
＊ライオンズクラブ富山合同事務局より1100回例会祝、披露

《連絡協議事項》
1) 富山県ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ奉仕銀行常任委員会並びに1R･2R合同評議員会の報告 幹事

9/5(金) 常任委員会 14:00~15:00 於:富山第一ホテル
評議員会 15:20~16:30

参加者： L谷川(評議員会のみ参加)

2) 334-D地区LCIFセミナーの報告 幹事
9/6(土) 13:30~16:00 於:金沢国際ホテル
登録料： 3，000円
参加者： L谷川�L藤田�〔L田中俊夫�L廣田〕

3) 〔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
｢富山市ファミリーパーク内“カブトムシの棲む森づくり”｣2Z幹事会の報告
9/16(火) 18:00~ 於:芋つる
参加者： L藤田

4) 富山県立富山視覚総合支援学校平成26年度地域・学校合同防災避難訓練の報告 幹事
9/18(木) 10:50~11:15 於:富山県立富山視覚総合支援学校

参加者： L谷川�L尾山�L藤木�L宮本�L今村

再掲 5) 輝け！いのちの集い2014（富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ協力）協力について 幹事
9/23(火･祝) 10:00~15:00 於：富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ芝生広場
参加要請： L谷川�L小山�L藤田�L尾山�L魚谷�L藤木 �L田中宏明

L宮保�L谷�L浜西�L腰山�L浦田�L折戸�L稲垣
■事前説明会の報告
＊9/13(土)15:00~16:30� 於：富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ
参加者： L谷川�Leo永井秀信

再掲 6) 幹事
9/27(土) 帰国報告会 13:00~14:15 於:金沢都ホテル

YCEセミナー 14:30~16:00
登録料： 1，500円

参加予定者： L藤田�〔L田中俊夫�L牧〕

再掲 7) 「富山県ライオンズの森公園」秋の下草刈りについて ＊雨天中止 幹事
9/27(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

参加予定者： L谷川�L魚谷

8) 浮田家清掃奉仕について���＊全員参加アクティビティ 幹事
10/4(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。

2013年度夏季派遣青少年帰国報告会並びに2014年度地区YCEセミナーについて

富山神通ライオンズクラブ№1100例会�連絡協議事項
2014．9．18（木）�於：富山第一ホテル



再掲 9) 〔世界ﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰ〕1R2Z合同ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ ＊雨天決行 幹事
｢富山市ファミリーパーク内“カブトムシの棲む森づくり”｣について 
10/5(日) 集合 9:00 於:富山市ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ

作業 9:30~11:30 登録締切：9/26(金)
＊事業費として各クラブより5，000円拠出
参加要請： 多数

10) 高志寮護ホームにて障害者スポーツ支援事業（富山神通ﾚｵｸﾗﾌﾞ協力） 幹事
協力について
10/11(土) 13:00集合~15:00 於:高志寮護ホーム

再掲 11) 大山LC1000回記念例会及び記念ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会について 幹事
10/14(火) コンペ 9:18スタート 於:富山カントリークラブ

記念例会 18:00~18:30 於:富山第一ホテル
懇親会 18:40~20:10 登録締切：9/30(火)

登録料： ゴルフ�3，000円／例会�10，000円
参加要請： 6名以上 〔L田中俊夫�L廣田〕

12) 富山県立富山視覚総合支援学校「ぶどう狩り」事業について 幹事
10/16(木) 9:30集合~11:30 於:仲井徳治さんの畑(上滝)

再掲 13) 富山いきいきLCCN10周年記念式典について 幹事
10/18(土) 受付 14:00~ 於:富山第一ホテル

記念式典及び懇親会 15:00~18:00
登録料： 12，000円

参加予定者： L谷川�L藤井�L林一博�L藤田�L尾山 �〔L田中俊夫〕

14) 地区リーダーシップ研修会について 幹事
10/18(土)13:00~19日(日)12:00 於:ホテル金沢
登録料： 10，000円 登録締切：9/30(火)
宿泊料： �7，000円
参加要請： 次期会長 〔L田中俊夫〕

再掲 15) 富山LC公開例会「しあわせ運べるように」について 幹事
10/25(土) 14:30~16:30 於:富山第一ホテル
登録料： 無料 〔L田中俊夫�L廣田〕 登録締切：9/30(火)

再掲 16) 魚津LCCN40周年記念式典について 幹事
10/26(日) 受付 10:00~10:40 於:ホテルグランミラージュ

式典 11:00~12:30
祝宴 13:00~14:30

登録料： 12，000円
参加予定者： L谷川�L藤田



再掲 17) 富山南LCCN40周年記念式典について 幹事
11/2(日) 受付 15:00~15:45 於:ホテルグランテラス富山

記念式典 16:00~16:50
懇親会 17:20~19:20

登録料： 12，000円
参加予定者： L谷川�L藤田�L尾山 〔L田中俊夫〕

再掲 18) 第53回OSEALフォーラムについて 幹事
11/13(木)~16(日) 於:韓国・仁川

9/30までの申込み登録料は� US$110 登録締切：9/30(火)
10/1以降の申込み登録料は� US$120 

◇◇第一副地区ガバナー活動報告・活動予定◇◇

19) 1R1Z�藏�大介地区ガバナー公式訪問出席 幹事
9/11(木) 11:30~15:30 於:ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ富山
参加者： L田中俊夫�L廣田

20) 山田實紘国際第一副会長公式訪問出席 幹事
9/16(火) 15:00~19:00 於:名古屋市�ﾎﾃﾙｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞ
参加者： L田中俊夫�L廣田

再掲 21) 松下栄信1R1ZC就任記念ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会開催 幹事
9/19(金) コンペ 10:35スタート 於:富山カントリークラブ

表彰式･懇親会 19:00開始 於:ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ富山
参加予定者： L田中俊夫�L廣田

再掲 22) 入善LCCN45周年記念大会開催 幹事
10/11(土) 14:00~18:00 於:入善まちなか交流施設�うるおい館

参加予定者： L田中俊夫

再掲 23) 第2回全国ガバナー会開催 幹事
10/15(水) 14:00~17:30 於:銀座ブロッサム
参加予定者： L田中俊夫

24) ジョー・プレストン国際会長公式訪問並びに歓迎晩餐会開催 幹事
11/7(金) 13:30~19:00 於:ホテル日航大阪

参加予定者： L田中俊夫

25) 第53回OSEALフォーラム開催（次年度のため研修出席） 幹事
11/13(木)~16(日) 於:韓国・仁川
参加予定者： L田中俊夫�L廣田�L田中槇子�L笊畑



26) 富山県LC奉仕銀行上半期拠出金について 納入期日：10/10(金) 幹事
�2000×1/2×6月末会員数(72名)＝72,000円拠出

27) その他 委員長報告・・出席委員会 幹事

28) 次回№1101例会について 幹事
10/2(木) 理事会 11:00~12:00 於:富山第一ホテル

例�会 12:15~13:30

ウィ・サーヴ
まごころと愛の奉仕�Serve with Sincerity and Love

MJF(個人1000ﾄﾞﾙ献金)にご協力をお願いします

会員増強にご協力をお願いします！！

【 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 】 ひろめよう�真心の奉仕  Let's spread services of the true heart
【 富 山 神 通 LC ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 Action Now Together�未来に繋げよう豊かな心


