
【例会】

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（3題）

会長挨拶

ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ証明書の伝達 ・・・・・・ L吉田��誠 ( L谷ｽﾎﾟﾝｻｰ ) 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 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泉 L舟橋

《連絡協議事項》
1) 2013.7~9�運営・事業・例会食費�収支計算書について（別紙） 幹事

2) 2R3Z地区ガバナー公式訪問の報告 幹事
9/25(水) 12:25~14:45 於:砺波平安閣
参加者： L田中俊夫

3) 「富山県ライオンズの森公園」秋の下草刈りの報告 幹事
9/28(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

参加者： L森

4) 緊急ｿﾞｰﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ会議並びにアラート委員会の報告 幹事
9/30(月) 11:00~ 於:福井市�アオッサ
参加者： L田中俊夫

再掲 5) 浮田家清掃奉仕について���＊全員参加アクティビティ 幹事
10/5(土) 9:00集合 �9:30~10:30 於：浮田家
�服装�作業帽・ポロシャツ若しくはジャンパー
��※草刈機をお持ちの方はご協力をお願いします。

再掲 6) 〔世界ﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰ〕1R2Z合同ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 幹事
｢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 ＊雨天決行
10/6(日) 集合 8:30 於:富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ内

作業 9:00~11:00 ｢とんぼの沢｣
参加予定者： L若井�L谷川�L永井�L藤田�L泉�FCﾚｵより44名

再掲 7) 献血運動について 幹事
10/7(月) 企業献血 15:00~16:30 於:北日本放送
10/27(日) 全員ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 10:00~16:30 於:ファボーレ
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再掲 8) 1R1Z地区ガバナー公式訪問及び8ｸﾗﾌﾞ合同例会について 幹事
10/9(水) 11:30~15:40 於:富山第一ホテル
参加予定者： 〔L田中俊夫�L牧〕

再掲 9) 地区リーダーシップ研修会について 幹事
10/12(土)13:30~13日(日)11:50 於:すかっとﾗﾝﾄﾞ九頭竜
参加予定者： L谷川〔L田中俊夫〕

再掲 10) 富山視覚総合支援学校生徒さつま芋掘りについて 幹事
10/18(金) �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・視覚聴覚委員会
���������・PR委員長・新入会員

再掲 11) 第2回全国ガバナー連絡会について 幹事
10/18(金) 14:00~16:00 於:ウインクあいち
参加予定者： L田中俊夫

12) 平成25年度薬物乱用防止富山駅前街頭キャンペーンについて 幹事
10/18(金) 7:30~8:30 於:富山駅前
参加予定者： L尾島

再掲 13) 薬物乱用防止教育認定講師養成講座について 幹事
10/20(日) 13:00~17:00 於:JA福井市農協会館
参加予定者： L藤井�L石割〔L田中俊夫〕

14) 畠山志郎1R1ZC就任チャリティゴルフ大会について 幹事
10/29(火) 9:30ｽﾀｰﾄ 於:富山CC

表彰式・懇親会 18:00~ 於:富山第一ホテル
参加予定者： L田中俊夫

15) 富山県立富山視覚総合支援学校「地域・学校合同防災訓練」ついて L尾島
11/1(金) 13:30~14:30 於:富山県立富山視覚総合支援学校

■打ち合わせ会
10/1(火) 13:30~14:30 於:富山県立富山視覚総合支援学校

参加者： L永井�L尾島�L宮本

再掲 16) 金沢中央LCCN45周年記念大会について 幹事
11/8(金) 式典 17:00~18:00 於:金沢ｴｸｾﾙﾎﾃﾙ東急

祝宴 18:30~20:30
参加要請： L田中俊夫

再掲 17) 富山県薬物乱用防止指導員協議会総会について 幹事
11/7(木) 14:00~15:30 於:富山県民会館702号室
参加予定者： L尾島

再掲 18) 八尾婦中LCCN45周年記念式典について 幹事
11/10(日) 受付 13:00~13:45 於:富山第一ホテル

式典 14:00~15:00
祝宴 15:15~17:00

参加予定者： L若井�L森�L吉田〔L田中俊夫〕



再掲 19) 第1回LCIFクラシックゴルフJAPANについて 幹事
11/14(木) 8:00スタート 於:愛知県豊田市�京和CC
プレー代 18,000円(ｶｰﾄ･ｷｬﾃﾞｨ･昼食･ﾊﾟｰﾃｨ代含む) 登録締切：10/7(月)
賞品代 2,000円
競技方法 Wペリア
参加資格： 今季少なくとも1口以上のMJF献金をする方

尚、今季10口以上献金される方は、ﾌﾟﾚｰ代のみ無料とのこと

20) 334~337複合地区合同GLT会議について 幹事
11/26(火) 10:00~19:00 於:ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山
参加要請： L田中俊夫 登録締切：10/25(金)

21) クリスマス家族例会ライオン登録料について 幹事

22) 次回例会№1078例会〔富山神通/富山昭和/大山 3C合同例会〕について 幹事
10/22(火) 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 ＊ﾎｽﾄ･･大山LC
合同懇親会 18:50~20:20

登録料 10,000円

23) その他 委員長報告・・出席委員会 委員長

T・Tアワー
閉会ゴング 会長

13:30 また会う日まで合唱

ウィ・サーヴ
温故知新－創造と挑戦とスピード、さらなる価値ある奉仕を

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

◆例会終了後、5F蘭の間にて第1回クリスマス家族例会打ち合わせ会を開催致します。

�下記の方は引き続きご出席願います。

出席要請� L若井�L永井�L森�L藤田�L吉本�L宮保�L松本

L坂井�L藤井�L石田�L尾島�L谷

【 富 山 神 通 LC ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 繋げよう�さらなる未来に�ウイ・サーヴ

【 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 】 未来に伝えよう�和の心

会員増強にご協力をお願いします！！

◇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


