
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）

会長挨拶

ＬＣＩＦ献金アワード伝達 Ｌ藤井　Ｌ林(一)　Ｌ林（巌)　Ｌ宮崎　Ｌ泉

バナーパッチ（会員一人当たり250＄達成)披露

◇◇　　会食　　◇◇

《連絡協議事項》

１) メイン事業決算報告（別紙） 会計

2) 富山西ライオンズクラブＣＮ45周年記念式典の報告 会長

11/3(祝木) 式典 15:00～16:10 於：富山第一ホテル

祝宴 16:30～18:00

登録料：

出席者: Ｌ藤井　Ｌ小山　Ｌ林(一)　Ｌ永井　Ｌ藤田(淳)　Ｌ尾島　Ｌ泉　Ｌ稲垣

Ｌ若井　Ｌ魚谷　　〔Ｌ田中前地区ガバナー　Ｌ鋪田2ＺＣ〕

3) 薬物乱用防止教育認定講師養成講座の報告　 Ｌ岡田

11/6(日) 講座 13:30～17:30 於：みくに文化未来館

出席者： Ｌ岡田　Ｌ宮本　　登録料5,000円(ｸﾗﾌﾞ負担)

4) 第１回改革委員会の報告 会長

11/11(金) 委員会 13:30～15:00 於：富山第一ホテル

出席者： Ｌ藤井　Ｌ林巌　Ｌ林一　Ｌ大川内　Ｌ藤田淳　Ｌ尾山　Ｌ稲垣　Ｌ兒玉

Ｌ今村　Ｌ西野　Ｌ魚谷　Ｌ泉　Ｌ尾島　Ｌ永井

5) ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ「高志ライフケアホーム入所者との交流・ボッチャ教室」の報告 会長

11/12(土) 事業 13:30～14:30 於：高志ライフケアホーム内

出席者： Ｌ藤井　Ｌ尾島　Ｌ泉　Ｌ谷川　Ｌ稲垣

レオクラブより19名(ＦＣひがし)

6) 企業献血運動の報告 幹事

11/14(月)   8:15～10:30 於:堀井鉄工㈱

〔（受付数　３２人）　200ml　3人 ／ 400ml　28人 ／ 成分　０人〕

11/14(月) 15:00～16:30 於:北日本放送㈱

〔（受付数　１０人）　 400ml　9人 ／ 成分　０人〕

参加者： Ｌ藤井　Ｌ永井　Ｌ尾島　Ｌ泉　Ｌ稲垣　Ｌ宮本　〔Ｌ堀井　Ｌ村下〕

7) 富山平成ＬＣ第18回ｻﾝ･ｻﾝ･ｻﾝふれあい交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて 幹事

11/19(土) 12:00開場　13:00開演 於:富山県民会館8Ｆ

参加要請・予定者： Ｌ鋪田2ＺＣ　Ｌ藤井　L尾島

再掲 8) 第２回キャビネット会議について 幹事

11/19(土) 分科会/全体会議 11:00～15:50 於:金沢都ホテル

登録料： 無料

参加予定者： Ｌ田中前地区ガバナー　Ｌ林巌前キャビネット会計　Ｌ鋪田2ＺＣ

再掲 9) 大山ライオンズクラブＣＮ45周年記念式典のご案内について 幹事

11/23(祝水) 式典 14:00～15:00 於：富山第一ホテル

祝宴 15:15～16:45

富山神通ライオンズクラブ№１１５２例会【100％例会】
２０１６．１１．１７（木）　於：富山第一ホテル

12,000円（ｸﾗﾌﾞ負担6,000円／個人負担6,000円）



登録料：

出席予定者: Ｌ藤井　Ｌ小山　Ｌ林(一)　Ｌ堀井　Ｌ大久保　Ｌ石割　Ｌ坂井　Ｌ泉　

Ｌ尾島　Ｌ稲垣　Ｌ今村　Ｌ西野　Ｌ田村

〔Ｌ田中前地区ガバナー　Ｌ鋪田2ＺＣ〕

再掲 10) 富山平成ＬＣＣＮ45周年記念式典のご案内について 幹事

11/24(木) 記念講演 13:30～14:20 於：富山第一ホテル

式典 14:30～15:30

祝宴 16:00～17:50

登録料： 12,000円（ｸﾗﾌﾞ負担6,000円／個人負担6,000円）

出席予定： Ｌ藤井　Ｌ尾島　Ｌ泉〔Ｌ田中前地区ガバナー　Ｌ鋪田2ＺＣ〕

再掲 11) 富山雷鳥ＬＣＣＮ45周年記念式典のご案内について 幹事

11/25(金) 式典 16:00～17:15 於：ホテルグランテラス富山

祝宴 17:30～19:00

登録料：

出席予定： Ｌ藤井　Ｌ林一　Ｌ泉　〔Ｌ田中前地区ガバナー　Ｌ鋪田2ＺＣ〕

再掲 12) キャビネット「ＬＱライフスキル教育プログラムワークショップ」開催について 幹事

11/26(土) 講座 9:00～17:00(両日) 於：川北町役場文化センター

　27(日) （石川県能美郡）

定員は30名です　申込締切11/4(金)　登録料(一般)12,000円

再掲 13) 富山県薬物乱用防止指導員協議会総会・指導員大会開催について 幹事

11/30(水) 総会 13:30～14:30 於：サンシップとやま

大会 15:00～17:00

出席予定者： L尾島　L作村

14) 第２回改革委員会　開催について 幹事

12/7(水) 委員会 13:30～ 於：富山第一ホテル2Ｆ

出席要請者： Ｌ藤井　Ｌ林巌　Ｌ林一　Ｌ大川内　Ｌ藤田淳　Ｌ尾山　Ｌ稲垣　Ｌ兒玉

Ｌ今村　Ｌ西野　Ｌ魚谷　Ｌ泉　Ｌ尾島　Ｌ永井　Ｌ石割　Ｌ鋪田　Ｌ岡田

15) 第２回管理委員会開催について 幹事

12/2(金) 委員会 12:00～13:00 於：富山第一ホテル3Ｆ

出席予定者： Ｌ藤井　Ｌ林(一)　Ｌ尾島 〔Ｌ小山前管理委員長〕　*ご昼食を準備しております

16) 第２回1Ｒ合同地区ガバナー諮問委員会開催について 幹事

12/10(土) 受付 13:00～13:30 於：富山第一ホテル3Ｆ

全体会議 13:30～13:50

分科会 14:00～15:35 登録締切：11/21(月)

全体会議 15:45～16:30

登録料： ２，０００円（全額ｸﾗﾌﾞ負担）

参加要請者： Ｌ藤井会長　Ｌ尾島幹事　Ｌ若井ＧＭＴ委員長　Ｌ堀井ＧＬＴ委員長　Ｌ西野ＦＷＴ委員長

Ｌ浅井ＰＲ委員長　Ｌ岡田環境保全委員長　Ｌ田上ＬＱ青少年副委員長　Ｌ大久保ＹＣＥ委員長

再掲 17) 今年度クリスマス家族例会（№1154例会）について 幹事

12/15(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 18:00～20:40

　登録料　　ライオン(全員登録) １２，０００円

ライオンレディ 　７，０００円

家族(大人･レオOB) 　７，０００円

家族(中学･高校生) 　３，５００円

12,000円（ｸﾗﾌﾞ負担6,000円／個人負担6,000円）

12,000円（ｸﾗﾌﾞ負担6,000円／個人負担6,000円）



家族(小学生以下) 　２，０００円

18) その他 退会の報告について 幹事

委員長報告・・出席委員会

19) 幹事

１２/1(木) 理事会 11:20～12:00 於:富山第一ホテル

例　会 12:15～13:30

※　メイン事業及びボッチャ教室の写真報告を行います。

◇◇　メンバースピーチ　◇◇ 委員長

　Ｌ北野　雅人　　演題『　金融機関に勤めて　』

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

◇　例会終了後、13:40より　２階橘の間にてクリスマス委員会を開催いたします。

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

【 国 際 会 長 モ ッ ト ー 】

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

次回例会№１１５３例会について

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！！

【 334 複 合 地 区 ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 １００周年にウィ・サーブ、つなげよう未来へ

【 334-D 地 区 ｽ ﾛ ｰ ｶ ﾞ ﾝ 】 ひろげよう　つなげよう　奉仕の心

【 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


