
【例会】

18:00 開会ゴング 会長

国旗・ライオンズ旗に敬礼

国歌斉唱

ライオンズヒム斉唱（３題）

会長挨拶 会長

次期役員について(別紙)

新会員セミナー修了証贈呈・・・Ｌ稲垣　仁

《連絡協議事項》

1) 2012.7～2013.3 運営・事業・例会食費 収支計算書について(別紙） 会計

2) 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の報告 Ｌ坂井

3/21(木) ﾘﾊｰｻﾙ･発表 12:00～14:10 於:金沢都ホテル

出席者 Ｌ坂井

3) 富山県アイバンク評議員会の報告 Ｌ浦田啓一

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

4) キャビネット予備会議の報告 Ｌ牧

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〕

5) ３３４‐Ｄ地区新会員セミナーの報告 Ｌ稲垣

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〕

6) 富山合同事務局９クラブ会長会の報告 会長

3/29(金) 12:00～ 於:富山第一ホテル

出席者 Ｌ鋪田

再掲 7) 第４回キャビネット会議について 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〕

再掲 8) 企業献血について 幹事

4/8(月)　 8：15～10：30 於:堀井鉄工

参加者 Ｌ小山　Ｌ矢郷　Ｌ舟橋　Ｌ尾島　Ｌ内山　Ｌ魚谷　Ｌ飯野

富山神通ライオンズクラブ№１０６５例会《花見例会・選挙会》

２０１３．４．４（木）　於：金茶寮



9) 富山合同事務局 第２回管理委員会について 幹事

4/8(月) 12:00～13:15 於:富山第一ホテル

出席者 Ｌ若井　Ｌ矢郷

10) 富山視覚総合支援学校 入学式について 幹事

4/8(月) 13:30～ 於:富山視覚総合支援学校

出席者 Ｌ谷川

再掲 11) 第４回２Ｚ新旧合同会長・幹事会について 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

出席者 Ｌ鋪田　Ｌ若井　Ｌ矢郷　Ｌ永井

〔Ｌ廣田　Ｌ金谷　Ｌ笊畑　Ｌ藤田　Ｌ田中俊夫　Ｌ牧〕

再掲 12) ライオンズクラブｆａｃｅｂｏｏｋ交流安全教室について 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

出席者 Ｌ笊畑　Ｌ飯野 申込締切：4/10(水)

13) 富山昭和ＬＣＣＮ２９周年記念式典について 幹事

4/20(土) 記念式典 18:00～18:50 於:ホテルグランテラス富山

懇親会 19:00～20:30

出席者 Ｌ鋪田　Ｌ矢郷　Ｌ舟橋　〔Ｌ朝倉〕

再掲 14) 第３回１Ｒ合同地区ガバナー諮問委員会について 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

出席者 Ｌ鋪田　Ｌ矢郷　Ｌ舟橋　Ｌ若井　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）

15) 次期クラブ三役セミナーについて 幹事

4/28(日) 全体会議 13:00～14:00 於:福井市フェニックスプラザ

講　演 14:10～14:50

セミナー 15:10～16:00

懇親会 16:30～18:00

出席予定者 Ｌ若井　Ｌ永井　Ｌ森　〔Ｌ田中俊夫〕

貸切バス 富山第一ﾎﾃﾙ前１０：１０集合・出発(12:30着）

懇親会終了後、集合次第18:10頃発(富山第一ﾎﾃﾙ前20:30頃着予定）

再掲 16) 第５９回３３４‐Ｄ地区年次大会記念ゴルフ大会について 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　15名

※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 17) 第５９回３３４‐Ｄ地区年次大会について 幹事

5/18(土) 受付･投票  9:30～10:20 於:アルビス小杉総合体育ｾﾝﾀｰ

代議員会 10:30～12:30

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大久保　Ｌ魚谷　Ｌ浦田啓一　Ｌ笊畑　L吉田　21名

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）

再掲 18) 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 幹事

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)

19) ３３４複合地区次期地区役員研修会について 幹事

6/3(月) 13:00～16:00 於:名古屋市ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞ

出席者 Ｌ田中俊夫

再掲 20) 第５９回３３４複合地区年次大会について 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〕

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　12名

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)-9(火)　ハンブルグ国際大会について 幹事

出席者 Ｌ鋪田　Ｌ廣田　Ｌ田中俊夫

後期登録料：＄１５０(2013年4月1日～現地）

23）公益財団法人富山県アイバンク 評議員の候補者推薦について 幹事

24）今年度優秀出席表彰基準について 幹事

25）ＣＮ４４周年記念例会登録料について 10,000円(全員登録） 幹事



26）富山神通LC認証４４周年・富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ結成４１周年記念式典の日程について Ｌ藤永

5/10(金) 例　会 17:00～18:00 於:富山第一ホテル

懇親会 18:10～19:50

※理事会はございません。

◇服装 男性Ｌ　 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・ライオンバッジ

女性Ｌ 紺又は黒系統のジャケット・クラブ指定エンブレム

Ｌｌ 自由

27）その他 委員長報告・・出席委員会 Ｌ黒川

28）次回№１０６６例会《入会式》について 幹事

4/18(木) 理事会 11:15～12:00 於:富山第一ホテル

例　会 12:15～13:30

閉会ゴング 会長

【懇親会】 司会）幹事　　Ｌ矢郷　允康

18:30 開宴の挨拶 第一副会長　　Ｌ若井　聡志

ウィ・サーブ 会　長　　　　Ｌ鋪田　博紀

◇◇　歓　談　◇◇ ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ　　 Ｌ松本真奈美

Ｔ・Ｔアワー Ｔ・Ｔ　　　　Ｌ村井　幸一

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

ウィ・サーブ

奉仕の世界は 熱い情熱と 固い絆から

　♪ライオンズ　ヒム♪

1 歌えライオンズ自由の歌を　胸に燃ゆる火デモクラシー　永久に消さじと守るなれ　

リバティ　インテリジェンス　アワ　ネイションズ　セイフティ

2 知性に生きるライオンズ　社会奉仕と友愛に　手を差し伸べよ常に強く

リバティ　インテリジェンス　アワ　ネイションズ　セイフティ

3 戦の魔手より国を守る　強き同志の城築け　命と名誉と冨かけて

リバティ　インテリジェンス　アワ　ネイションズ　セイフティ

　♪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!!


