
5:30 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

誕�生�祝･･� L黒川 L笊畑 L沢田 L笹原
L杉村 L坂井 L浅井 L藤木
L谷 L森雅美

結婚記念祝･･ L谷 L尾山

《連絡協議事項》

1) 第1回2Z会長・幹事会の報告 幹事
7/23(木) 会議 18:00~ 於:五万石本店

懇親会 18:45~
登録料：
参加者： L小山 L魚谷〔L鋪田〕

2) ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯Jユースサッカー大会 パネル掲示(薬物乱用防止)の報告 幹事
7/29(水)・7/30(木)
参加者：

再掲 3) 第1回1R合同地区ガバナー諮問委員会について 幹事
8/1(土) 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（全額ｸﾗﾌﾞ負担）
参加予定者：

再掲 4) 北日本新聞納涼花火・富山会場清掃について 幹事
8/2(日) �午前5時より�（1時間） 於：神通川右岸

参加予定者： 5役

再掲 5) 会長
8/12(水) 7:45~12:15 於:富山第一ホテル~JR富山駅

7：45までに富山第一ホテル1Fロビー集合

服装：

再掲 6) 第2回ライオンズクエスト・フォーラム全国大会について 幹事
8/22(土)-23(日) 於:佐野日本大学中等教育学校

登録料： 9，000円（全額ｸﾗﾌﾞ負担）
参加予定者： L兒玉〔L藤田〕

再掲 7) ふるさと美化大作戦�参加協力依頼について 幹事
8/23(日) 7:00~ 於：富山市内

8) 幹事
8/26(水) 14:45~16:15(予定) 於:富山県民会館
参加要請： L尾島�L泉 登録締切：8/7(金)

9) 富山県ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ奉仕銀行1R･2R合同評議員会について 幹事
8/28(金) 15:20~16:30 於:富山第一ホテル
参加要請： 会長 登録締切：8/17(月)

12，000円（ｸﾗﾌﾞ負担�6，000円／個人負担�6，000円）

今年度メイン事業�北陸新幹線開業記念『おもてなし・美化大作戦』*全員ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨについて

クラブポロシャツ、作業帽着用

L小山 L魚谷 L石田 L若井 L泉 L浜西 L兒玉 L尾山 L田村 L大川内 L宮崎〔L鋪田〕

L小山 L魚谷 L尾島 L坂井 L谷 L兒玉 L石田 （PR委員長）

富山県薬物乱用防止指導員委嘱状交付式/富山地区協議会総会/研修会について

富山神通ライオンズクラブ№1121例会【早朝例会】
2015．8．1（土）�於：長慶寺



再掲 10) ＊雨天中止 幹事
8/29(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 登録締切：8/24(月)

再掲 11) 9月第一例会 3クラブ合同例会（№1123例会）について 幹事
9/3(木) 理事会 17:20~17:50 於:富山第一ホテル

合同例会 18:00~18:40
合同懇親会 18:50~20:30

登録料： 11，000円 登録締切：8/20(木)
■3クラブ合同ゴルフ大会
9/3(木) �9：27スタート 於:呉羽CC
登録料： 3，000円

参加要請： 10名以上 登録締切：8/20(木)
* 表彰式は合同懇親会にて開催
＊ホストは富山西ライオンズクラブ
＊2ZC、1R2Z地区GMT・GLT委員L鋪田�クラブ訪問です

12) 山田實紘国際会長公式訪問並びに歓迎晩餐会について 幹事
9/8(火) セミナー 14:30~16:00 於:ホテル日航福岡

公式訪問･歓迎晩餐会 16:30~19:30
登録料： 15，000円 登録締切：8/3(月)
定員： 334－D地区から17人 但し、定員に達し次第締切

13) 地区LCIFセミナーについて 幹事
9/12(土) 13:30~16:00 於:富山第一ホテル
登録料： 3，000円（全額ｸﾗﾌﾞ負担）

参加要請： 会長･幹事･LCIF担当者､その他希望者 登録締切：8/21(金)

再掲 14) 第99回ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際大会について 幹事
2016年6/24(金)~6/28(火) 於：福岡市

第一次申込期間： 7／15(水)~10／30(金)予定

15) 2015~2016年度冬期YCE派遣希望予備調査について 幹事
派遣期間は2015年12月20日頃から2016年1月10日頃の予定

登録締切：8/12(水)

16) 富山西LCｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ「特産呉羽梨(幸水)チャリティ頒布」協力依頼について 幹事

1箱5Kg入り 4,300円 登録締切：8/20(木)

17) その他 委員長報告・・出席委員会 委員長

18) 次回№1122例会（納涼例会/家族会員･ﾗｲｵﾝﾚﾃﾞｨ合同）について 幹事
8/20(木) 理事会 17:00~17:45 於:ボルファートとやま

例�会 17:50~18:20
懇親会 18:30~20:00

T・Tアワー
閉会ゴング 会長

6:00 食事
6:15 清掃【全員参加アクティビティ】

6:35 お疲れ様でした。
ウィ・サーヴ

【 334-D 地 区 ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 あすへつなげよう�奉仕と感動
�”心の平和は�健康への第一歩”�~人間(ひと)から人間(ひと)へ�心をつなげて~

「富山県ライオンズの森公園」夏季の下草刈りについて

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

【 富 山 神 通 LC ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 成そう奉仕と汗

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！！


