    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1355 回羽島 LC 第 1408 回岐阜南 LC
2016年11月17日㈭12：15

334 複合地区

岐阜グランドホテル

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

スローガン

〜次の百年への橋渡し〜

司会

合同例会報告

L.川出正男

岐阜南ライオンズクラブ会長方針

明るく、楽しく、元気よく
会長歓迎のあいさつ

岐阜南 LC 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
岐阜南 LC 会員副委員長 Ｌ. 安江靖和

ゲストの入場

岐阜南 LC 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
岐阜南 LC 幹事 Ｌ. 豊田英司

ゲストの紹介
NPO 法人岐阜ダルク

施設長 遠山 香 様

会長・歓迎のあいさつ

岐阜南 LC 会長 Ｌ. 藤井利也
羽島 LC 会長 Ｌ. 山川茂樹

会長ごあいさつ

ā۩ǨǟɈޣȯɭĂɢȠȭȷȤܛȱȞȹȺȧɘȱ

食 事 懇 談

ȹă۩ǨǟɈޣȯɭɉĂ൲ટɈɺʇʞɻʫʞɻĜĂ
青少年委員会事業

岐阜南 LC 青少年委員長Ｌ. 榎本 直司

ゲストスピーチ
講 師 NPO 法人岐阜ダルク
演 題
ゲストの退場
ＴＴ登場
委員会報告
幹事報告

施設長 遠山 香 様

「薬物依存の治療と回復」
岐阜南 LC 会員副委員長 Ｌ. 安江靖和
羽島 LC T.T Ｌ. 柳 征吾

ȾɁɜଌȱɀȞȫɦɊȞȞɄɂૃȽɀȤɤɘȳă

羽島 LC: 岐阜南 LC 各委員会

ୁȦఋęɄߤɬȱɀȤɤɘȳȦĂ۩ǨǟɈޣȯ

羽島 LC 幹事 Ｌ. 平松芳郎
羽島 LC 会計 Ｌ. 徳弘治俊
羽島 LC 出席委員会
岐阜南 LC 出席委員会

次回例会のご案内
羽島 LC：12 月 7 日 Andiamo Partenza Hotel
岐阜南 LC：12 月 1 日 岐阜グランドホテル
また会う日まで
閉会ゴング

ɂഫɤɄȞɢȠɅࠐȲɀȤɤɘȳɈɁĂষவȱȴ

āĂ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜɂȞȠȭɂɁĂM/ ༜ܑ

岐阜南 LC 会計 Ｌ. 小見山与志夫
出席報告

ຎʇˁʮɜȷȠȞȠૢࣞɜȜɥɈɁȳȦĂɘȺȻɡȽ

岐阜南 LCT.T Ｌ. 吉村輝昭

岐阜南 LC 幹事 Ｌ. 豊田英司
会計報告

ණইɈၫɂێൌɂɄȽȹߤɬɄȯȽɀȤɣɦɘȳă

羽島 LC 会長 Ｌ. 山川茂樹

ɭɅɜĂষȞɧȞɧɄȮჟᆅɬȤࡄȞȳɥȭɂɅ
ɄɥɂૃȞɘȳɈɁĂȷɈಣɉɢɧȱȩȤࡄȞడȱ
௫Ȭɘȳă!

会長ごあいさつ

羽島 LC 会長

L. 山川茂樹

āႨɉĂ೧ɣȱȞਗວᇉޏɅȤȧȞȹȺȧĂ
ȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳăਡ੫పɬିȯɦ
ɘȱȹ M/ ༜ܑێშᅈমᄎɬɉȲɛĂࡎǨǟ
ɅɉਰȥɣဿȤ౦ሇɅɄȽɀȤɤɘȳăȮૄຩ
ȞȹȺȧࠐଟඳȱɀȤɤɘȳă
āࡎǨǟɅȤȥɦɘȱɀɉĂǍǕǑǔ༃ǐॢɅ
ႨɁǓǐྈᄆɈʇˁʮɂȱɀय़ȯɦĂ౷ۙޏȦ
ǔǌშɂȞȠࡤჹɄʇˁʮɁȜɤĂ
ႨɜȭɈߤɅȻȹਗວᇉޏɅڗȯɦɥ૫൦
ɁȮȰȞɘȳă
۩ǨǟɈ༎ɚɂȭɧɉۙޏঌவĆۙޏഝࣅɁȜɤ
ɘȳăࡎǨǟɉĂۙޏഝࣅɅȤȧɘȱɀɜय़ݪ
ɬȯɦɀȤɤസऽඳȱɀȤɤɘȳă
ɘȹĂࡎǨǟɉଌȱȹࡅކĆᇉޏɬɄȯȽɀ
ȤɤĂᇉޏɈ௶ၡɬ෴ൕȱȹ۩ǨǟɈ༐ᆩᇉޏɁ
ɉĂྮ༞ঢʷʏʄˋʇ˃ĜʒɬଌૈȱĂဿ࿎ɬ
ຶɘȱȹă
āపʇˁʮɂȱɀĂࡎǨǟɬপɤɅૃȽɀȤɤ
ɘȳăষɂɜɢɧȱȩȤࡄȞడȱ௫Ȭɘȳă

講

演

NPO 法人 岐阜県ダルク 施設長 遠山 香 様

āʘ˃ʇĪEBSDīɂɉĂʡˁʛʈĪESVH> ᄞဘī
Ɉ EĂ
ɺʟɻʇʏʿˋ )BEEJDUJPOŁᎋးĂ࿒โگശ *
Ɉ BĂ
˂ʧʫ˂ʞĜʏʿˋĪSjibcjmjubujpo> ޑဌīɈ SĂ
ʓˋʗĜĪDFOUFS> ૈಡĂ८ဘīɈ D ɬ೨əਗ
ɩȵȹഢাɁĂߌಅ੬Ćᄵ࡙ᅗ੬ĆીྀᄞĆȷɈ഼
ɈᄞဘȥɣސၪȯɦɥȹɛɈʯ˅ʈˁʸɬ૩Ⱦმ࠰
Ɉᄞဘگശ˂ʧʫ˂ૈಡɁȳă
ຄࢶɁǏǑ༃ȥɣɘɤĂʘ˃ʇɈʑʗʛʭɉ
ۙȦᄞဘگശଞɁȳă
ā
ʘ˃ʇɁɉĂວȲ༎əɬ૩Ⱦස࠰ɂޑဌȳɥȹɛɅ
ʷĜʞɻˋʈɬǍɅǎޑĂষɉۿʯ˅ʈˁʸĆ
˄ʇ˂ʀĜʏʿˋɁĂટɤĆʕʭʠʴĜ˃ĆʑʵĜ
ʜʐʸĆݗಶɄɃĂᄞဘɬɩɄȞɁ౺ȧɥɂȭɧ
ȥɣʑʗĜʠȱɘȳă
ȷȱɀĂȷɈȭɂɬႴറȫɥȭɂɅɢȽɀĂᄞɬ
ɩɄȞʇ˂ĜˋɄ౺ȧၫɬȱĂෳȱɀȞȩȭɂ
ȦޑဌɂɄɤɘȳă
ɘȹĂਆߤܩɞɼʱˋʠɅɜᆵɬɦɀȤɤɘȳă
āࡎʘ˃ʇɉɘɁࡍɬୠɛɀɞȽɀȤɤɘ
ȳăێఱɈᄞဘگശଞȦमოஒɅିमଞɂȱɀஒ
ȳɥɂĂȷɦɬڿ૩ȱɀȞȩɈɅૐȹȻɈಉࣸȦ
Ȧɦɘȳă
ȷɦɬ৽ȢɘȳɂĂमཥɬȢȹষɁȧȻɭɂʉɺ
ɬȱ૭ᆫȱɀȞȩȭɂɬߊᆏȱɀȞȥɄȞɂĂɃɭ
ɃɭमოஒȦێ༩ɅɄɤഽߗɈಉࣸȦྼᅟɂɄȽɀ
Ȟȧɘȳă
ɁȳȥɣૐȹȻɈɢȠɄ˂ʧʫ˂ૈಡɬޣᅕɈࡍ
ɅɢȽɀૅȢɀȞȹȺȧȹȞɂࡄȽɀȤɤɘȳă
āᄞဘگശɂȞȠɈɉĂ࿒ɁȜɤĂێɄɥɂࠊ
૭ɉɁȧɘȵɭă
ɁȳȦĂޑဌɉɁȧɥɂɩɦɀȞɘȳă
ȧȻɭɂȱȹ૭ᆫɬɞȽɀĂȷɈষɅଜޏɅɀȞ
ȩȭɂȦྼᅟɁȳă
ȷɈ๘ɬȶɌᆅސȱɀȞȹȺȧĂষɂɜʘ˃ʇɒ
ɈȮૅܧɬɢɧȱȩȤࡄȞȱɘȳă

T.T 登場

前 T.T

Ｌ. 榎本直司

š۩ MD ᅕɢɤāāāāāāāāāāāāāāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāǍǍ-Ǒǌǌܟ
š༜ۗઌ߰ૺޏଜɬိǎǕ༃ǍॢǍȫɬɜ
ȻɘȱɀĂ߰ૺޏଜۗઌႈɂଜშဿ৩ȳɥȭɂɅ
Ʉɤɘȱȹăā
āāāāāāāāāāāM/ ༜ළ౷āǍǌ-ǌǌǌܟ
šǍǍॢǕȥɣǍǎɘɁĂຄᅖຄɺʐɺĆ
ʭʁĜˁʸȦৱɁާȯɦĂݦരۙޏɁȜɥɂ
ǎఱɁઞݡȯȵɀȞȹȺȧɘȱȹăāāāāāāā
āāāāāāāāāāāāM/ ဏāāǏ-ǌǌǌܟ
šˁɼʂˋႅɬႆɦɘȱȹăāāāāāāāāāā
āāāāāāāāāāāāM/ ນۈᆀᄓāǎ-ǌǌǌܟ

委員会報告
āࡎॻᆏࡎࡏႊȦࢎ်ູૅߔܧ৫ɒɈఄᅙǨ
ǡǠʙʽĜʮഡยૺȦĂǍǎॢǕɩɦɘȳăઞ
ݡȱɀȞȹȺȫɥၫɉૢოࣟɘɁȮᇦᅵݚȯȞă
āāāāāāāāāāāāāāāāāಆவ༃ޏۙڳ

幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā22 ॢ 22 〜 24 ā൦ 66 ޑຄᅖĆຄɺʐ
ɺʭʁĜˁʸȦāৱɅɀާȯɦĂǨဏāǨ
ǨဏႊȦઞݡȞȹȱɘȱȹă
3/ā22 ॢ 24  21ć11ā3127 〜 3128 ༃!ࡠ
ZDF ʳʑʠʭɹʷ˂Ĝʂ˂ʀˋʞĜʏʿˋȦშগ
ݎʶ˂ʂʛʠɺʕʏɺʳʞ˃ɅɀɩɦĂ൦ǎဋණ
ࣾʄʨʢĜ M ༜ܑୁȦಌȞȹȱɘȱȹă
4/ā22 ॢ 25  26ć11ā൦ 4 ʖĜˋޏෳĆࠎૢޏ
Ȧࡎ࠵ޏɅɀɩɦĂޏෳǨນۈᆀᄓāࠎૢǨၹ
ܑશȦಌȞȹȱɘȱȹă!
5/ā22 ॢ 27 Ǎ 2ć11āࡎࣸ ݸMD य़ 36 ୈ
༃ࡥ༄ޏȦĂʈˁˋˌɿĜ˃ࡎટɅɀɩɦĂშᅈ
মᄎāǨ༜ܑێāޏෳ M ນۈᆀᄓāࠎૢ M ၹ
ܑશāޏो M ழॽટᅇૂȦಌȞȹȱɘȱȹă
!
6/ā߰ૺޏଜāڤငࣞāൣଲำᄜଜෳā
࣌ൗ་āൣଲำᄜޏෳɅȯɦɘȱȹă

理事会・委員会記録
2/ā22 ॢ 21  24ć41āޏۙڳۙޏā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
3/ā22 ॢ 21  24ć41āဏĆࠞࣃޏۙڳā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
4/ā22 ॢ 21  24ć41āोޏۙڳކā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
5/ā22 ॢ 27  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
6/ā22 ॢ 28  22ć41āᆅૢޏā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

委員会・その他のお知らせ
2/ā22 ॢ 28  26ć11āટᑡ৹ǨǟǥǢᆅૢෳĆ
ʢ˄ʏʽ!ɺʄˇ˃ਡ੫൦ێဋޏෳૺၸᄎɄɣɍɅ࠙
॒྇ભޏāāāāāāāāāʳʞ˃ʅʻʛʑ˃ʯˁʎ
āāāāāāāāā
Ī൦ǎဋණࣾʄʨʢĜǨ༜ܑୁī
3/ā22 ॢ 29  22ć11ā൦ 3 ޑʅʻʫʥʛʠࡼޏā
ɌȺʳʞ˃ʯˁʎĪ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜǨ༜ܑୁā
შᅈমᄎāǨ༜ܑێāࠎૢᅅฤଞǨರࡊৠāޏो
ᅅฤଞǨᆯྷī
4/ā22 ॢ 31  :ć11āહॷࣞૢޏۙڳāāॷॠߤ
āāāāāāāāāāāāāāāāāāāʶĜʍ 32!
5/ā22 ॢ 36 Ǎ5ć21āಆவ༃ࣞૢޏۙڳāāᄞဘ
ᅸᅙ႕ો࣋ଆāāāāāāāāāāāā۩ݚञழߔ৫
6/ā22 ॢ 36 Ǎ9ć41ā൦ 3 ޑી໘ : ˁɼʂˋʒʇ
ˁʮޏෳĆࠎૢޏāāāāāāāāāāāāʨɼʜ
7/ā22 ॢ 41 Ǎ4ć66āಆவ༃ࣞૢޏۙڳāāᄞဘ
ᅸᅙ႕ો࣋ଆāāāāāāāāāāāāāߚழߔ৫
8/ā22 ॢ 41  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
9/ā23 ॢ 2  22ć41āᆅૢޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāāǐǌ-Ǒǌǌܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǌშāāāāಌāǒǐშ
ಌᆎāǔǌœāāāā!ޑɈၒ౷āǕǌœ
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǌǔǓშĪǕॢჂī
【ライオンズレート】ǍǍॢĆĆǍǱǯʡ˃Ł2ǌǑܟ

7/āိ 3: ༃ 2 ॢ 2 ȫɅɀĶ༜ۗઌ߰ૺޏଜķ
ɬĂĶ߰ૺޏଜāۗઌႈķɅଜშဿ৩ȯɦɘȳă
ൣଲำᄜޏෳā༜ළ౷Ʌဿ৩ɉȮȰȞɘȵɭă

āāāāāāāāāāāāāā!!!!૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
2ǎॢǍĪᄄīā23 ૪ 26 ယġāဏޏۙڳĆޏഥߤ!ޏۙڳᄠᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

