    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1410 回
2016年12月25日㈭17：30

334 複合地区

年末家族懇親例会報告
岐阜グランドホテル

L.池田昌二

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
第一部 例会
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
ゲスト及びビジターの紹介

幹 事 Ｌ. 豊田英司

会長あいさつ

会 長 Ｌ. 藤井利也

アワードの伝達

会 長 Ｌ. 藤井利也

2015~2016 年度 会員満足度向上アワードの
前会長 Ｌ. 中村明常

会員増強目標達成
100 周年記念会員増強賞

Ｌ. 松波英寿
Ｌ. 福村善光

会員キー賞（５名）

各委員会

委員会報告
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

出席委員会
会 長 Ｌ. 藤井利也

閉会ゴング
第二部 懇親会
岐阜総合学園 太鼓部演奏
活動支援金の贈呈
開演の辞
乾 杯

会 長 Ｌ. 藤井利也
第一副会長 Ｌ. 遠藤昌克
前会長 Ｌ. 中村明常

ドローン空撮

Ｌ. 矢橋純一

ドローンスパークバルーン

Ｌ. 矢橋純一

サンタクロース登場
LCIF 募金

閉演の辞
また会う日まで

રɤ༃ĂɃȠȸɢɧȱȩȤࡄȞడȱ௫Ȭɘȳă

T.T Ｌ. 吉村輝昭

ＴＴ登場

ライオンズローア

ɂȠȮȰȞɘȳă
ǍǎॢɂȞȠȭɂɁĂࡖယȦᆡȞȹȱɘȱȹă

（シルバー 100 周年ライオン・ピン）

募金報告

ā༃ჂɈȤႇȱȞෂĂ൲ટȤୠɘɤȞȹȺȧȜɤȦ

会 計 Ｌ. 小見山与志夫
チャーターメンバー Ｌ. 入山憲和
第二副会長 Ｌ. 長谷部紀之

アワードの伝達

会

長

L. 藤井利也

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

š༃ষɈʌ˃ʭငᇉޏɁᄭȳɥȭɂȦɁȧɘ
āȱȹăāāāāāāāāM/ ႥજજටāǏ-ǌǌǌܟ

委員会報告
āǍǎॢǍǔʶĜʍǎǍɁɩɦɘȱȹॷॠߤ
ɾɼˋʗĜʅʻˋʲĜˋɅഽౘઞݡȞȹȺȧȜɤȦ
ɂȠȮȰȞɘȱȹăāāāāāāāāāહॷޏۙڳ

幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā23 ॢ 6  22ć11āষນ་ᅕɈɼˋʭʁʹĜ
ʏʿˋʷĜʞɻˋʈȦĶȥɩɣɞķɅɀɩɦĂޏ
ෳǨນۈᆀᄓā഼ 9 შȦಌȞȹȱɘȱȹă
3/ā23 ॢ :  21ć51āಆவ༃ࣞૢޏۙڳāୂࣞĆ
ૢɅᅙɈఄˁɼʠૺێɈࡍഡૺȦĂࡎॻᆏ
ࡎࡏႊȦࢎ်ູૅߔܧ৫ɅɀɩɦĂޏෳǨນۈ
ᆀᄓāۙڳෳǨܝႨશā഼ 6 შȦಌȞȹȱɘȱ
ȹă
4/ā23 ॢ 21  22ć11āਡ੫ࣞૢޏۙڳāࡎ
ߔᆗߔ౺ĶႨɈဦݛɂ๙ຕɬൌঅȳɥޏķȦɩ
ɦĂষߖɅɀষāڭ໖༜తଜॢผɅɀāȤ
ޏɬȞȹȱɘȱȹăޏෳǨ/ ນۈᆀᄓāۙڳෳǨ/
গȯɢાā഼ 4 შāࡎߔᆗߔ౺Ć࠲बଞā
43 შȦઞݡȞȹȱɘȱȹă
5/ā23 ॢ 27  28ć11ā൦ 4 ޑǤǶǟĆǶǟࡼޏ
Ȧშগݎʘɼʼʫ˃ʟɻˋʈɅɀɩɦĂ൦ǎဋණ
ࣾʄʨʢĜǨ/ ༜ܑୁȦಌȞȹȱɘȱȹă
6/ā23 ॢ 29  :ć41āહॷࣞૢޏۙڳāॷॠߤ
ɾɼˋʗĜʅʻˋʲĜˋȦʶĜʍ 32!ɅɀɩɦĂ
ޏෳǨ/ ນۈᆀᄓāۙڳෳǨ/ Ⴈā഼ഽౘɈޏ
ۙȦઞݡȞȹȱɘȱȹăāā
7/ā23 ॢ 2:  28ć11ā൦ 3 ޑʄʨʢĜᄎۙڳ
ޏȦʮʃ˃ʛʵʭɿ˂ĜʙɿɅɀɩɦĂޏෳǨ/
ນۈᆀᄓāࠎૢǨ/ ၹܑશāૢოࣟۙāကۈɀɥ
əȦಌȞȹȱɘȱȹă
8/ā23 ॢ 31  24ć11āૢოࣟɈதɬȞɘ
ȱȹăᆅૢɈၫęɈȮࢾᆵȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă
9/ā23 ॢ 31  29ć41ā૫ęࡖʅʻʫʥʛʠஈྩ
ࡼޏȦࡎଠൌࣞĪ߰īʃʠ˄ɺʳĜ˃Ʌɀɩ
ɦĂ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜǨ/ ༜ܑୁā഼ 25 შȦ
ಌȞȹȱɘȱȹă
:/ā23 ॢ 32 Ǎ 1ć56āಆவ༃ࣞૢޏۙڳĶᄞဘ
ᅸᅙ႕ો࣋ଆķȦழߔ৫ɅɀާȯɦĂ
ޏෳǨ/ ນۈᆀᄓāࠎૢǨ/ ၹܑશāǨ/ ඟ૭ඇ౷
ાāǨ/ ඹෂދષāǨ/ ᄘঈ২૫āǨ/ ڤঈဦāȦ
ಌȞȹȱɘȱȹăā

理事会・委員会記録
2/!23 ॢ 7  2:ć11ā!!!ोޏۙڳކā!!!!!!!!!!!ಀ
3/!!23 ॢ 33  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩ
āā!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ʇˁʮૢოࣟ

委員会・その他のお知らせ
2/!!2 ॢ 22  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩā
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ʇˁʮૢოࣟ
3/!!2 ॢ 23  22ć41āᆅૢޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
4/!!ʇˁʮૢოࣟā༃Ⴢ¦༃ࣟɈȤඪɣȵ 3127 ༃
23 ॢ 3: Īᄄī〜 3128 ༃ 2 ॢ 7 Īࣸī
āāāāāāāāāࣱᇦᅵಪāࠎૢāM/ ၹāܑશ
āāāāāāāāāāāāāāā़ 1:1.4:66.2128
5/!൦ 211 ޑˁɼʂˋʒʇˁʮਡ੫ޏāʈ˃Ĝʯሃ
āɅȾȞɀ
ā3128 ༃ 7 ॢ 41 〜 8 ॢ 5 ɅʏʃʌɁާȯɦ
ɘȳĶ൦ 211 ޑˁɼʂˋʒʇˁʮਡ੫ޏķɈഁࡖ
ሃำಜɉ 3128 ༃ 2 ॢ 24 ɁȳăȮઞݡଞɈߊ
ɬȯȵɀ෴ȧȹȩ 23 ॢჂɘɁɅȤ၄ૢɬૢოࣟɘ
ɁȤࡄȞȞȹȱɘȳă

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāāāǓ-Ǒǌǌܟ
MD!J!G ၕࣸ!!!!āāāāāāāāā!!ǍǓǏ-ǓǐǕܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǌშāāāāಌāǒǓშ
ಌᆎāǔǏ/ǓœāāāޑɈၒ౷āǕǌœ
ޑɉబ ۙޏM/ ટ९ሆĂM/ ࣣટৰĂM/ ៛܉૭Ă
M/ ᄘഺਇഢĂM/ ݊ᆯටāᄭ ۙޏM/ ರణીɅ
ȮಌȞȹȺȧɘȱȹă
༃Ⴢݦരపᇉޏāಌଞ M/ǔǒშāM/Mǎǎშ
ȮݦരĂૢოࣟਗɩȵɀāǍǑǌშɈಌɁȱȹă
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǍǓǌშĪǍǍॢჂī
【ライオンズレート】ǍǎॢĆĆǍǱǯʡ˃Ł224 ܟ

第二部

懇親会

祝

宴

活動支援金の贈呈

āāāāāāāāāāāāāā૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǍॢǍǎĪᄄīā23 ૪ 26 ယġāఛ༃ᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

