
【例会】
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）

ゲスト紹介 富山県立富山視覚総合支援学校�校長�井原美智子様

会長挨拶 会長

誕�生�祝･･� L坂下 L永井 L作村 L田中宏明
L森田明 L森田忠雄

結婚記念祝･･� L藤田 L作村 L沢田 L森

会��食

《連絡協議事項》
1) 富山神通ライオンズクラブCN44周年収支計算書/剰余金処分について L藤木

2) 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ﾌﾟの報告 L藤田
5/18(土)･19(日) 9:00~17:00(両日） 於:富山県民会館
出席者： L藤田 ※参加費�一般12,000円�学校教員8,000円�

3) 第59回334－D地区年次大会の報告 会長
5/18(土) 受付･投票  9:30~10:20 於:ｱﾙﾋﾞ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田中俊夫�L廣田�L林巌�L金谷�L魚谷�L笊畑�L吉田
一�般： L石割�L若井�L谷川�L小山�L舟橋�L永井

L藤田�L甚内�L森田忠雄�L村井�L大久保

◇受賞アワード◇
�青少年健全育成活動賞・・ガバナー賞受賞
�環境保全緑化推進賞・・合同アクティビティ賞受賞
�YCE活動賞・・・ガバナー優秀賞受賞
�レオクラブ特別賞・・・ガバナー賞受賞
国際会長感謝状・・・L廣田��勉

4) 富山視覚総合支援学校生徒さつま芋苗植えｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨの報告 L谷川
5/22(水) 10:00~12:00����於：岡本武勇氏宅近くの畑
参加者： L鋪田�L谷川�L若井�L小山�L矢郷�L舟橋�L永井�L村井

L松本�L宮本�L藤木�L和泉

5) (公財)富山県アイバンク理事会の報告 L林巌
5/25(土) 会議 17:00~18:00 於:富山県民会館

懇親会 18:00~
参加者： L林巌

富山神通ライオンズクラブ№1069例会
2013．6．6（木）�於：富山第一ホテル



6) 富山セントラルLCCN50周年記念チャリティコンサートの報告 会長
6/1(土) 開場 18:00~ 於:富山国際会議場ﾒｲﾝﾎｰﾙ

コンサート 18:30~20:00

7) 富山県立富山視覚総合支援学校�運動会の報告 L若井

6/1(土)  9:30~

出席者： L若井

8) 334複合地区次期地区役員研修会の報告 L田中俊

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 9) 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
出席予定者： 〔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若井�L田中俊夫�L廣田�L林巌�L金谷�L藤田�L魚谷
一�般： L石割�L谷川�L矢郷�L舟橋�L中田�L竹田�14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）

10) 次期準備�理事・正副委員長会議開催について 第一副会長

6/11(火) 会議 16:00~18:00 於:ボルファートとやま
懇親会 18:00~20:00

再掲 11) 次期四委員会セミナーについて 幹事
6/12(水) 受付 12:30~13:30 於:ユー・アイふくい

全体会議 13:30~14:30
分科会 14:45~16:30

参加予定者： L永井�L宮崎�L大川内�L作村�L尾島�L石割�L藤井�L舟橋
〔L田中�俊夫〕

貸切バス： 富山第一ホテル前10：30集合・出発
終了後、集合出発(16:40頃発→富山第一ホテル前19:10頃着予定)

再掲 12) (公財)富山県アイバンク定例評議員会について 幹事
6/13(木) 会�議17:00~18:00 懇親会18:00~
参加予定者： L浦田�啓一 於:富山第一ホテル

再掲 13) 夏季来日YCEホストファミリーオリエンテーションについて 幹事
6/15(土) 14:40~16:00 於:金沢都ホテル
出席予定者： L大久保〔L牧〕

再掲 14) 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 L大久保

6/18(火) 19:00~ 於:ホテル農心
参加予定者： L石割�L若井�L矢郷�L舟橋�L永井�L林一�L牧

L森�L大久保�L大浦�L杉村�L田上�LL森

再掲 15) 富山県LC奉仕銀行1R･2R合同｢新旧常任委員会｣について 幹事
6/20(木) 15:30~17:00 於:富山第一ホテル
出席予定者： L廣田



再掲 16) 富山セントラルLCCN50周年記念式典について 幹事
6/22(土) 受付 14:00~ 於:ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

記念式典 15:00~
祝宴 17:00~19:00

出席予定者： L鋪田�L若井�L谷川�L矢郷�L舟橋 〔L廣田L金谷L田中俊夫〕

★お祝い金について

再掲 17) ★第10回がんばれ！富山ライトレールチャリティーゴルフ大会について 幹事
6/22(土) 12:06スタート 於:富山カントリークラブ
参加費： メンバー/12,000円��ゲスト/15,500円

（パーティ費、プレー費含む�当日支払）
参加資格： 1チーム4人(チーム上位者3人のハンディの合計が30以上)

定員は30ﾁｰﾑ 申込締切：6/7(金)

18) 次期準備理事・委員長会議及び新旧懇親会開催について 第一副会長

6/25(火) 於:ホテルよし原
次期準備理事･委員長会議 16:00~18:00
新旧理事･委員長懇親会 18:00~20:00

19) 「富山県ライオンズの森公園」春の下草刈りについて 幹事
6/29(土) 受付 12:00まで現地集合 於:LFH

食事(現地) 12:15~12:45
1･2R共同作業 13:00~14:00

参加要請： 2名〔L廣田〕 登録締切：6/14(金)

再掲 20) 7/5(金)-9(火)�ハンブルグ国際大会について 幹事
出席予定者： L鋪田�L廣田�L田中俊夫�LL田中槇子

後期登録料：＄150(2013年4月1日~現地）

21) 清水宏篤 次期1R2ZC就任記念ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会について 幹事
7/24(水) スタート 9:32 於:富山カントリークラブ

表彰式･懇親会 18:00開始 於:とやま自遊館
参加要請： ﾗｲｵﾝ･一般含めて8名以上 登録締切：7/10(水)
※プレー費は各自ご負担ください。(9,700円ｷｬﾃﾞｨﾌｨ含む、税込）
※登録料:10,000円(個人出納引落し、次年度ゴルフ部会員は部会より3,000円補助）

再掲 22) 富山昭和LC主催「LQフォーラム全国大会in富山」について 幹事
8/2(金) 13:30~17:30 於:富山国際会議場
8/3(土)    8:30~11:00

23) 輝け！いのちの集い2013（富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ協力）協力依頼について 第一副会長

9/23(月･祝) 10:00~15:00 於：富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ芝生広場
回答締切：6/6(木)

24) その他 委員長報告・・出席委員会 L黒川

25) 次回№1070例会≪年次例会≫について 幹事
6/20(木) 理事会 17:30~18:00 於:ホテルよし原

例�会 18:00~19:00
懇親会 19:00~20:30

ゲストスピーチ� 富山県立富山視覚総合支援学校�校長�井原美智子様
���テーマ・・・視覚総合支援学校活動内容について



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藤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永井

L林巖�L廣田�L金谷�L笊畑�L魚谷�L藤田�L吉田�L尾山

ラ�イ�オ�ン�ズ�ク�ラ�ブ�の�歌

ひろい世界を��ひとつに結ぶ��同じ志の��手と手に通う���
自由信頼��叡智のきずな��きっちゃならない��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

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��うたえ��明るく��ライオンズ��われら

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

【 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!!

◇また会う日まで
  
ほほ笑みつ�別れむ�こだま響くライオンズ
ローア
高らかにうたい�たたえよ�ライオンズサービ
ス
固き握手のうち 友情込めて また会う日まで
健やかに


