
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

【指名会】 次期役員候補者（案）発表・・・指名委員長　Ｌ小山　　登

誕　生　祝･･　 Ｌ尾島 Ｌ北川 Ｌ藤田(淳) Ｌ兒玉

Ｌ鋪田

結婚記念祝･･ Ｌ浅井 Ｌ矢郷 Ｌ岡崎 Ｌ田上

Ｌ新村 Ｌ尾島 Ｌ稲垣

◇◇　　会食　　◇◇

《連絡協議事項》

1) 富山県立富山視覚総合支援学校教育振興会役員会の報告 L林(一)

2/17(金) 13:30～14:30 於:富山県立富山視覚総合支援学校

参加者： Ｌ林（一）

2) 第３回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議の報告 幹事

2/18(土) 会議 11:00～15:50 於：高岡商工会議所

出席予定者： Ｌ田中(前地区ガバナー)　Ｌ鋪田(2ＺＣ)

３) ＦＷＴ委員会セミナーの報告 Ｌ西野

2/25(土) セミナー 16:00～17:20　 於:ボルファートとやま

　講師　舟木内科クリニック　舟木　淳院長

　演題　「胃内視鏡検査と大腸内視鏡検査」

参加者： L藤井　L小山　L林(一)　L林(巖)　L和泉　L谷川　L稲垣　L泉　L今村

L宮本　L西野　L岡田　L尾島　L大浦　L杉村　L田村　L北野　LL藤井

L豊岡(2Z副ZC)　L門前(地区FWT)　L見津(地区PR)　西LC1名　大山LC2名

一般女性15名

4) 献血運動の報告    ＊全員参加アクティビティ 幹事

2/26(日) アクティビティ 10:00～16:30 於:ファボーレ

参加者： Ｌ小山　Ｌ林(一)　Ｌ永井　Ｌ藤田(淳)　Ｌ和泉　Ｌ鋪田　Ｌ若井

Ｌ谷川　Ｌ稲垣　Ｌ作村　Ｌ浅井　Ｌ魚谷　Ｌ泉　Ｌ尾島　Ｌ田村

Ｌ今村　Ｌ宮本　Ｌ西野　Ｌ岡田　LL鋪田 受付75名/400ML：69名

再掲 5) 第３回１Ｒ合同地区ガバナー諮問委員会について 幹事

3/4(土) 受付 13:00～13:30 於:富山第一ホテル

全体会議 13:30～14:00

分科会 14:20～15:30

全体会議 15:40～16:45

登録料： 2,000円（全額ｸﾗﾌﾞ負担）

参加予定：

6) 第３回2Ｚ会長・幹事会開催について 幹事

3/7(火) 会議 18:00～ 於：五万石

懇親会 19:00～ 登録料12,000円(半額ｸﾗﾌﾞ負担)

出席予定者： Ｌ藤井　Ｌ尾島　Ｌ鋪田(2ＺＣ)

富山神通ライオンズクラブ№１１５９例会【指名会】
２０１７．３．２（木）　於：富山第一ホテル

Ｌ藤井 Ｌ尾島 Ｌ若井 Ｌ堀井 Ｌ浅井 Ｌ尾山 Ｌ作村 Ｌ岡田　Ｌ兒玉　Ｌ大久保　Ｌ西野〔Ｌ田中前ガバナーＬ鋪田2ＺＣ〕



再掲 7) 富山視覚総合支援学校第８５回卒業証書授与式について 幹事

3/10(金) 授与式 10:00～ 於：視覚総合支援学校体育館

出席予定者 L林（一） (9：40まで受け付け)

8) 公財アイバンク理事会開催について 幹事

3/16(木) 会議 17:00～18:00 於：富山県民会館

出席予定者： Ｌ鋪田（アイバンク理事）

再掲 9) 公財アイバンクサポーター講習会開催について 幹事

3/17(金) 講習会 14:00～16:00 於：富山第一ホテル

出席予定者： Ｌ鋪田（アイバンク理事） 登録料1,000円(クラブ負担)

10) アイバンク西田輝夫先生を囲んでの懇親会開催について 幹事

3/17(金) 懇親会 16:20～ 於：富山第一ホテル

出席予定者： Ｌ鋪田（アイバンク理事）

11) キャビネット中堅会員セミナー開催について 幹事

3/17(金) セミナー 13:00～16:00 於：アオッサ8F県民ホール

出席要請者： L永井(第二副会長)　Ｌ稲垣(副幹事)　　登録料3,000円(クラブ負担）

12) 佐藤義雄国際理事候補者激励の会について 幹事

3/17(金) 激励会 14:00～ 於：ホテルメトロポリタン長野

出席予定者： Ｌ田中(前地区ガバナー)

13) 公財アイバンク評議員会開催について 幹事

3/23(木) 会議 17:00～18:00 於：富山県民会館

出席要請者： Ｌ谷川(評議員)

14) 新入会員5年未満セミナー開催について 幹事

3/24(金) セミナー 17:00～18:00 於：ボルファートとやま

懇親会 18:10～20:00 登録料6,000円

参加要請者： 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宮本

L若井　L笊畑　L宮崎　L濱西　L吉野　L魚谷　Ｌ田中　Ｌ鋪田　L谷川　

L大川内　L石割　L堀井　L西野　L尾山　L坂井　L浅井　L谷　L松本

L濱田　L岡田　L田村　L大久保　L作村　L荒瀧　L森　L今村　L兒玉　

Ｌ岡崎　Ｌ村下　Ｌ藤田(裕)　Ｌ北野　Ｌ新村

再掲 15) 米子中央ライオンズクラブ訪問について 幹事

４/17(月)～４/19(水) 於：米子市

訪問予定者：L藤井　L林(一)　L堀井　L大久保　L尾島　L稲垣　L宮本　L西野

※4/18(火）に米子中央ＬＣ例会へ出席します。

16) 第63回地区年次大会記念ﾁｬﾘﾃｨゴルフコンペについて

4/21(金) 8:00スタート

懇親会 16:00～

登録料：

*ﾌﾟﾚｰ費､個人的費用は各自負担  ゴルフ部会員は部会より補助2,000円

定員： 200名 登録締切：3/15(水)

再掲 17) 第100回ライオンズクラブ国際大会（イリノイ州シカゴ）開催について 幹事

2017年6/30(金)～7/4(火)

登録料： 2017年1/14～3/31　180＄

それ以降・現地登録　200＄　　　登録料はクラブ負担

登録者：L田中〔前地区ガバナー〕Ｌ鋪田(2ＺＣ)

1０，０００円（全額個人負担）

於:芦原ゴルフクラブ　海ｺｰｽ　

於:芦原ゴルフクラブ　2F



18) 4/6(木)№1161例会【花見例会】について 幹事

登録料10,000円　食費補助2,000円 於：富山第一ホテル

19) その他 委員長報告・・出席委員会 委員長

20) 幹事

3/16(木) 理事会 11:20～12:00 於:富山第一ホテル

例　会 12:15～13:30

◇ゲストスピーチの予定です。フードバンクとやま　代表　川口　明美様

◆◆　ゲストスピーチ　◆◆

　財務省北陸財務局　富山財務事務所長　　　　坪田　利幸　　様

　『　最近の経済情勢について　』

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

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

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

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

【 国 際 会 長 モ ッ ト ー 】

次回例会№1,160例会〔次期役員選挙会〕について


