    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1411 回

新会員入会・新年例会報告

2017年1月12日㈭12：15

334 複合地区

岐阜グランドホテル

L.豊田

哲雄

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クラブの歌斉唱
会長あいさつ

会 長 Ｌ. 藤井利也

ゲスト及びビジターの紹介

幹 事 Ｌ. 豊田英司

友好クラブ 本巣ライオンズクラブ

会 長 Ｌ. 高橋勝美
幹 事 Ｌ. 中村英生

2018〜2019 334-B 地区 キャビネット会計予定者
岐阜城ライオンズクラブ Ｌ. 高田良彦
例会見学者

中浜 宏様

āȜȫɘȱɀȤɛɁɂȠȮȰȞɘȳăಪॢɈݦരᇉ

新会員入会式

幹 事 Ｌ. 豊田英司

ޏɉĂྥ௵Ʌ౻ɤ௫ȦɤɘȱɀĂરɤ༃ɂɄɤɘ

新入会員歓迎の挨拶

会 長 Ｌ. 藤井利也

ȱȹă߂ޏۙڳɁɈɺʇʞɻʫʞɻĜɬɞȽɀȞȹ

新入会員紹介 後藤直之様

スポンサー Ｌ. 寺嶋佳男

新会員宣誓

後藤直之様

国際会長より証明書及びラペルピンの贈呈

会 長 Ｌ. 藤井利也

地区ガバナーより礼状及び記念品の贈呈 会 長 Ｌ. 藤井利也
委員の委嘱

会 長 Ｌ. 藤井利也

新会員あいさつ

Ｌ. 後藤直之

乾 杯

前会長Ｌ. 中村明常
食 事 懇 談
本巣ライオンズクラブ 会 長 Ｌ. 高橋勝美

2018〜2019 334-B 地区 キャビネット役員予定者の紹介
334-B 地区キャビネット幹事予定者 Ｌ. 川田基弘
ごあいさつ 2018〜2019 334-B 地区 キャビネット会計予定者
岐阜城ライオンズクラブ Ｌ. 高田良彦
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 1 月 19 日［会則委員会活躍例会］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

ʞɻĜȦȜɤɘȱȹɣĂ౩ྥɂɜȽɀȞȹȺȞɀĂ
ᄵࡹڷɄ༃ɅȱȹȞɂૃȽɀȤɤɘȳɈɁĂȮڷ
ॽȦȜɤɘȱȹɣɃɭɃɭĂడȱɀȩȺȯȞă

新会員入会式

友好クラブ会長ごあいさつ

ＴＴ登場

ȺȞɀȤɤɘȳȦĂȭɦȥɣɁɜఛࡤɈɺʇʞɻʫ

会 長 Ｌ. 藤井利也
会員副委員長 Ｌ. 安江靖和

幹

事

L. 豊田英司

会長歓迎の挨拶

会長 L. 藤井利也

友好クラブ本巣 LC 会長あいさつ

本巣 LC 会長 L. 高橋勝美

āəɭɄɂഁȩසᆯȩɄɤĂɺʇʞɻʫʞɻĜɅઞ
ݡȱɀɜɣȞĂယɈڻɅɄɥ MD ɂɄɥɢȠɅࡂ
ෟȽɀȩȺȯȞă
新会員紹介
後藤直之様

L. 寺嶋佳男

āႨᅰɁȜɦɊĂޑގȯȵɀ෴Ȟȹ݊ M Ȧ
ޏວ૪Ʌষນȯɭɬގȱɀ෴ȞɀĂMD Ʌ࣓ჍȦ
ȜɥɂဧȧޑɈʑʵˋʍĜɬିȫȯȵɀɜɣȞɘ
ȱȹă
ষນȯɭɉĂ৫ȦૐɂວȲ࠲ɂȞȠȭɂɁĂ
ʈʛɂࢯᆋࠐɜ୴ɘɤɘȱɀʯˁɼʱĜʠɈɕȠɁ
ɜ݊ M ɂજఱɁəɅȧɘȳă
ষນȯɭɉĂ) ߰ *HO ʯˁˋɂȞȠޏଜɬಡᆏȯɦ
ɘȱɀĂൣଲำᄜɂȱɀࡂෟɣɦɀȤɤɘȳă
८ಡ࠲बɈࣞଞޏɈޏෳɜɞȽɀȤɤĂ MD Ɉଭ
ɈۙێɂȱɀࡂෟȽɀȩɦɥɂૃȞɘȳɈɁĂȭ
ɦȥɣĂষນ་ȯɭɬࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă
ࠤඍɁɉȮȰȞɘȳȦĂȮގȯȵɀ෴ȧɘȱȹă

新 会員 あ い さ つ

L . 後藤直之

āޣᅕĂޜɛɘȱɀȜȫɘȱɀȤɛɁɂȠȮȰȞɘ
ȳă༃Ɉ౷ॢɉĂ๏েɅषɘɦɘȱɀࣷȩɅȜɥ
ʺ˄ˁɉ 4 ࠰Ɂ 38 ఱɈၫȦၸɦɀ S268 ɉĂ
୪൘ɅɄɤɘȱȹăȷɈȤȥȬɁĂॄৌݪɉ
ယȜɤɘȱȹăࡎ LC ɉĂᅰ༃Ɂ 71 ୈ༃ɂળ
ȞɘȱɀႨഃ LC ɉ 46 ༃ɁȜɤɘȳăɘȺယɁ
ɉȮȰȞɘȳȦĂȭɦȥɣɜࡎ LC ɈޣᅕɈȮ
ૄຩɬȽɀႨഃ LC ɜȧȩɄȽɀȞȥɄȫɦɊ
ɂૃȽɀȤɤɘȳă
3128 ༃Ăॄ࣍ɉڤฤɁɉȮȰȞɘȳȦĂࡎ
 LC ޣᅕɈȮ०ɂȮཡ๐ɬ༄Ȟȹȱɘȱɀ
ȮډɂൣȢȯȵɀȞȹȺȧɘȳă

2018~2019 キャビネット役員予定者紹介

āႨĂޏɁȧɘȱȹষນ་ɂడȱɘȳă
ૢɉĂ) ߰ *HO ʯˁˋɈൣଲำᄜɁĂ८භ࠲ब
Ɂȳă୦ࣞۙ 6 შɁɞȽɀȤɤɘȳă
๙ຕȜɥࡎ MD ᅕɅĂޏɁȧȹȭɂɬপɤɅ
ૃȽɀȤɤɘȳă
ɘȺɘȺɩȥɣɄȞȭɂɊȥɤɁȜɤɘȳȦĂǍȥ
ɣ၇ࣅȱɀவȱɁɜස࠰Ʌɛɀ෴ȫɥɢȠɅࡂෟ
ɤȹȞɂૃȽɀȞɤɘȳă
ɃȠȸࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘȳă

乾

杯

L . 中村明常

334-B 地区キャビネット幹事予定者 L. 川田基弘

445.C ණࣾʅʻʫʥʛʠޏोᅅฤଞāM/ ᆯྷ
ဋࠎૢᅅฤଞāāāāāM/ ರ౷ටāM/ ܳນுਞ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!āāāāM/ ᄚ࣌ێāM/ ێ
āāāāāāāāāāāM/ ၹܑશ
ဋޏोᅅฤଞ!!ā!āāāāāāāāāM/ ݊ā၇
ૢოࣟෳᅅฤଞāāāāāā!!!!!!!!!!!!M/ ᇑᄄ
ණࣾ MR ᄞဘᅸᅙ႕ોဋۙڳෳᅅฤଞ!!!!!!!!!
āāāāāāāāāāāāāāāāāM/ ນࡱᆯ
ڬ௫ɈʹˋʨĜɁ 3129312:!445.C ණࣾʅʻʫ
ʥʛʠᄜۙɬოɛȯȵɀȞȹȺȧɘȳă
ޣᅕɢɧȱȩȤࡄȞȞȹȱɘȳă

キャビネット役員代表挨拶

会計予定者 岐阜城 LC Ｌ. 高田良彦

ā༜ܑୁʅʻʫʥʛʠ܄ۿɅȜȹɤĂʂĜ˃൦Ǐ
ʖĜˋɁ܄ۿȳɥɂȞȠᆯȞಒɅɄɥɢȠĂޣᅕ
ɂێඳචय़ȱɀĂ܄ۿȱɀȞȧȹȞɂૃȞɘȳă
ɘȹĂວĂᄆโɞჩɬࢼᄵȳɥɜɈɂȱɀĂޣ
ȯɘɈස࠰Ʌɦɀ෴ȫɥɢȠɅĂʅʻʫʥʛʠޏ
ोఊɬოɛȯȵɀ෴ȧɘȳă
ɢɧȱȩȤࡄȞȞȹȱɘȳă

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

šM/ ষນນ་āఛޏȤɛɁɂȠȮȰȞɘȳă
āā૧ MĂȮގȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳă
āāāāāāāāāāM/ ນۈᆀᄓāāǑ-ǌǌǌܟ
šǐఱɈાࢷɈষɈఱૺɬɘȵɘȱȹăపɈ
āಗɈယɉɭȺȥɂૃȽɀȤɤɘȳă
āɘȹĂႨɉૐɈඞ౺ɁႨᅰɄɣ෴ȫɥതɁȳ
āȦĂȜɤȦȹȩʡʥĜʏʿˋȯȵɀ෴ȧɘȳă
āāāāāāāāāāM/ ෳඇငࡢ་āǑ-ǌǌǌܟ
šᄢʉ౧తଆ෨˄ˋʄฆɤɁĂ
Ńᄢʉ౧நʆʻˁā
ā˂Ĝńɬާ๑ȱɘȱȹă
āǔɈఛဧĂ22 Ɉ༸ఛဧɁଲɤ௫Ȭɣ
āɦɘȱȹă
ā
ĶఒෳɈںાķĶܟऋɈںાķɂჭȠȽȹ೧ɣȱ
āȞĶతɈںાķɬ๐ȱɀȞɘȳă
āȮ౾ܧȩȺȯȞă
āāāāāāāāāāM/ ෂࠌৗāāǑ-ǌǌǌܟ
šႨɉĂষນ་ȯɭɬჟૢɅʑʵˋʍĜȯȵɀ
ā෴ȧɘȱȹă
āޣᅕĂࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘȳă
āāāāāāāāāāM/ ૧ݠටāāǏ-ǌǌǌܟ
šႨĂޏɬȯȵɀȞȹȺȧĂȜɤȦɂȠȮȰȞ
āɘȳă
āȭɦȥɣɃȠȸࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă
āāāāāāāāāāM/ ষນ་āāǏ-ǌǌǌܟ

幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā൦ 211 ޑˁɼʂˋʒʇˁʮਡ੫ޏāʈ˃Ĝʯ
āሃɅȾȞɀ
ā3128 ༃ 7 ॢ 41 〜 8 ॢ 5 ɅʏʃʌɁާȯ
āɦɘȳĶ൦ 211 ޑˁɼʂˋʒʇˁʮਡ੫ޏķā
āɈഁࡖሃำಜɉ 3128 ༃ 2 ॢ 24 Ɂȳăā
āઞࡏݡႊଞɉૢოࣟɘɁȮᇦᅵɬȤࡄȞȞȹȱɘ
āȳă
3/āMDJG ॷࣸɅȾȧɘȱɀĂ༃ɈݦരᇉޏɁɈ
āၕࣸĂ284-85: ܟɂ 2 ʋɼˋࡊࣸɈ 51-111 ܟɬ
āഫȱɀĂ3-111 ʡ˃ॷࣸɂȱɀഗɥᅅฤɁȱȹȦĂ
ā23-362 ܟഫɈȹɛʇˁʮɢɤ༅ȱɀĂ༃
ā3-111 ʡ˃ॷࣸĂछႨరૄฤɂȱɀഗɤɘȱȹă
āখఱॷࣸɂȱɀĂ༜ܑୁ M ༃ 23 ॢɅ 2-111
āʡ˃Ă༃ 2 ॢɅɤɘȱɀဏഺ M2-111 ʡ
ā˃ॷࣸȯɦɘȱȹă

理事会・委員会記録
2/ā2 ॢ 22  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
3/ā2 ॢ 23  22ć41āᆅૢޏāā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

委員会・その他のお知らせ
2/ā2 ॢ 23  25ć11āࡎෳᆯರ MD ਗວᇉޏȻ
āāਗɩȵāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃!
3/ā2 ॢ 26 !:ć41āહॷࣞૢޏۙڳāॷॠߤ!ā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāāʶĜʍ 32
4/ā2 ॢ 28 !:ć41āಆவ༃ࣞૢޏۙڳāȤɜȻɈޏ
āāāāāāāāāāāāāāāāࡎ်ູૅߔܧ৫
5/ā2 ॢ 29  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
6/ā2 ॢ 2:  22ć41āᆅૢޏāā
āāāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
7/!ā2 ॢ 33  :ć41 〜 23ć11ā24ć26 〜 27ć11
āȨɏॷॠʍʵĜʗĜʒʇˁʮਗວॷॠ
āāāāāāāāāāāāāāāāāɺʬʗ߂ოঈ๑

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāǍǌǎ-ǕǌǍܟ

出席報告

Ｌ. 大島恵子

౷ۙޏāǔǍშāāāāಌāǓǎშ
ಌᆎāǔǕœāāāޑɈၒ౷āǍǌǌœ
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǎǐǐშĪǓॢჂī
【ライオンズレート】ǍॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł2ǍǓܟ

āāāāāāāāāāāāā૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǍॢǍǕĪᄄīā23 ૪ 26 ယġāޏഥߤޏۙڳᄠᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

