
物故会員に黙祷�（故L柴草��亨）

【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）

ゲスト紹介 スペシャルオリンピックス日本・富山スポーツプログラム
��委員長�戸田�武宏�様

会長挨拶

次期キャビネット事務局員紹介・・・玉田�直子さん
キャビネット事務局（2015~2016年度）
 〒930－0082 富山市桜木町11－2�第一パーキングビル2F

TEL�076－444－1234

FAX�076－444－1245

URL�http://334-d.org

�E－mail�lions@334-d.org

会員増強アワードの贈呈・・・L矢郷�允康

2013~2014年度年間会員増強プログラムバナーパッチの披露

誕�生�祝･･� L矢郷� L堀井

結婚記念祝･･ L折戸 L堀井 L荒瀧

会��食

《連絡協議事項》

1) 富山平成LC主催｢第16回ｻﾝｻﾝｻﾝふれあい交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣の報告 会長
11/22(土) 13:00~ 於:ボルファートとやま
参加者： L谷川

2) アイバンクサポーター並びにフォローアップ事業研修会の報告 幹事
11/29(土) 受付 12:30~12:50� 於:富山第一ホテル

講習会 13:00~15:00�
会費： 1,000円
参加者： L谷川�L藤田〔理事L林巌〕

3) 富山神通LCキックオフ会の報告 幹事
11/29(土) 18:00~ 於:金茶寮
参加者： L谷川�L小山�L藤井�L林一博�L藤田�L魚谷

L石割�L笊畑�L笹原�L荒瀧�L淵野�L福島�L濱田�L林巌
L廣田�L堀井�L今村�L甚内�L北川�L黒川�L前川�L松本
L宮崎�L大川内�L大久保�L大浦�L坂井�L田中俊夫
L吉田�L吉本�L吉野�L岡田�L兒玉

富山神通ライオンズクラブ№1105例会
2014．12．4（木）�於：富山第一ホテル



4) 世界エイズデー�エイズ予防キャンペーンの報告 幹事
11/30(日) 10:15集合 10:30~11:30� 於:アピタ富山東店

��◇服装�作業帽・ジャンパー
参加者： L谷川�L藤井�L藤田�L魚谷�L荒瀧�

再掲 5) 第2回1R合同地区ガバナー諮問委員会について 幹事
12/5(金) 受付 13:00~13:30 於:富山第一ホテル

全体会議 13:30~13:50
分科会 14:00~15:35
全体会議 15:45~16:30

登録料： 2，000円
参加予定者： L谷川 L藤田 L石割 L吉田 L稲垣 L甚内

L荒瀧 L作村 L尾山 L藤井 〔L田中俊夫�L廣田〕

◇◇第一副地区ガバナー活動報告・活動予定◇◇

6) 第二回キャビネット会議出席 幹事
11/22(土) 11:50~16:00 於:富山第一ホテル
参加者： L田中俊夫�L廣田�〔ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ参加�L石割L藤田L吉田L林一博〕

7) 第一副地区ガバナー研修会出席 幹事
11/27(木) 13:00~ 於:神戸ポートピアホテル
参加者： L田中俊夫

8 2014年度冬季来日YCE受入ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ出席 幹事
11/29(土) 13:00~14:30 於:金沢都ホテル
参加者： L田中俊夫�〔ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ参加者�L廣田�L石割〕

再掲 9) 高岡アラートライオンズクラブ結成会開催 幹事
12/10(水) 12:00~14:30 於:ホテルニューオータニ高岡

参加予定者： L田中俊夫

再掲 10) 国際第二副会長ご夫妻公式訪問並びに歓迎晩餐会開催 幹事
12/12(金) 16:00~19:30 於:ホテルマリナーズコート東京

参加予定者： L田中俊夫

11) 幹事
2015年1/18(日) 12:30~17:00 於:富山第一ホテル

12：00までに富山第一ホテル3Fロビー集合（昼食を済ませてからお越し下さい）

クラブジャンパー着用願います

再掲 12) 今年度新年例会（№1107例会）について 幹事
2015年1/8(木) 理事会 17:00~17:20 於:金茶寮
第二木曜日です! 例会 17:30~18:00 ＊年男記念品を贈呈します

懇親会 18:10~20:00

再掲 13) 来年1月第二例会（№1108例会）について 幹事
2015年1/15(木) 理事会 11:00~12:00 於:富山第一ホテル

第三木曜日です! 例�会 12:15~13:30

今年度メイン事業「親から子へ・子から親へのオクリモノ」*全員ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨについて



14) L牧�11月末退会につき、新YCE･国際関係ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長選出について 幹事

15) その他 委員長報告・・出席委員会 委員長

16) 次回クリスマス家族例会（№1106例会）について 幹事
12/18(木) 理事会 ＊ありません 於:ボルファートとやま

例会 17:30~17:50
パーティ 18:00~20:30

ゲストスピーチ スペシャルオリンピックス日本・富山スポーツプログラム
��委員長�戸田�武宏�様

演題： スペシャルオリンピックス活動について

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
まごころと愛の奉仕�Serve with Sincerity and Love

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

◆例会終了後、3F梓の間にて｢第4回クリスマス委員会｣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谷川 L林一博 L藤田 L尾山 L魚谷 L藤木 L矢郷 L尾島 L坂野 L前川
L田村 L西野 L岡田 L兒玉

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

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

【 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

【 国 際 会 長 モ ッ ト ー 】
【 334 複 合 地 区 ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】


