    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1401 回
2016年８月7日㈭ 7：15

334 複合地区

早 朝 清 掃 例会報告
岐阜グランドホテル

スローガン

L.金田

政幸

岐阜南ライオンズクラブ会長方針

「100 周年のウィ・サーブ
つなげよう未来へ」
334-B 地区

司会

明るく、楽しく、元気よく

スローガン

長良川河川清掃

〜次の百年への橋渡し〜

「新時代のライオニズムを知り、未来を語ろう」

例会プログラム
例会前

福祉・環境委員会アクティビティー
「長良川河川清掃」

開会ゴング

会

長

Ｌ. 藤井利也

国旗およびライオンズ旗に礼
国歌斉唱並びにライオンズクラブの歌斉唱
会長あいさつ

会

長

Ｌ. 藤井利也

会長提案の審議

会

長

Ｌ. 藤井利也

会長あいさつ
８月度慶祝行事

幹

事

会

長

L. 藤井利也

Ｌ. 豊田英司

誕生日祝
１日 L 高橋 弥喜

７日 L 松波 英寿

８日 L 後藤 暢之

１４日 L 長屋 宜明 １５日 L 池田 昌二 １８日 L 毛利 竜也
２０日 L 佐溝 信夫 ２２日 L 古田さよ子

ＴＴ登場

T.T

委員会報告

Ｌ. 吉村輝昭
各委員会

幹事報告

幹

会計報告

会計

事

Ｌ. 豊田英司

Ｌ. 小見山与志夫

ഁ౸ĂȮंᇯᅕɁȱȹă
ᇉ༃ɞȽɀȞɥ௲ஒɉĂɕɂɭɃʌʷȦᅶȻɀɄ

出席報告
次回例会のご案内

出席委員
計画委員長

Ｌ. 金田政幸

ȩĂȹɘɅɉۅȠ௲ஒɁɞȽɀəɥɈɜĂᆯȞȥ
ɄɂૃȽɀȤɤɘȳă
ഁȥȽȹɈɁĂഁɛɅډɬɩɤȹȞɂૃȞ
ɘȳă

また会う日まで
閉会ゴング

会

長

Ｌ. 藤井利也

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

āႨɉడਠʡʥĜʏʿˋɈəɂȯȵɀ෴ȧɘȳă
šʂ˂ˋʬʛʇȦɘɤɘȱȹăଲۜಪޏଜɈ୨ັ
ā59 ʅ˅ࢡடાೊࣷນྰڃȯɭȦĂޏ൦Ǎਖ
āɈາʹʘ˃ɬ߉ຶȱɘȱȹăষޏܧɈʹˋʨĜɂ
āȱɀఖɄȞɁܾܧȱɘȱȹăႨຎɉĂࣸȦᅧȱȥȽ
āȹɈɁȳȦĂޏ൦Ǎਖʹʘ˃ȤɛɁɂȠă
āāāāāāāāM/ ܳນுਞāāāāā6-ǌǌǌܟ
šఛ༃ഁęĂ5 შɈఛۙޏȞȹȺȧĂȜɤ
āȦɂȠȮȰȞɘȳăȯɣɄɥȮގɬɢɧȱȩȤ
āࡄȞȱɘȳăāM/ ಫܑފ૭āāāāā6-ǌǌǌܟ
šಪĂᄢʉ౧ʮ˃Ĝʑཡ༸ 61 ୈ༃ɬࡥ༄ȱɀྰ
āರ९ێȯɭɅĂᄢʉ౧Ɂᄢʉ౧ʮ˃ĜʑɬݬȽɀ
āȞȹȺȩȭɂȦɁȧɘȱȹă౬ɈીმɈࡃɬ
āॽɥȭɂȦᅰȹȭɂɅʡʥĜʏʿˋȯȵɀȞȹ
āȺȧɘȳă
āāāāāāāāM/ ࢀഺࡩூāāāāāǏ-ǌǌǌܟ

委員会報告
財務大会委員会

委員長Ｌ.呉岡

勉

ੰოޏۙڳɢɤȮڨ໘డȱ௫Ȭɘȳăຄᅖຄɺʐ
ɺʳĜˁʸɈȮڨ໘ɬȱɘȱȹă༃ɉĂৱɁ
ɩɦɘȳăาɉĂ22 ğ 21Īᄄīȥɣ 22 ğ 24Īī
ɅɄȽɀȤɤɘȳăȮࡏႊɈၫɉĂ9 ğ 33 ɘɁɅ
ૢოࣟɒȮᇦᅵȩȺȯȞăȮઞݡĂȤȻȱɀȤɤ
ɘȳă
青少年委員会

委員長Ｌ.榎本直司

2105Īݮīࡎॻෂ༏ਗෝକɅȤȞɀĂQN2 ૪
ȥɣ 5 ૪ɘɁႴ༃ৡᇉɈĂᄞဘɈਆޏȦȜɤɘȳă
౩ྥĂޣȯɘɏɥȽɀઞݡȯɦɘȳɢȠĂɢɧȱȩ
ȤࡄȞȱɘȳă
ゴルフ部会

幹事Ｌ.榎本直司

ʌ˃ʭငɢɤȤࡄȞȦȜɤɘȳă: ğ 41Īࣸīી
໘Ǖʇˁʮపʌ˃ʭޏȦȜɤɘȳă211 ఱɬᄆ
࿈ɂȯɦɀȤɤĂ༃ɉࡎ௱ M ʇˁʮᅕȦĂʳʑ
ʠɬოɛɣɦɥɈɁȳȦࡎ M ɅɉĂฝ 26 ఱ
ɢɧȱȩȤࡄȞȱɘȳɂȞȠʂʭɹĜȦᅰɘȱȹă
ޣᅕɈᆵɬȤତɤȱɄȫɦɊൿᅰɘȵɭɈɁĂ
ݝലȮࢾᆵɢɧȱȩȤࡄȞȱɘȳ
福祉・環境委員会

委員Ｌ.菊池利也

ႨɉĂഁɢɤ౸ߤɅȮࢾᆵȞȹȺȧɘȱȹ
ȭɂĂಁɅࠐଟడȱ௫ȬɘȳăȜɤȦɂȠȮȰȞɘ
ȱȹă

幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā8 ॢ 37  22ć41āఱငᄜۙޏȦ˃Ćʏʦˇ
āȥɩɁɅɀɩɦĂఱငޏෳ MM ນۈᄻྰાā
ā഼ 7 შȦಌȞȹȱɘȱȹă
3/ā8 ॢ 37  23ć11āʯ˄ʑʶˋඨޏȦࡎʈ
āˁˋʡʳʞ˃ɅɀɩɦĂQS ۙڳෳ M ੂ৲ఒ
āȦಌȞȹȱɘȱȹă
4/ā8 ॢ 37  24ć41āࡎી໘ : ˁɼʂˋʒʇˁ
āʮపʌ˃ʭޏஈྩࡼޏȦࡎʈˁˋʡʳʞ˃
āɅɀɩɦĂʌ˃ʭငࠎૢǨܝႨશȦಌȞȹ
āȱɘȱȹă
5/ā8 ॢ 39  22ć11āɌȺʳʞ˃ʯˁʎĪટીī
āɅɀშᅈমᄎࡼޏɅშᅈমᄎǨ༜ܑێĂǢǳǰ
āޏۙڳɅ૫ęࡖޏोᅅฤଞǨܳນுਞȦಌඳȱ
āɘȱȹă
6/ā8 ॢ 39  24ć11ā൦ 2 ޑʅʻʫʥʛʠࡼޏȦĂ
āɌȺʳʞ˃ʯˁʎĪટીīɅɀާȯɦĂშᅈ
āমᄎāǨ༜ܑێĂ૫ęࡖޏोᅅฤଞǨܳນுਞ
āȦಌඳȱɘȱȹă
7/ā8 ॢ 3:  28ć11ā൦Ǎࡎޑી໘Ǖˁɼʂˋ
āʒʇˁʮޏෳ¦ࠎૢޏȦࡎʈˁˋʡʳʞ˃Ʌɀ
āɩɦĂޏෳǨນۈᆀᄓĂࠎૢǨၹܑશĂૢო
āࣟကۈɀɥəȦಌȞȹȱɘȱȹă
8/ā9 ॢ 2 ā25ć11ā൦ 4[āʄʨʢĜૺၸᄎ
āਗວᇉޏஈྩࡼޏȦࡎʈˁˋʡʳʞ˃Ʌɀɩ
āɦĂࠎૢǨၹܑશĂोۙڳކෳǨರ౷ටȦ
āಌȞȹȱɘȱȹă
9/ā9 ॢ 4 ā2:ć11āʇˁʮইޏෳޏȦĶȥɩɣ
āɞķɅɀɩɦĂইޏෳĆ࠲बᄜۙ 31 შȦಌ
āȞȹȱɘȱȹă

理事会・委員会記録
2/!9 ॢ 6  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāʇˁʮ
āૢოࣟā

委員会・その他のお知らせ
2/!9 ॢ 8 !9ć11ā൦ 4 ޑᆅૢޏāʈˁˋʡʳʞ˃
3/!9 ॢ 8 !:ć61āʌ˃ʭငᇉޏāāࡎਡ੫ʃˋʠ
ā˂Ĝࣼߖငā
4/!9 ॢ 9  21ć41āఱငᄜۙޏāāૢოࣟ
5/!9 ॢ :  27ć11ā൦ 4Ǯ൦ 2ǶʄʨʢĜૺၸᄎā
āહીʳʞ˃Ī൦ǎဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁī
6/!9 ॢ 28  22ć11āɼˋʭʁʹĜʏʿˋʷĜʞɻˋ
āʈāāȥɩɣɞ
7/!9 ॢ 28  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāāʇˁʮ
āૢოࣟ
8/!ૢࡠݤოࣟဲࣟɈȮڨ໘ā
ʅʻʫʥʛʠૢოࣟā9ॢ22
Īī
Īݮī
〜ā9ॢ27
ࣱᇦᅵಪāāʅʻʫʥʛʠࠎૢāāိāࡹāā
़ሇā1:1.8146.29::
[D ૢოࣟࣟā9 ॢ 22 Īī〜ā9 ॢ 27 Īݮī
ࣱᇦᅵಪāāǶǟāāāழರāā২āā़ሇā
1:1.9844.7574
Ƕǟǝāāతટāāā़ሇā1:1.4363.:2:2
ʇˁʮૢოࣟā9 ॢ 22 Īī〜ā9 ॢ 27 Īݮī
ࣱᇦᅵಪāāāࠎૢāāၹāܑશāā़ሇā
1:1.4:66.2128
9/!
ࡎી໘Ǖˁɼʂˋʒʇˁʮపʌ˃ʭޏ
ɈȮڨ໘
: ॢ 41 Īࣸī9 ૪ 11 ယāʑʗĜʠāࡎʃˋʜ˂Ĝ
ࣼߖငā
ઞݡఱۙāᄝ 211 შĪ߂ʇˁʮ 23 შڬ௫īૢოࣟɅ
9028 ɘɁɅȤడਮəɬȤࡄȞȞȹȱɘȳă
:/!
൦ǑǑޑāຄᅖĆຄɺʐɺʭʁĜˁʸɈȮ
ڨ໘
22 ॢ 21 〜 22 ॢ 24 āৱɁާȯɦɘȳăૢ
ოࣟɅ 9033 ɘɁɅȤడਮəɬȤࡄȞȞȹȱɘȳă
21/!
ණࣾᄞဘᅸᅙ႕ો࣋ۋฤਆુᅤਆɈȮ
ڨ໘ā
3127 ༃ 21 ॢ 5  ) * ݮā!ࡎॻෂ༏ਗෝକā24ć
11 〜 28ć11āିਆడਮஙĆʃˁĜࡃଖణ!2 Ⴓ
ૢოࣟɅ 9033 ɘɁɅȤడਮəɬȤࡄȞȞȹȱɘȳă
ĺॷॠࢾᆵଞĻ
!ᇅोā:7-843 შā
Ī8 ॢჂī
ĺˁɼʂ
ˋʒ˄ĜʠĻ
ā9 ॢĆĆǍǱǯʡ˃Łā216!!ܟ

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāāǓǐ-Ǒǌǌܟ

出席報告

Ｌ. 金武正幸

౷ۙޏāǓǒშāāāāಌāǒǍშ
ಌᆎāǔǌœāāāޑɈၒ౷āǓǑœ
【献血協力者】ᇅोǕǒ-ǓǏǎშĪǓॢჂī
【ライオンズレート】ǔॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł2ǌǑܟ

āāāāāāāāāāā૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǔॢ 29 Īᄄī
ā23 ૪ 26 ယġā[ĆD ၸᄎᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

