
12:15 開会ゴング 会長

国旗・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（３題）

会長挨拶 会長

【指名会】 次期役員候補者発表・・・指名委員長　Ｌ石割　雅弘

国際協会会長賞の贈呈・・・ Ｌ堀井　清一

◇◇　会　食　◇◇

《連絡協議事項》

1) 富山県立富山視覚総合支援学校　卒業証書授与式の報告 Ｌ谷川

3/8(金) 10:00～ 於:富山視覚総合支援学校

出席者 Ｌ谷川

2) 富山県アイバンク理事会の報告 Ｌ廣田

3/13(水) 会　議 17:00～18:00 於:富山第一ホテル

懇親会 18:00～

出席者 〔Ｌ廣田〕

3) 地区ＰＲ・ライオンズ情報委員会の報告 副幹事

3/16(土) 13:30～16:30 於:ｱｲｻﾞｯｸ小杉文化ﾎｰﾙ

出席者 〔Ｌ笊畑〕

4) 指名委員会の報告 Ｌ石割

3/18(月) 13:30～ 於:富山第一ホテル

出席者 Ｌ朝倉　Ｌ福島　Ｌ和泉　Ｌ柴草　Ｌ藤木　Ｌ大久保　Ｌ廣田　

Ｌ吉田　Ｌ浦田啓一　Ｌ石割　Ｌ鋪田

5) ＣＮ委員会の報告 Ｌ藤木

3/18(月) 15:00～ 於：富山第一ホテル

出席者 Ｌ鋪田　Ｌ舟橋　Ｌ永井　Ｌ藤木　Ｌ吉本　Ｌ林巖

再掲 6) ３３４‐Ｄ地区新会員セミナー(石川県）での昨年度アワード発表について 副幹事

3/21(木) リハーサル 12:00～ 於:金沢都ホテル

セミナー 13:00～17:00

発　表 13:40～14:10 (内15分程度）

出席者 Ｌ坂井

再掲 7) 富山県アイバンク評議員会について 副幹事

3/21(木) 会　議 17:00～18:00 於:富山第一ホテル

懇親会 18:00～

出席者 Ｌ浦田啓一

富山神通ライオンズクラブ№１０６４例会《指名会》

２０１３．３．２１（木）　於：富山第一ホテル



再掲 8) キャビネット予備会議について 副幹事

3/23(土) ＤＧＴ会議 11:30～12:15 於:福井県国際交流会館

ＺＣ会議 12:15～13:15

全体会議 13:45～15:15

分科会議 15:30～16:30

懇親会 16:45～18:15

出席者 〔Ｌ田中俊夫　Ｌ牧〕

再掲 9) ３３４‐Ｄ地区新会員セミナーについて 副幹事

3/27(水) 13:00～17:30 於:ﾎﾃﾙニューオータニ高岡

出席者 Ｌ稲垣　Ｌ永井

〔Ｌ廣田　Ｌ金谷〕

再掲 10) 富山合同事務局９クラブ会長会について 副幹事

3/29(金) 12:00～ 於:富山第一ホテル

出席者 Ｌ鋪田

11) 第４回キャビネット会議について 副幹事

4/6(土) ＺＣ会議 11:45～14:15 於:ﾎﾃﾙニューオータニ高岡

分科会 13:15～14:15

全体会議 14:30～16:00

懇親会 16:15～18:15

出席者 〔Ｌ廣田　Ｌ金谷　Ｌ笊畑　Ｌ魚谷　Ｌ藤田〕

12) 地区ＧＭＴ/ＧＬＴ委員会親睦ゴルフコンペについて 副幹事

4/7(日) スタート 9:00 於:高岡カントリークラブ

表彰式 14:30～15:30

参加者 〔Ｌ金谷〕

13) 企業献血について Ｌ尾島

4/8(月)　 8：15～10：30 於:堀井鉄工

参加予定者 Ｌ鋪田　Ｌ小山　Ｌ矢郷　Ｌ舟橋　Ｌ尾島　Ｌ内山　Ｌ魚谷

Ｌ北川　Ｌ坂井　Ｌ飯野

14) 第４回２Ｚ新旧合同会長・幹事会について 副幹事

4/16(火) 会　議 18:00～18:50 於:ＡＮＡクラウンプラザホテル

懇親会 19:00～20:40

出席予定者 Ｌ鋪田　Ｌ矢郷　Ｌ若井　Ｌ永井

〔Ｌ廣田　Ｌ金谷　Ｌ笊畑　Ｌ魚谷　Ｌ藤田　Ｌ牧〕

15) ライオンズクラブｆａｃｅｂｏｏｋ交流安全教室について 副幹事

4/19(金) 開　会 13:45 於:石川県地場産業復興ｾﾝﾀｰ

閉　会 16:30 　新館　ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ

出席要請 各クラブ３名程度　　 申込締切：4/10(水)



16) 第３回１Ｒ合同地区ガバナー諮問委員会について 副幹事

4/26(金) 会　議 15:00～17:30 於:ホテルアクア黒部

懇親会 17:45～19:15

出席予定者 Ｌ鋪田　Ｌ矢郷　Ｌ舟橋　Ｌ若井　Ｌ永井　Ｌ森　

〔Ｌ廣田　Ｌ金谷　Ｌ笊畑　Ｌ魚谷　Ｌ藤田　Ｌ牧〕

貸切バス 富山第一ホテル前１３：５０集合・出発(14:40着予定）

懇親会終了・集合次第１９：３０頃発(富山第一ﾎﾃﾙ20:20頃着予定）

再掲 17) 第５９回３３４‐Ｄ地区年次大会記念ゴルフ大会について 副幹事

5/9(木) スタート 9:00 於:太閤山ＣＣ

表彰式･懇親会 17:00～ 　２Ｆレストラン

参加者 Ｌ小山　Ｌ矢郷　Ｌ藤田　Ｌ林巖　Ｌ廣田　Ｌ甚内　Ｌ金谷　Ｌ前川　

Ｌ松本　Ｌ大川内　Ｌ田中俊夫　Ｌ魚谷　Ｌ浦田啓一　Ｌ吉田　Ｌ吉本

※登録料:7,000円(個人出納より）

※プレー費は各自ご負担ください。(10,560円ｷｬﾃﾞｨ付き）

再掲 18) 第５９回３３４‐Ｄ地区年次大会について 副幹事

5/18(土) 投票･代議員会 9:30～12:30 於:アルビス小杉総合体育ｾﾝﾀｰ

大会式典 13:45～15:45

ｶﾞﾊﾞﾅｰ晩餐会 16:30～18:30

代議員 Ｌ鋪田　Ｌ石割　Ｌ若井　Ｌ谷川　Ｌ小山　Ｌ田中俊夫　Ｌ廣田　Ｌ矢郷

一　般 Ｌ舟橋　Ｌ永井　Ｌ藤田　Ｌ林巖　Ｌ甚内　Ｌ金谷　Ｌ森田忠雄　

Ｌ村井　Ｌ中田　Ｌ大久保　Ｌ魚谷　Ｌ浦田啓一　Ｌ笊畑　

貸切バス 代議員 富山第一ﾎﾃﾙ前　９：３０集合・出発(10:10着予定）

一　般 富山第一ﾎﾃﾙ前１２：４０集合・出発(13:20着予定）

復　路　 晩餐会終了後集合出発(18:40発→19:20着予定）

◇服装については、制服でご参加願います。

（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、バッジ）

19) ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ｢思春期のﾗｲﾌスキル教育｣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 2013年富山ワークショップについて Ｌ藤田

5/18(土)･19(日) 9:00～17:00(両日） 於:富山県民会館

※参加費　一般12,000円　学校教員8,000円　 申込締切：4/20(土)

20) 第５９回３３４複合地区年次大会について 副幹事

6/8(土) 式典ﾘﾊｰｻﾙ 14:30～16:00 於:長良川国際会議場

懇親会 18:00～20:00 於:岐阜都ホテル

出席者 〔Ｌ田中俊夫〕

再掲 6/9(日) 登録受付 11:00～13:00 於:長良川国際会議場

代議員会 13:00～13:40

大会式典 14:00～15:30

晩餐会 16:00～17:30 於:岐阜都ホテル

代議員 Ｌ鋪田　Ｌ石割　Ｌ若井　Ｌ谷川　Ｌ田中俊夫　Ｌ廣田　Ｌ矢郷　Ｌ舟橋　

一　般　 Ｌ林巖　Ｌ藤田　Ｌ中田　Ｌ竹田

貸切バス 富山第一ホテル8:30集合・出発(11:30着予定）　

終了後、集合出発(17:45頃発→21:00頃富山第一ﾎﾃﾙ着予定）



再掲 21) 釜山花郎ライオンズクラブ創立３５周年記念式典について 会長

6/18(火) 19:00～ 於:ホテル農心

再掲 22) 7/5(金) ハンブルグ国際大会登録について 副幹事

～9(火) 普通登録料：＄１３０(2013年3月31日締切）

後期登録料：＄１５０(2013年4月1日～現地）

23) 第５９回地区年次大会記念事業協力金について 会長

１人２００円×７７名(現会員数）＝１５，４００円(事業費・予備費より）

24) その他 委員長報告・・出席委員会 副幹事

25) 次回№１０６５例会《選挙会・花見例会》について 副幹事

4/4(木) 理事会 17:15～18:00 於:金茶寮

例　会 18:00～18:30

懇親会 18:30～20:00

テールツイスターアワー

閉会ゴング 会長

13:30 また会う日まで合唱

ウィ・サーブ

奉仕の世界は 熱い情熱と 固い絆から

◆例会終了後、５Ｆ蘭の間にて第二副地区ガバナー支援準備室開設予備会議を開催致します。

　下記の方は引き続きご出席願います。

出席要請　 Ｌ鋪田　Ｌ田中俊夫　Ｌ若井　Ｌ谷川　Ｌ小山　Ｌ福島　Ｌ永井

Ｌ金谷　Ｌ林巖　Ｌ廣田　Ｌ笊畑　Ｌ魚谷　Ｌ藤田　Ｌ吉田

　♪ライオンズクラブの歌♪

１） ひろい世界を　ひとつに結ぶ 同じこころの　手と手に通う

自由　信頼　叡智のきずな 切っちゃならない　いつまでも

おう　おう　ライオンズ 叫べ　正しく　ライオンズ　われら

２） 胸に掲げた　Ｌ字の誇り 高い理想に　輝くひとみ

人にこの世に　奉仕のまこと 築く平和の　礎だ

おう　おう　ライオンズ 歌え　明るく　ライオンズ　われら

３） 若いみどりを　命の限り 胸にもやして　その火を消すな

道は正しく　生活の底に ひそむ若獅子　いさましや

おう　おう　ライオンズ 吼えよ　おおしく　ライオンズ　われら

　♪また会う日まで♪

ほほ笑みつ　わかれむ こだまひびく　ライオンズローア

たからかに　うたい たたえよ　ライオンズサービス

かたき　握手のうち 友情こめて　また会う日まで　すこやかに

【 富 山 神 通 LC ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 感謝と友愛の心で　絆をつなごう　ウィ・サーブ

【 国 際 会 長 モ ッ ト ー 】

【 334 複 合 地 区 ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】

【 334-D 地 区 ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 人に地球にすべての関わりに ”Thanks & Heart" ｳｨ・ｻｰﾌﾞ!!


