
12:15 【例会】

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

LCIF/メルビン・ジョーンズ・フェロー賞贈呈・・・L田中�俊夫

2012年度�会員維持キャンペーンアワードパッチの披露

誕�生�祝･･� L柴草 L和泉 L尾山 L王
L森 L淵野

結婚記念祝･･ L笊畑 L大川内

会��食

《連絡協議事項》

1) 家族会員登録の報告 会長
�正会員54名より家族会員75名登録・・・1月末会員数149名

2) 1R2Z�7クラブ合同賀詞交歓会の報告 幹事
1/22(水) 賀詞交歓会 18:00~20:00 於:オークスカナルパークホテル富山

参加者： L若井 L谷川 L小山 L藤井 L永井 L森 L藤田 L浦田 L矢郷
L魚谷 L舟橋 L朝倉 L石割 L内山 L大久保 L尾山 L笹原
L甚内 L田近 L田中俊夫  L中田 L牧 L松本 L宮本 L今村 L竹田
L廣田 L堀井

3) 第3回2Z会長・幹事会の報告 会長
1/29(水) 会議 18:00~ 於:オークスカナルパークホテル富山

懇親会 19:00~
参加者： L若井�L永井

4) 富山県立富山視覚総合支援学校教育振興会役員会について 幹事
2/14(金) 13:30~14:30 於:富山県立富山視覚総合支援学校

参加予定者： L谷川

再掲 5) 新会員並びに次期幹事予定者セミナーについて 幹事
2/18(火) 13:00~17:00 於:富山第一ホテル

参加予定者： L今村 L田村 L西野  L藤田 〔L田中�俊夫〕

6) 冬季派遣青少年帰国報告会について 幹事
3/1(土) 11:30~16:00 於:金沢都ホテル

参加予定者： 〔L牧〕

富山神通ライオンズクラブ№1085例会
2014．2．6（木）�於：富山第一ホテル



7) 富山昭和LCCN30周年記念式典について 幹事
4/11(金) 式典／懇親会 15:30~18:45 於:ホテルグランテラス富山
参加要請： 10名(三役、L朝倉 L森田明 含む) 〔L田中�俊夫�L牧〕

登録締切：2/28(金)

8) 第60回334複合地区年次大会について 幹事
6/8(日) 代議員会 11:00~12:00 於:福井県産業会館

大会式典 13:00~15:00
晩餐会 15:30~17:00

貸切バス： 予定あり 登録締切：3/19(水)
最終締切：4/1(火)

再掲 9) 第97回ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際大会について 幹事
7/5(土)~7/8(火) 於：トロント(カナダ)
参加予定者： L田中俊夫�L森田忠雄 登録料：110ドル

再掲 10) 2014~2015年度夏季来日YCE受け入れ希望調査について 幹事
来日予定期間：7月上旬頃から8月下旬頃 登録締切：2/17(月)

11) 富山県ライオンズクラブ奉仕銀行下半期拠出金について 幹事
�72名(12月末会員数）×1,000円＝72,000円(事業費・地区協力費より拠出）

納入期日：2/17(月)

◇◇第二副地区ガバナー活動報告・活動予定◇◇

12) 第二副地区ガバナー研修出席 L田中俊夫

2/1(土)~2/2(日) 於:ホテルマリナーズコート東京

参加者： L田中俊夫

再掲 13) 第3回キャビネット会議開催 幹事
2/8(土) 11:30~16:00 於:富山第一ホテル

参加予定者：

14) 次期DGT会議開催 幹事
2/26(水) 16:30~19:30 於:金沢市�壽屋
参加要請： L田中俊夫�L廣田 登録締切：2/20(木)

15) 冬季派遣青少年帰国報告会開催 幹事
3/1(土) 14:30~16:00 於:金沢都ホテル

参加予定者： L田中俊夫� [L牧]

16) 次期ZC会議開催 幹事
3/29(土) 15:00~ 於:金沢市内
参加要請： L田中俊夫

17) 次期キャビネット予備会議開催 幹事
4/20(土) 13:00~ 於:金沢市内
参加要請： L田中俊夫

L田中俊夫�L牧 [ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ L廣田 ]



18) その他 委員長報告・・出席委員会 委員長

19) 次回№1086例会について 幹事
2/20(木) 理事会 11:00~12:00 於:富山第一ホテル

例�会 12:15~13:30
＊ゲストスピーチを予定しています
講師 �カイロプラクティック整体師�牧野桂子様
演題�「カイロプラクティックで、身体のアライメント」�

メンバースピーチ・・・L石田�功

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

会員増強にご協力をお願いします！！

MJF(個人1000ﾄﾞﾙ献金)にご協力をお願いします

ラ�イ�オ�ン�ズ�ク�ラ�ブ�の�歌 ◇また会う日まで

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

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

【 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


