    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第14 0 2 回

Z C 訪問・新会員入会・ライオン誌例会報告

2016年8月18日㈭12：15

334 複合地区

岐阜グランドホテル

L.川出正男

岐阜南ライオンズクラブ会長方針

スローガン

「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

会長あいさつ

〜次の百年への橋渡し〜

会

長

L. 藤井利也

「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
会員福委員長 Ｌ. 安江靖和

ゲスト・新会員の入場

会 長 Ｌ. 藤井利也

開会ゴング
国旗及びライオン旗に礼
国歌斉唱並びにライオンズヒムの歌斉唱

幹 事 Ｌ. 豊田英司

ゲスト及びビジターの紹介

ႨɉǶǟɬȤ॒ȢȱɀɈᇉޏɁȳ!!ᄵࡹڷɄᇉޏ

ライオンズクラブ国際協会 334-B 地区
第 1R 第 3Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ. 小川 晃（岐阜伊奈波 LC）
第 1R 第 3Z ゾーン・チェアパーソン・アシストＬ. 神山敏光（岐阜伊奈波 LC）
会長あいさつ

会 長 Ｌ. 藤井利也

ZC ごあいさつ

Z C Ｌ. 小川 晃

新会員入会式

幹 事 Ｌ. 豊田英司

新入会員歓迎の挨拶
新入会員紹介

ɅȱɘȱɡȠă

ZC ごあいさつ

第 1R 第 3Z ゾーン・チェアパーソン Ｌ. 小川 晃

Ｌ. 藤井利也

山崎久喜様 伴幸洋様 可児晃様 松岡洋良様

新会員宣誓

各スポンサー

伴 幸洋様

国際会長より証明書及びラペルピンの贈呈

Z C Ｌ. 小川 晃

地区ガバナーより礼状及び記念品の贈呈 Z C Ｌ. 小川 晃
委員の委嘱

会 長 Ｌ. 藤井利也

新会員あいさつ

Ｌ. 山崎久喜

乾 杯

前会長 Ｌ. 中村明常
食 事 懇 談

卓 和

ຕɬɜȹɦȹʇˁʮɁȜɤ഼Ɉ 9 ʇˁʮɈႨɂɄɤᄆ

「みなさんライオン誌を読みましょう」
会則委員長Ｌ. 川田基弘

ＴＴ登場
委員会報告

T.T Ｌ. 吉村輝昭
各委員会

幹事報告

幹 事 Ｌ. 豊田英司

会計報告

会 計 Ｌ. 小見山与志夫

出席報告

出席委員

次回例会のご案内 ９月７日［ガバナー公式訪問例会］岐阜グランドホテル
また会う日まで
閉会ゴング
ゲストの退場

ࡎˁɼʂˋʒʇˁʮɉȭɈ൦ 4[ ɁɈᇘષ!!๙

会 長 Ｌ. 藤井利也
会員副委員長 Ｌ. 安江靖和

࿈ɂɄɥʇˁʮɁȜɤɘȳă
M ༜ܑێშᅈমᄎɂࢼɅၐɘɦɘȹǎ༃ষɅɉ
M ༜ܑୁɬණࣾʄʨʢĜɅɂ!
ဿȤႇȱȞ૪࠰ɬȤݿȮȱɈෂ
഼ʇˁʮɒɈসૄຩࠐଟȞȹȱɘȳ
ʄʨʢĜࡊႨၫయɅ 6 ɈȭɂȦȜȬɣɦɀȤɘȳ
ϱྼᅟɂȯɦ!!ࡈɊɦ!!ߖȱȩ!!ઞݡɁȧɥၢ
ϲಆவ༃ɅჩɈಜȯɂპɬ
ϳණۊɅڈȯɦɀȭȷɈۙޏഝࣅ
ϴဿȢɣɦɥȭɂɉဿȢɀəɢȠಱȳɥࡈɍɬȜȲɩȤȠ
ϵʇˁʮɅȜȽȹᄆ࿈
!ڬ௫!!ࡊႨၫయɁȳăষ৩ɅᆵɬਗɩȵɀȧȹȞɂ
ૃȞɘȳ
Ȯࢾᆵ!!ࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă

新会 員 入 会 式
会長歓迎の挨拶

会長 L. 藤井利也

āɢȠȭȷࡎˁɼʂˋʒʇˁʮɒĊ
ස࠰ɂߖȱȩݿȮȱĂჂ܊ȩߤᄠȱɀɜɣȢɥૢɬ
ࡄȞɘȳă
新会員紹介
山崎久喜様
āଌɄටɁȳࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳ
L. 藤田宜良
伴 幸洋様
āȤɜȱɧȞටɁȳࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳ
L. 岡部泰雄
可児 晃様
āɈɈȽȹටɁȳࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳ
L. 日比辰一
松岡洋良様
ႨఱȥɣˁɼʂˋʒɺʇʞɻʫʞɻĜɅઞݡȱ
ȹȞɂࡏޏႊȱɀȧȹටɁȳࡱȱȩȤࡄȞȱ
ɘȳ
L. 寺嶋佳男

新会員挨拶
L. 山崎久喜
Ⴈɉᇘષɂ๙ຕɈࡎˁɼʂˋʒʇˁʮɅޏ
ȯȵɀȞȹȺȞɀȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳă
!
!ࡹᆅఱ௶ज़ȥȯȴ!!ਫ਼௫ɬऽȞ!!ষ༮ɬಜɅɺʇ
ʞɻʫʞɻĜɅઞݡȱɀઞɤɘȳ

乾

杯

前会長

L. 中村明常

卓和

会則委員長

Ｌ. 川田基弘

T.T 登場

T.T

Ｌ. 榎本直司

āడਠʡʥĜʏʿˋɈၡਠɬȞȹȱɘȳă
šǨǟਡ੫ࢾޏǏǏǐ−Ǟණࣾ൦ǍǮ൦ǏǶʖĜˋ
āʙɺʩĜʕˋāM/ ழರā২āāāāǍǌ-ǌǌǌܟ
šʌ˃ʭင!!ޏ9 ॢᇉޏɅɀᄭȞȹȱɘȱȹă
āāāāāāāāM/ ᄘঈ২૫āāāāāǏ-ǌǌǌܟ
šˁɼʂˋʒʹˋʨĜ 4 შࢼɅ௭ޏɈშଲɅɄɤ
ā9 ॢ 8 Ʌჟૢ!!ৡᇉɈɠȥȹޏɬෂರɁᆡ
āȱɀᅰɘȱȹ!!ܗę౼మȳɥૢɬޣᅕɅসၡਠȞ
Ｌ山田国際会長退任スピーチより アメリカでライオンズ
の乾杯というとお酒は出ないで、水の入ったコップで Not
above you not beneath you but with you という発声
で乾杯をするのです 私はこの言葉に感銘を受けました not
above you あなたの上ではなく not beneath you あな
たの下でもなく but with you しかし あなたと共に 上
ではなく下でもなくいつも一緒に奉仕を これが メルビン
ジョーンズの誕生した国での乾杯の儀式で いつも宴会の初
めに声高らかに唱和されます日本にも同じような言い回しが
ありますね 天は人の上に人を造らず 福沢諭吉の名言です
世界中どこでも真の心は一緒です
国際協会創設 100 周年記念祭をライオンズの神髄である奉
仕によって祝おうと 4 つの奉仕分野で各クラブが事業を行っ
ています 環境 ライオンズは町内 道路 公園 河川 緑地
水辺などの美化に取り組み皆が安心して使えるようにしてい
ます 青少年 ライオンズは時には個人指導員 時には教師
時にはメンター 時にはコーチとなって 算数の宿題から 人
生の悩み サッカー大会まで
あらゆる場面で若者を支えています 飢餓 ライオンズは
独自に または他の機関との協力を通じて 食料問題に取り
組んでいます 視力 予防可能な失明と闘い目の不自由な
人たちが必要とするサービスを提供するため ライオンズは
さまざまなレベルで努力しています
2016 年ライオンズ人道主義大賞は国際 NGO 国境なき医師
団が受賞し福岡国際大会の最終日 6 月 28 日の第三回総会で
授賞式が行われた
1969 年 7 月 2 日から 5 日には アジアで初めてとなる第
52 回国際大会が東京でされている 海外から約一万五千人
日本国内からは約二万人の会員と家族が登録 東京都千代田
区の日本武道館で開かれた第一回総会 開会式には昭和天皇
皇后両陛下が臨席された 天皇陛下は この大会が ライオ
ンズの崇高な理想の下によくその成果を収め 会員相互の友
情と信愛がますます深まると共に 相協力して世界の平和と
人類の幸福に貢献することを希望してやみません とお言
葉を述べられた

āȹȱɘȳă
āāāāāM/ ဏഺāM/ ౝટణౣāM/ ࢀྰā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāǏ-ǌǌǌܟ
šȭɈ!๙ຕȜɥࡎˁɼʂˋʒʇˁʮɅޏ
āɬ෴ȧɘȱɀȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳă2 ɜ
āഁȩʇˁʮɅɄȲɛɥɢȠȦɭɊɤɘȳă
āāāāāM/ ટࡈāM/ āড়ᅖ
āāāāāM/ ݢā২ M/ ݊ᅖᆯāǍǎ-ǌǌǌܟ
šޏȤɛɁɂȠȮȰȞɘȳăᆯȞᄯɅĂᆯȞස࠰
āɅɄɤɘȱɡȠăȷȱɀණۊɈڻɅࡂෟȽɀȞȧ
āɘȱɡȠă
āāāāāM/ ݊ငൗᅂāM/ ૧ݠට
āāāāāM/ ێāM/ ນࡱᆯāǍ3-ǌǌǌܟ
šႨ 5 შɈఛۙޏɅޏȱɀȞȹȺȧɘȱȹă
āʑʵˋʍĜɈޣȯɭႨຎɅȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳ
āᄆ࿈ɘɁȜɂ 27 შɁȳࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳăā
āāāāāāāāāāāM/ ນۈᆀᄓāǎǌ-ǌǌǌܟ

委員会報告
四献委員会

委員長Ｌ.土本俊行

9 ॢ 32 āᅓ!!ʶĜʍ 32 ɅɀॷॠߤȦȜɤ
ɘȳă
!ޣȯɭɈઞݡɬȤȻȱɀȞɘȳ
計画委員会

委員長Ｌ.川出正男

: ॢ 31 !!!ݮᅓ!!!ʙʻĜʗĜʢɼʠ 69 ୈ༃ࡥ
༄ᇉޏȦȜɤɘȳăज़ɈȤ၄ૢɬȤࡄȞȱɘȳă

幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā9 ॢ :  22ć11ā൦ 4Ǯ൦ 4ǶʄʨʢĜૺၸ
āᄎȦહીʋˋʭʁĜʠʳʞ˃ɅɀɩɦĂ൦ǎ
āဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁȦȞȹȱɘȱȹă
3/ā9 ॢ :  27ć11ā൦ 4Ǯ൦ 2ǶʄʨʢĜૺၸ
āᄎȦહીʳʞ˃ɅɀɩɦĂ൦ǎဋණࣾʄʨ
āʢĜ M/ ༜ܑୁȦȞȹȱɘȱȹă
4/ā9 ॢ 28  22ć11āɼˋʭʁʹĜʏʿˋʷĜʞɻ
āˋʈȦȥɩɣɞɅɀɩɦĂટࡈᅕāড়ᅖ
āᅕāݢ২ᅕā݊ᅖᆯᅕāޏෳ M/ ນۈᆀᄓā
ā഼ 23 შȦಌȞȹȱɘȱȹă
5/āૢࡠݤოࣟဲࣟɈȮڨ໘ā9 ॢ 22 Īī〜
ā9 ॢ 27 ĪݮīʅʻʫʥʛʠĆʖĜˋĆʇˁʮ
āૢოࣟă

理事会・委員会記録
2/ā9 ॢ 8 !9ć11ā൦ 4 ޑᆅૢޏʈˁˋʡʳʞ˃
3/ā9 ॢ 8 !:ć61āʌ˃ʭငᇉޏ
āāāāāāāāāāࡎਡ੫ʃˋʠ˂Ĝࣼߖငā
4/ā9 ॢ 9  21ć41āఱငᄜۙޏāāૢოࣟ
5/ā9 ॢ 28  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
6/ā9 ॢ 29 !22ć41ā൦ 5 ޑᆅૢޏ
āāāāāāāāāāāāāāāāʈˁˋʡʳʞ˃

委員会・その他のお知らせ
2/ā9 ॢ 2:  22ć41ā൦ 5Ǯ൦ 2ǶʄʨʢĜૺၸ
āᄎā௫ᄘʭ˄ʛʇʑʳʞ˃
āāāāāāāā
Ī൦ǎဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁī
3/ā9 ॢ 28  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩ
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
4/ā9 ॢ 33 Ć34 !24ć41 〜 26ć41āૢოࣟۜܛ
āஈྩāāāāāāāāāāāāāāāāāāૢოࣟ!
5/ā9 ॢ 35  26ć11āMDJG ᆅૢෳૺၸᄎĆʓʷʢĜ
āʶ˂ʂʛʠʳʞ˃ā
āāāāāāāāā
Ī൦ǎဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁī
6/ā9 ॢ 36  24ć41ā൦ 3Ǯ൦ 3ǶʄʨʢĜૺၸ
āᄎāழߺ PHN ʙɿ˂Ĝʇ˂Ĝʇʃˋʠ˂Ĝʇˁʮ
āāāāāāāāā
Ī൦ǎဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁī
7/ā: ॢ 3  23ć26ā൦ 3Ǯ൦ 4ǶʄʨʢĜૺၸᄎ
āāāāāāāāāāāāɂȠȱɭߔɍɈࢎʀĜ˃ā
āāāāāāāāā
Ī൦ǎဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁī
8/āࡎી໘ : ˁɼʂˋʒʇˁʮపʌ˃ʭޏɈȮ
āڨ໘
ā: ॢ 41 Īࣸī9 ૪ 11 ယāʑʗĜʠāࡎʃˋʜ
ā˂Ĝࣼߖငā
āઞݡఱۙāᄝ 211 შĪ߂ʇˁʮ 23 შڬ௫īഽȩɈ
āȮઞݡɬȤࡄȞȞȹȱɘȳă
9/ā൦ 66 ޑāຄᅖĆຄɺʐɺʭʁĜˁʸɈȮڨ໘
ā22 ॢ 21 〜 22 ॢ 24 āৱɁާȯɦɘȳă
āૢოࣟɅ 9033 ɘɁɅȤడਮəɬȤࡄȞȞȹȱɘȳă
:/āණࣾᄞဘᅸᅙ႕ો࣋ۋฤਆુᅤਆɈȮڨ໘
ā3127 ༃ 21 ॢ 5  ) * ݮā!24ć11 〜 28ć11!ࡎ
āॻෂ༏ਗෝକāā
āૢოࣟɅ 9033 ɘɁɅȤడਮəɬȤࡄȞȞȹȱɘȳă

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāǍǐǎ-Ǒǌǌܟ

出席報告

Ｌ. 大島恵子

౷ۙޏāǓǒშāāāāಌāǒǕშ
ಌᆎāǕǌœāāāޑɈၒ౷āǒǌœ
【献血協力者】ᇅोǕǒ-ǓǏǎშĪǓॢჂī
【ライオンズレート】ǔॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł2ǌǑܟ

āāāāāāāāāāāāā૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǕॢǓĪᄄīā23 ૪ 26 ယġāʄʨʢĜૺၸᄎᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

