    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1409 回

福 祉 委 員 会 ・ 会 則 委 員 会 活 躍 例会報告

2016年1２月1日㈭ 12：15

334 複合地区

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

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
ゲストの入場

会員委員会

副委員長

開会ゴング

会

長

Ｌ. 安江靖和
Ｌ. 藤井利也

国旗及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
ゲストの紹介

幹

事

Ｌ. 豊田英司

社会福祉法人「舟伏」副理事長 支援センター「ふなふせ」
所長

会長あいさつ
会長提案の審議

森

敏幸

様

会
会

長
長

Ｌ. 藤井利也
Ｌ. 藤井利也

幹

事

Ｌ. 豊田英司

ႆ༃ޏʏĜʒˋɁȳāȤൌɅɬȾȫɀĊ
１2 月度慶祝行事
４日 Ｌ. 永田 進治
１５日 Ｌ. 西村 悦郎
２３日 L. 玉井

誕生日祝
７日 Ｌ. 洞田

肇

１７日 Ｌ. 田中 和秀

９日 Ｌ. 山崎 久喜
１８日 L. 金森

俊憲

12 月度慶祝行事

幹大

「食事懇談」
福祉委員会アクティビティー
ご講演

福祉委員長 Ｌ. 岡部泰雄

社会福祉法人「舟伏」副理事長
支援センター所長

森

敏

幸様
演題 「精神障がい者の企業雇用について」
ゲストの退場

会員委員会

会則委員会アクティビティー

副委員長

Ｌ. 安江靖和

会則委員長 Ｌ. 川田基弘

「ライオンズ必携の解説」 ※次回開催となりました
TＴ登場

T.T Ｌ. 吉村輝昭

委員会報告

各委員会

幹事報告
会計報告

幹事
会計

Ｌ. 豊田英司

Ｌ. 小見山与志夫

出席報告

出席委員会

次回例会のご案内

Ｌ. 金田政幸

また会う日まで
閉会ゴング

会

長

Ｌ. 藤井利也

４日 Ｌ. 永田 進治

７日 Ｌ. 洞田

肇

９日 Ｌ. 山崎 久喜

１５日 Ｌ. 西村 悦郎 １７日 Ｌ. 田中 和秀１８日 L. 金森 俊憲
２３日 L. 玉井 幹大

ご講演

社会福祉法人「舟伏」副理事長、支援センター所長 森 俊幸様

ā౼త௩ޮଞɈഽȩɉຕਗ෮ɁĂ౯ଋɉݘɞȥ
Ɂȳă
ൎఱৄᆔɉंɂȱɀȞɘȳȦĂణჶᄆɁɌɂȾɈ
ȭɂɬɞɤฆȳࣅȯɬ૩ȽɀȞɘȳȱĂఱɅൎȱĂ
ྥ௵ɅᄭȱȩಞȳɥૢȦᅰɘȳă
ଌ੫ɈࡅࣞɈভᅙɅȤȞɀɜĂಕɬરȱɀȞɘ
ȳɈɁĂှॽɄȩভᅙɈണమɬȤࡄȞȱȹȞɂૃȞ
ɘȳă

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

šࠟ૧ɅɀࡎॻࢼࣞૢܧૅޏȦᄵɤĂȤ૧Ɂೕɬȱɀ
āȧɘȱȹă
āāāāāā!!āM/ ݊ငāൗᅂ M/ ᄘഺāࡈાāāǑ-ǌǌǌܟ
šछႨɈ୨ັޏɁǏටȦᄭȱɘȱȹăāāāāāāāāā
āāāāāāāāāāāāāM/ ෂāሆāāāāǏ-ǌǌǌܟ

幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā22 ॢ 28  26ć11āટᑡ৹ǨǟǥǢᆅૢෳĆ
ʢ˄ʏʽ!ɺʄˇ˃ਡ੫൦ێဋޏෳૺၸᄎɄɣɍ
Ʌ॒࠙྇ભޏȦʳʞ˃ʅʻʛʑ˃ʯˁʎɅɀާȯ
会長 L. 中村明常
ɦĂ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜǨ༜ܑୁȦಌȞȹȱɘ
ȱȹă
3/ā22 ॢ 29  22ć11ā൦ 3 ޑʅʻʫʥʛʠࡼޏ
ȦɌȺʳʞ˃ʯˁʎɅɀɩɦ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜ
Ǩ༜ܑୁĂშᅈমᄎǨ༜ܑێĂࠎૢᅅฤଞǨರ
ࡊৠĂޏोᅅฤଞǨᆯྷȦಌȞȹȱɘȱȹă
4/ā22 ॢ 31  :ć11āહॷࣞૢޏۙڳɈॷॠߤ
ȦʶĜʍ 32 ɅɀɩɦĂહॷޏۙڳȦߤɬȞȹ
ȱɘȱȹă
5/ā22 ॢ 36 Ǎ 5ć21āಆவ༃ࣞૢޏۙڳĶᄞဘ
ᅸᅙ႕ો࣋ଆķȦ۩ݚञழߔ৫ɅɀާȯɦĂޏෳ
M/ ນۈᆀᄓā൦ 4 ဋޏෳǨෳඇငࡢ་āಆவ༃ڳ
ۙෳǨܝႨશāǨ៛ાāǨટાȦಌ
Ȟȹȱɘȱȹăā
6/ā22 ॢ 36 Ǎ9ć41ā൦ 3 ޑી໘ : ˁɼʂˋʒ
ʇˁʮޏෳĆࠎૢޏȦĂʨɼʜɅɀɩɦĂޏෳǨ
ນۈᆀᄓāࠎૢǨၹܑશȦಌȞȹȱɘȱȹăā

7/ā22 ॢ 38 ā22ć11āဏĆࠞࣃࣞૢޏۙڳ
幹事 Ｌ. 矢橋純一
āࡎॻࢼࣞૢܧૅޏȦટॻીڭᆯɈࠟྰ૧
ɅɀɩɦĂဏĆࠞࣃۙڳෳǨ݊ငൗᅂāǨᄘഺ
ࡈાȦಌȞȹȱɘȱȹă
8/ā22 ॢ 3:  29ć11ā൦ 25  ޑ445.Ǟණࣾʅʻ
ʫʥʛʠࠎૢǫǞޏȦშগݎāྪୋɅɀɩɦĂࠎ
ૢᅅฤଞǨರࡊৠȦಌȞȹȱɘȱȹă
9/ā22 ॢ 41 Ǎ 4ć66āಆவ༃ࣞૢޏۙڳĶᄞဘ
ᅸᅙ႕ો࣋ଆķȦߚழߔ৫ɅɀާȯɦĂޏෳ
Ǩෂഺც௵ā൦ 4 ဋޏෳǨෳඇငࡢ་āࠎૢǨၹ
ܑશāಆவ༃ۙڳෳǨܝႨશāǨാᄽ་āǨඟ
૭ඇ౷ાȦಌȞȹȱɘȱȹăā

理事会・委員会記録
2/ā22 ॢ 28  24ć41āဏĆࠞࣃޏۙڳā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
3/ā22 ॢ 28  24ć41āोޏۙڳކā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
4/ā22 ॢ 41  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
5/ā23 ॢ 2  22ć41āᆅૢޏāā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

委員会・その他のお知らせ
2/ā23 ॢ 6  22ć11āɼˋʭʁʹĜʏʿˋʷĜʞɻ
āˋʈāāāāāāāāāāāāāāāāāȥɩɣɞ
3/ā23 ॢ 7  2:ć11āोޏۙڳކāāāāāāಀ
4/ā23 ॢ :  21ć51āಆவ༃ࣞૢޏۙڳāୂࣞĆ
āૢɅᅙɈఄˁɼʠࡍૺێഡ
āāāāāāāāࡎॻᆏࡎࡏႊȦࢎ်ູૅߔܧ৫
5/ā23 ॢ 21  22ć11āਡ੫ࣞૢޏۙڳāࡎߔ
āᆗߔ౺ĶႨɈဦݛɂ๙ຕɬൌঅȳɥޏķষߖ
6/ā23 ॢ 27  28ć11ā൦ 4 ޑǤǶǟĆǶǟࡼޏā
āāāāāāāāāāāāშগݎʘɼʼʫ˃ʟɻˋʈ
T.T Ｌ. 吉村輝昭
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ī൦ǎဋණࣾʄʨʢĜǨ༜ܑୁī
7/ā23 ॢ 29  :ć41āહॷࣞૢޏۙڳāॷॠߤā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāāʶĜʍ 32!
8/ā23 ॢ 2:  28ć11ā൦ 3 ޑʄʨʢĜᄎޏۙڳ
āāāāāāāāāāāāʮʃ˃ʛʵʭɿ˂Ĝʙɿā
9/ā23 ॢ 31  24ć11āāāāāāૢოࣟதā
:/ā23 ॢ 31  29ć11 ૫ęࡖʅʻʫʥʛʠஈྩࡼޏ
āāāāāāāāāāāāāāāāāʃʠ˄ɺʳĜ˃
21/ā23 ॢ 32 Ǎ1ć56āಆவ༃ࣞૢޏۙڳĶᄞဘᅸ
āᅙ႕ો࣋ଆķ
āāāāāāāāāāāāழߔ৫

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāǕǑ/Ǒǌǌܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǌშāāāāಌāǓǌშ
ಌᆎāǔǓ/ǑœāāāޑɈၒ౷āǕǑœ
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǌǔǓშĪǍǌॢჂī
【ライオンズレート】23 ॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł224 ܟ

૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǍǎॢǎǑĪᄄī
āǍǓ૪Ǐǌယāā༃Ⴢݦരపᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

