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四献委員会・活躍例会報告

2016年10月20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
会員副委員長 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

林 勝知様

āႴॢ൦જᅓĂʶĜʍǎǍɅȤȞɀĂॷॠߤ

推進課 主事 竹生 公光様

ɬȽɀȤɤɘȳȦĂʹˋʨĜɈޣᅕɈಌᆎȦȜ

日本赤十字血液センター

所長

NPO 法人岐阜県腎臓病協議会

理事長 加藤 健児様
岐阜第一ブロック長 田中 和博様

ɘɤɢȩɄȩĂູɅఛఱۙޏɈၫęɈಌᆎȦɢɧ
ȱȩɄȞɈɁĂɁȧɥȺȫਗɬȾȫɀઞݡɈɕȠ

会長あいさつ

会 長 Ｌ. 藤井利也

あり方委員会の委嘱

会 長 Ｌ. 藤井利也

ɬɢɧȱȩȤࡄȞȱɘȳă

キャビネット役員について 第二副地区ガバナー Ｌ. 松波英寿
四献委員会事業

四献委員長 Ｌ. 土本俊行

支援金の贈呈
NPO 法人岐阜県腎臓病協議会

理事長 加藤 健児様

食 事 懇 談
四献委員会事業
講 演 日本赤十字血液センター

四献委員長 Ｌ. 土本俊行
所長

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 11 月 10 日［国際委員会活躍例会］岐阜グランドホテル
また会う日まで
ゲストの退場

長

L. 藤井利也

Ȝɤၫޏۙڳ
Ɉଲɤ೨ə໘ᅎ
ɺʇʞɻʫʞɻɈઞݡɬޣȯɭɒঘɍȥȫɥă
ఛȱȞۙޏɈၫɂಪ༮ۙޏɂɈ࣌ȱᄜɬȳɥă
ʗʮ˄ʛʠჂɬᅙȱȹાݛ
ʲĜʩĜ˄ʑɈॳບă

林 勝知様

「血液事業の取り組みについて」

ＴＴ登場

閉会ゴング

会

会 長 Ｌ. 藤井利也

ごあいさつ

演題

あり方委員会の委嘱

Īڳāۙī
āޏෳāM/ ນ!ۈᆀᄓāāࠎૢāM/ ၹ!ܑશā
āM/ ᄚᄘ!ᇳāM/ ಀ!োێāM/ ࢀഺ!ࡩூ
āM/ ࠰!āM/ ᄘഺ!ࡈા M/ ࢀ!ྰ
āM/ ࣸက!౷ড়āM/ ෳඇರ!౷āM/ ੂ৲!ఒ
āM/ ࣸఝ!९āM/ ᄚ࣌!ێāM/ ෳࡱ!ݎც
āM/!ഺ!स૭āM/ ද!ுāM/ ݊!၇
āM/ ܳນ!ுਞāM/ ڭນ!ড়āM/ ඹෂ!ދષ
āM/ ۱ࡤ!ۈᇾĪۙڳෳī
āM/ ෂ!ሆ
āM/ ༜!ܑێ
ڬ௫ɈʹˋʨĜɅɄɤɘȳă

会 長 Ｌ. 藤井利也
会員副委員長 Ｌ. 安江靖和

キャビネット役員について 第二副地区ガバナー L. 松波英寿

āఛࢤۜॅȨɈॣ
ࡎ௱ MDāM/ ᆯྷɅʅʻʫʥʛʠޏोɬȤࡄ
ȞȱɀĂȞɧɭɄၫęɈॽڷɬઞ৽Ʌȱȹय़ݪĂ
ʅʻʫʥʛʠࠎૢɅɉĂM/ ರࡊৠɢɤడȱɬି
ȫĂȤࡄȞɬȱɘȱȹă
ႨĂນޏۈෳɢɤĂᆅૢޏɅၡਠȱɀȞȹȺȧɘ
ȱȹă

Ǎǌğǎǎ)  *āǍǌğǎǏ)  *ā
ࡎॻෝɈ༔ࣞɅȤȞɀహട࿒ࢾޏɈߤȦȜ
ɤĂྣᅙɂȱɀૅࣸܧɬഡยȯȵɀ෴ȧɘȳă
OQP ၭఱࡎॻహട࿒ࢾࡼޏāᆅૢāݡນᅕɢɤ
Ⴔ༃ĂˁɼʂˋʒʇˁʮᅕɢɤȞɧɭɄૅܧɬȞ
ȹȺȧɘȱɀߤྣɂȱɀĂɩȵɀȞȹȺȞɀȤ
ɤɘȳă
ȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳă
ຟࠏଞɉĂྥ௵ɅȤࣸȦȥȥɤɘȳȦĂޣᅕɈȮ
ૅܧɈȤȥȬɅɢɤȫɣɦɀȤɤɘȳă
Ȥ၄ȱɂȱɀĂOQP ၭఱɅȱɀ࿒ൎૢࣞɂȱ
ɀĂ߂ஒɁਆޏܩɬȞɘȱɀຟࠏଞȦĂယɈ
ൌঅඨɬሇȯȵɀȞȹȺȧɘȱɀவȱɁɜĂଜޏɈ
ȤᄜɅᆏȾɢȠɅɂę౼మȱɀȤɤɘȳă

講演

日本赤十字血液センター 所長 林 勝知様

ሇɉൖɩɤɘȳȦĂəɄȯɭɉĂˁɼʂˋʒʇˁʮ
ɈʹˋʨĜɁȜɥɂȞȠૻɬ௵Ʌ༄ຢɅȞɀ౺
ߤȱɀȞȹȺȧĂႨᅰɈᄆโɬฃȳɥȭɂɅࡹڷ
ɬ૩ȽɀȞȹȺȩᅕĂȤࡄȞȞȹȱɘȳă
支援金の贈呈

会長 L. 藤井利也

ごあいさつ NPO 法人 岐阜県腎臓病協議会 理事長 加藤健児様

āܩā൨ā
ĶॠࣞૢܕɈଲɤ೨əɅȾȞɀķ
ɛɅĂˁɼʂˋʒʇˁʮɈޣᅕ
ႴॢʶĜʍǎǍɁɈॷॠߤȮࢾᆵĂȜɤȦɂȠȮ
ȰȞɘȳă
ஒෳāᆒᇘ
2:85 ༃āࡎߔലࣞ
32 ༃ެݨā31 ༃
3123 ༃āෂ༏ৎ౺࿒ۡāۡෳ
3126 ༃ā5 ॢāࡎॻಘ૦ॠܕʓˋʗ―āஒෳ
āॷॠɉĂۇᆫ࡙࠲ȥɣɈᅟಃɉĂ:9œȦ 511nm ȥ
ɣɈॠܕɁȳăڤ౯Ɉ௫ɈȹɛɁȳă
ယॷॠɉĂॠழྲྀɞॠឿɂȞȽȹູฤɈယȺȫ
ɬੜॠȱĂൌ໘ɁޑဌɅ૪࠰Ɉȥȥɥಘॠ࢝ɉɍ
ൌ໘ɅᄋȳȹɛĂൌɒɈඐɜॎȞɈȦູɁȳă
ॠܕ౿੬ɈྣᅙɂȱɀɉĂॠܕɉჟᆧɁɜɣȽɀɜĂ
ଌ੫Ʌɉယڬ௫ɉॄྣȦȥȥɤɘȳă
এ੭ɉĂᄞɬဎᅙȯɦɀȞɀɜॷॠȦɁȧɥɢȠɅ
Ʉɤɘȱȹă
ȱȥȱĂດ࿒૭ᆫɁɼˋʑ˂ˋɬᅙȯɦɀɥၫ
ɞެޠȥɣ࡚ਡȯɦȹၫɉĂȳȪɅɉॷॠɁȧɘȵ
ɭă
ɘȹĂவાᇖݛȦॷॠɅɜࣗ܆ȦɀȤɤĂ81 ɬ
ȢɥɂॷॠȦᅰɄȩɄɤĂ21 ൣ 31 ൣ 41 ൣɉĂ
21 ༃ȥɣݚॼۦȦɤɅɄȽɀȤɤɘȳă
I38 ༃ਡັॻ်ॷॠᆎɉĂࡎ 48 ڮɁ 6/1œĂ
ȵɛɀਡိࣧɈ 6/6œɘɁۜȧ௫ȬȹȞɂ৽ȢɀȤ
ɤɘȳăȮࢾᆵȤࡄȞȞȹȱɘȳă

ɘȹĂॷॠᆎɉĂႴ༃ॼۦ௫ȦɤɁĂᄆ࿈ɉ :6œ
ɂȞȠȭɂɬৎ౺ᇯລௐɢɤɩɦɀȤɤɘȳă
I38 ༃Ɉଲɤ೨əɂȱɀĂॷॠʓʷʢĜɈଌૈɂ
ȱɀழෂ౺ĂߔĂĂಮᄑߔ৫ɅȤȞɀɈ
ਆɈଌૈɅɢɤĂ௶ၡɬอࢷȱɀޣᅕɅॷॠɒ
Ɉ࣓Ⴭɬ૩ȽɀɜɣȠă
ɘȹĂȫɭȫȾȻɝɭɂʷʢʺɈކĂGN ࡎɂ
ɈɼʱˋʠĂGD ࡎɂɈॷॠైயɂʑʗʐɺʸɁɈ
ॷॠߤȦȜɤɘȳă
ɘɂɛɂȱɀĂࡎॻಘ૦ॠܕʓˋʗĜɉĂࡎ
ॻɈۇᆫ࡙࠲ȥɣɈॠܕ౿੬ɈᅟɅൎȱɀĂڤฤ
ȱȹॠܕ౿੬ɈࢷࢣɬȢɥɢȠɅᆵȱɀȤɤɘ
ȳă
ষɜॷॠૢࣞɒɈȮࢾᆵȤࡄȞȞȹȱɘȳă

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

šOQP ၭఱࡎॻహട࿒ࢾࡼޏᅕɢɤāāāāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāǍǌ-ǌǌǌܟ
šࡎʇˁʮɈޣȯɭȦపಜɅȱɀȩɦɥȤȥȬ
ɁĂ97 ਫ਼ɬȢɘȱȹăᇉ༃ɈȩᇖɈౘȺȫĂ
97 ܟɬʡʥĜʏʿˋȱɘȳă
ɈɂȭɧఘబɂɜɅ०੭ɁݝɜȥɜএᄜĉɁȳă
ʅʻʫʥʛʠȦཋȽɀȤɤɘȳăʇˁʮۙȦᆵɬ
ਗɩȵɀোȯȵɘȱɡȠ
ăāāāāāāāāāM/ ༜ܑێāǔǒǌ-ǌǌǌܟ
š21 ğ 31) ᄄ *āࡎఛဧɅɀĂބଜɈાޏଜɁȜ
āɥĂ) ߰ * ဏଠᆤਗૅܧʓˋʗĜȦऻ੪ȯɦ
āɘȱȹăࡥૢɅȫɄȞɢȠɅȭɦȥɣɜ౼మȱ
āɀɘȞɤɘȳɈɁĂɢɧȱȩȤࡄȞȞȹȱɘȳă
āāāāāāāāāāāM/ ݊ငൗᅂāǍǌ-ǌǌǌܟ

幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā21 ॢ 7  25ć11ā۩ MD ਗວᇉޏȻਗɩ
ȵȦૢოࣟɅɀɩɦĂ۩ˁɼʂˋʒʇˁʮāˁ
ɼʂˋʞĜʶĜǨ႘ರێĂोۙڳކෳǨڭນজ
Ȧᅰࣟȯɦɘȱȹă
3/ā21 ॢ 9  25ć11āಆவ༃ࣞૢޏۙڳāపા
ޮ࣋ଆૅࣸܧɈഡยȦႨഃ်ູૅߔܧ৫Ʌɀɩ
ɦĂޏෳǨນۈᆀᄓĂಆவ༃ۙڳෳǨܝႨશā഼
5 შȦಌȞȹȱɘȱȹăā
4/ā21 ॢ 9 ā˂˄ĜʭʁĜˁɼʭȦࡎߔɅ
ɀɩɦĂૅ ࣸܧ41-111 ܟɬഗࣸȞȹȱɘȱȹă
5/ā21 ॢ 25  26 ā൦ 4 ʖĜˋૢოࣟॸୌȦ໖
ᆯၫჶɅɀɩɦĂૢოࣟȦಌȞȹȱɘȱȹă

6/ā21 ॢ 27  :ć41āહॷࣞૢޏۙڳĶॷॠߤķ
ȦʶĜʍ 32 ɅɀɩɦહॷۙڳෳǨႨā഼
ȦಌȞȹȱɘȱȹă
7/ā21 ॢ 27  28ć11āહॷࣞૢޏۙڳĶߔ౺ॷ
ॠైమʴˁˋʞɻɺߤʍʶĜʅʻˋʲĜˋཱௐ
ޏķȦĂĶȩȞȺȤɦāɉɄɦɞķɅɀɩɦĂʴ
ˁˋʞɻɺߔ౺ 22 შĂಘ 2 შĂޏෳǨນۈᆀᄓĂ
હॷۙڳෳǨႨā഼ 6 შȦಌȞȹȱɘȱ
ȹă

理事会・委員会記録
2/ā21 ॢ 2:  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
3/ā21 ॢ 31  22ć41āᆅૢޏā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

委員会・その他のお知らせ
2/ā21 ॢ 35  25ć11āࡎ௱Ǩǟʙʻ˂ʞɼʌ˃
āāʭā࠲ʃˋʠ˂Ĝࣼߖင
3/ā22 ॢ 2  21ć41āǏǏǐထਗණࣾ൦Ǎဋණࣾʄ
āāʨʢĜĆ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜॸୌޏāʳʞ˃āā
āāʅʻʛʑ˃ʯˁʎĪ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜ༜ܑୁī
4/ā22 ॢ :  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
5/ā22 ॢ 21  22ć41āᆅૢޏā
āāāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
6/ā൦ ::!ޑˁɼʂˋʒʇˁʮਡ੫ࡥޏሃ܇ജȮ
āāဦɈȮڨ໘
āāCmv.sbzǍʓʛʠ ]2-311āEWEǍʓʛʠ ]2-111
āāడȱਮəɉ 21 ॢჂɘɁɅૢოࣟɅȤࡄȞȞȹȱ
āāɘȳă

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāǕǑǑ-Ǒǌǌܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǌშāāāāಌāǓǍშ
ಌᆎāǔǔ/ǓœāāāޑɈၒ౷āǍǌǌœ
【献血協力者】ᇅोǕǒ-ǕǏǓშĪǕॢჂī
【ライオンズレート】ǍǌॢĆĆǍǱǯʡ˃Ł2ǌǍܟ

āāāāāāāāāāāāāā૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
22 ॢ 21 Īᄄīā23 ૪ 26 ယġāਡ੫ޏۙڳĆߤᄠᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

