
12:15 入会式 （司会）　幹事　　Ｌ尾島

１．新会員入場 ・・・・・・・ 会員副委員長・新会員

２．入会式開会宣言 ・・・・・・・ 会員副委員長

３．”ライオンズの誓い” ・・・・・・・ 会員副委員長・新会員

４．歓迎のことば ・・・・・・・ 会　　長

５．ラペルボタンの贈呈 ・・・・・・・ 会　　長

６．新会員の紹介とスポンサーのことば　・・ ・・・・・・・ スポンサー

７．新会員挨拶 新会員

８．ライオンズ用品贈呈 ・・・・・・・ 会　　長

９．所属委員会発表 ・・・・・・・ 幹　　事

10．ｶﾞﾊﾞﾅｰﾒｯｾｰｼﾞの伝達 ・・・・・・・ 会　　長

11．ｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ証明書の伝達 ・・・・・・・ 会　　長

〔新入会員プロフィール〕は別紙

【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

会　　食

《連絡協議事項》

1) 第１回キャビネット会議の報告 幹事

7/９(土) 分科会/全体会議 13:15～14:10 於:アオッサ（福井県）

参加者： 〔L田中俊夫　L林　巌　L廣田〕

2) 新旧管理委員会の報告 会長

7/15(金) 会議 18:00～18:30 於:富山第一ホテル

懇親会 18:30～20:00

登録料：

参加者： Ｌ小山 Ｌ藤井 Ｌ林一博 Ｌ魚谷 Ｌ尾島

3) 松川べり清掃奉仕アクティビティの報告【全員参加アクティビティ】 Ｌ岡田

7/17(日) 8:15～9:30　集合場所　松川べり広場

参加者： L藤井　L泉　L尾島　L稲垣　L西野　L岡田　L浅井　L鋪田　L甚内　L小山

L兒玉　L谷川　L杉村　L今村　L林(一)　L永井　L石割　L坂井　L笊畑

L藤田　L尾山　L和泉　(家族会員　兒玉理恵さん)　FCひがし　66名

ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ空手道場9名 　＊総曲輪地区老人クラブの方々も一部参加

再掲 4) 第１回１Ｒ合同地区ガバナー諮問委員会について 幹事

7/23(土) 全体会議 13:30～13:50 於:富山第一ホテル

分科会 14:00～15:35 登録締切：7/8(金)

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：

再掲 5) 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)について 幹事

7/28(木) 集合8：00　　開会式9：00 於：富山県総合運動公園

・7/29(金) 集合16:00 　（別紙地図)

参加要請： Ｌ藤井 Ｌ尾島 Ｌ泉 Ｌ稲垣 Ｌ宮本 Ｌ濱田　Ｌ坂野　Ｌ山田　Ｌ田上

富山神通ライオンズクラブ№１１44例会
２０１６．７．２１（木）　於：富山第一ホテル

6，０００円（ｸﾗﾌﾞ負担3,000円／個人負担3,000円）

Ｌ藤井 Ｌ尾島 Ｌ若井 Ｌ堀井 Ｌ浅井 Ｌ作村 Ｌ岡田 Ｌ坂野 Ｌ大久保 Ｌ西野〔Ｌ田中　Ｌ鋪田〕



Ｌ浅井（ＰＲ委員長）

6) 公財)アイバンク　理事会開催について 幹事

7/29(金) 会議 16:00～ 於：富山第一ホテル2F若草の間

出席要請： L鋪田

7) 第１回2Z会長・幹事会開催について 幹事

7/29(金) 会議 18:00～ 於：富山第一ホテル2F

懇親会 18:45～ 於：富山第一ホテルB1F　松川

出席予定： L藤井　L尾島〔L鋪田〕 登録料12,000円(個人6,000ｸﾗﾌﾞ6,000)

再掲 ８) 北日本新聞納涼花火・富山会場清掃について 幹事

8/2(火) 　午前5時より　（1時間） 於：神通川右岸

参加予定者： 5役（L藤井　L尾島　L泉　L稲垣　L宮本）

服装： クラブポロシャツ・クラブメッシュキャップ

9) 納涼例会の登録料について 幹事

ライオン：12,000円（内　2,000円は例会食費より補助)

家族会員・ライオンレディ：8,000円

再掲 10) ふるさと美化大作戦　参加協力依頼について 幹事

8/21(日) 7:00～ 於：富山市内桜木町周辺

服装： クラブポロシャツ・クラブメッシュキャップ

11) 富山県薬物乱用防止指導員富山地区協議会役員会/総会/研修会について 幹事

8/23(火) 役員会 14:00～14:30(予定)　於：富山県民会館501会議室

総会/研修会 14:45～16:15(予定)　　　　　〃　　　304会議室

参加予定者： L尾島　L作村 締切7/29迄

再掲 12) 富山ライオンズクラブＣＮ60周年記念式典について 幹事

8/27(土) 式典 11:00～12:00 於：富山第一ホテル

懇親会 12:30～14:00

登録料：

出席予定者:　 Ｌ藤井　Ｌ尾島〔L鋪田2ZC〕

再掲 13) 黒部ライオンズクラブ結成55周年記念大会について 幹事

9/3(土) 式典 16:00～17:15 於：ホテルアクア黒部

祝宴 17:30～19:30

登録料：

出席予定者:　 Ｌ藤井　Ｌ尾島〔L田中2015年度ガバナー・L鋪田2ZC〕

14) 「富山県ライオンズの森公園」夏季の下草刈りについて　*雨天中止 幹事

9/3(土) 受付 12:00まで集合 於：富山県ライオンズの森公園

食事(現地) 12:15～12:45 　　　C地点

1・2R共同作業13:00～14:00　終了後解散　　締切：8/19迄

参加要請 2名

15) 富山神通レオクラブ助成金について 幹事

　ひがしスポーツクラブ 助成金 50,000円

16) 組織変更に伴う所属団体の変更 会長

・空手道場「唯心会」

・スポーツアカデミー空手道場富山支部

17) 上記のレオクラブ加入団体の助成金について 会長

18) その他 委員長報告・・出席委員会 幹事

19) 次回№１１45早朝例会について

8/1(月) 集合 5:00 於：五百羅漢　長慶寺

12,000円（ｸﾗﾌﾞ負担6,000円／個人負担6,000円）

10,000円（ｸﾗﾌﾞ負担5,000円／個人負担5,000円）



座禅(5:15～5:30)（途中入場はできません）

例会 5:40～

清掃 6:25～

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

　いたします。該当の方はお残り頂きその場で10分ほどお時間を頂ければ幸いです。

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

【 富 山 神 通 LC ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 未来へつなげよう　奉仕と友愛の輪

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

会員増強にご協力をお願いします！！

◆例会終了後、「ゴルフ部会」を開催し、2015年度決算報告並びに2016年度事業計画をお伝え

【 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 】 ひろげよう　つなげよう　奉仕の心

１００周年にウィ・サーブ、つなげよう未来へ


