加アクティビティ L尾島

�10:00~16:30�����於：ファボーレ（正面出入口）

�◇服装�作業帽・ジャンパー

�*400mℓのみの呼びかけをお願いします。

�*従業員駐車場へ駐車願います。（くるまーと側）

4） 2／9（土） 第3回キャビネット会議開催について 幹�事

���11:45~������ ZC 於：ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢

���13:00~������ 分科会

���14:10~������ 全体会議

�出席予定者�L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷�L藤田��

�*ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ出席できます。資料代 3,000円�

5） 7/5(金) （再掲）ハンブルグ国際大会早期登録について 会�長

~9(火) �普通登録料 $130 （2013年3月31日）

�後期登録料 $150 （2013年4月1日~現地）

6） 高田順一国際理事支援委員会への協力金拠出について 幹�事

1,000円×78名（12月末会員数）＝ 78,000円

＊納入期限�1月末

7） LCIF 1000ドル個人献金（MJF）について 1月ライオンズレート 85円 会�長

8） LCIF 会員20ドル献金について @20ﾄﾞﾙ×85円×78名＝132,600円� 幹�事

9） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 L黒川

10） 1／17（木） 1R2Z�7ｸﾗﾌﾞ合同新年例会について（№1,060例会）� 幹�事

��理事会�17:30~����������於：ｶﾅﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ富山

��例�会�18:20~18:50�

��懇親会�19:00~20:30

�＊ホストクラブ�富山セントラルLC

2／7（木） 2月第一例会について��（№1,061例会）�於：富山第一ホテル

��理事会��11：00~12：00���2F「桂」の間

��例�会��12：15~13：30���3F「天平」の間

 ◇富山県厚生部くすり政策課よりｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁを予定しております。

富山神通ライオンズクラブ



�理事会議題
2013．1．7（月）

（№1,060） 〈理事会2-1〉

�会長あいさつ 会�長

�連絡・協議事項

1） 2012年クリスマス家族例会収支計算書（別紙）及び剰余金処理について L小山

2） 12／26(水) 今年度上半期並びにメイン事業反省会の報告 会�長

�18:00~���������於：ホテルよし原

�出席者名�� L鋪田�L石割��L若井��L小山��L矢郷�L舟橋

L永井�L村井幸一�L荒瀧�L淵野��L藤井�L藤木

L藤田�L廣田��L井畠�L飯野��L和泉�L甚内�

L黒川�L松本��L牧��L宮本��L宮崎�L中田

L尾島�L大川内�L竹田�L田中俊夫�L魚谷

計 29名

3） 1／10（木） 合同事務局�9クラブ会長会について 幹�事

�12:00~���������於：富山第一ホテル5F「藤」の間

�出席予定者�� L鋪田�

4） 1／27（日） 献血運動について ＊全員参加アクティビティ 幹�事

�10:00~16:30�����於：ファボーレ（正面出入口）

�◇服装�作業帽・ジャンパー

�*400mℓのみの呼びかけをお願いします。

�*従業員駐車場へ駐車願います。（くるまーと側）

5） 2／9（土） 第3回キャビネット会議開催について 幹�事

���11:45~������ ZC 於：ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ金沢

���13:00~������ 分科会

���14:10~������ 全体会議

�出席予定者�L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷�L藤田��

�*ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ出席できます。資料代 3,000円�

6） 7/5(金) （再掲）ハンブルグ国際大会早期登録について 会�長

~9(火) �普通登録料 $130（2013年3月31日）

�後期登録料 $150（2013年4月1日~現地）

7） 高田順一国際理事支援委員会への協力金拠出について 幹�事

1,000円×78名（12月末会員数）＝ 78,000円

＊納入期限�1月末

8） LCIF 1000ドル個人献金（MJF）について 1月ライオンズレート 85円 会�長

9） LCIF 会員20ドル献金について @20ﾄﾞﾙ×85円×78名＝132,600円� 幹�事

10） その他 ・委員長報告・・・出席委員会 幹�事



〈理事会2-2〉

11） 1／17（木） 1R2Z�7ｸﾗﾌﾞ合同新年例会について（№1,060例会）� 幹�事

��理事会�17:30~����������於：ｶﾅﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ富山

��例�会�18:20~18:50�

��懇親会�19:00~20:30

�＊ホストクラブ�富山セントラルLC

2／7（木） 2月第一例会について��（№1,061例会）�於：富山第一ホテル

��理事会��11：00~12：00���2F「桂」の間

��例�会��12：15~13：30���3F「天平」の間

 ◇富山県厚生部くすり政策課よりｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰﾁを予定しております。

�閉会のことば 第一副会長

富山神通ライオンズクラブ



　　　残念ながら前回例会を欠席された方に　例会次第・連絡報告事項をお送りします。

　　　もし例会に出席された方でこのFAXが届いた方がいらっしゃいましたら　事務局まで

　　　ご一報願います。　　　　　　富山神通LC事務局　℡441-8333　担当 笹山
報 告
【　　枚送ります】




