    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1413 回 青 少 年 委 員 会 活 躍 ・ 節 分 例会報告
2017年2月9日㈭ 12：15

334 複合地区

スローガン

司会

L.松尾

仁

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

伊奈波神社

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

会員委員長

Ｌ. 安江靖和

会

Ｌ. 藤井利也

開会ゴング

長

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・ビジターの紹介
岐阜県立岐阜盲学校

幹

事

Ｌ. 豊田英司

高等部本科普通科

3年

池田

稜さん

高等部専攻科理療科

3年

山路

竣哉さん

学校長
岐阜県立岐阜聾学校

林

高等部全日制の課程普通科

3年

市原

高等部全日制の課程普通科

3年

小川

高等部主事
高等部教諭

会

会長あいさつ

長

亨様
美咲さん
涼さん

宮川

直樹様

石田

朋昭様

ɤȦɂȠȮȰȞɘȳăɉᇼߔ৫Ăჿߔ৫Ɉޣȯ

酉年生まれの会員による豆まき
Ｌ. 寺嶋佳男

Ｌ. 豊田哲雄

ɭɢȠȭȷȞɣȽȱɝȞɘȱȹă

青少年委員会の活躍
「盲学校・聾学校優秀生徒さんの表彰」
青少年委員長Ｌ. 榎本
岐阜盲学校

高等部本科普通科 3 年

高等部専攻科理療科 3 年

ご挨拶

山路

池田

直司

ɘȳăૃȞȽȧɤຜɬɐȾȫɀɞȽɀɕȱȞȪɣȞ

林

亨様

高等部普通科

3年

市原

美咲さん

高等部普通科

3年

小川

涼さん

ご挨拶

高等部主事

宮川

直樹様

「食事懇談」

ゲストの退場

会員委員長

2 月度慶祝行事

6 日 Ｌ. 鈴木

伸二

23 日 Ｌ. 矢野

敏朗

26 日 Ｌ. 山岡

慶次

Ｌ. 安江靖和

誕生日祝

1 日 Ｌ. 大野満知子 Ｌ. 藤井

利也

9 日 Ｌ. 福村

5 日 Ｌ. 村田
善光

25 日 Ｌ幾田

Ɉ༃ටȦɀȧɘȳăষɁࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă
ಪʹˋʨĜɈ M/ ᇑᄄȦȮાധɈȮय़ਵɬၡਠ
ȯɦɘȱȹăʇˁʮɁݝɜဧȞɀɄȩɀȤ୳Ȟࣸɬ
ȳȭɂȦষɅɄȽɀȱɘȞɘȱȹă

慶治

19 日 Ｌ. 呉岡

弘文 26 日 Ｌ. 後藤

勉
直之

ɉȭɦȥɣȤ୳ȞࣸɬȷȠɂૃȞɘȳă
ɉࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă

酉年会員によるスピーチ
Ｌ. 寺嶋佳男（Ｓ44 年 11 月 27 日生）
Ｌ. 豊田

哲雄（Ｓ32 年 1 月 15 日生）

TＴ登場

T.T Ｌ. 吉村輝昭

委員会報告

各委員会

幹事報告

幹事

会計報告

前会計

出席報告

Ｌ. 豊田英司
Ｌ. 呉岡

勉

出席委員会

次回例会のご案内

Ｌ. 松尾

仁

また会う日まで
閉会ゴング

ɉಣယɂȞȠૢɁĂষɁ༃ටǎშɈშɬঘɍ

稜さん

竣哉さん

学校長
岐阜聾学校

ޣȯɭɉࠂȞɂȭɧĂഽౘȮಌ෴ȧɘȱɀȜ

Ｌ. 藤井利也

会

長

Ｌ. 藤井利也

酉年生まれの会員による豆まき

岐阜県立岐阜盲学校

ご挨拶

L. 寺嶋佳男 L. 豊田哲雄

優秀生徒の表彰

岐阜県立岐阜盲学校

学校長

林

岐阜県立岐阜聾学校

ご挨拶

享様

āɉႨຎɅȤȧ෴ȧɘȱɀȜɤȦɂȠȮȰȞ
ɘȱȹăಮ০ݨɈટᇭȩɭɁȳȫɦɃɜଯɈငɁ
211ȉĂ311ȉɈႨࡥሃɬɜȽɀȞɘȳă
ಕɄȦɣɜર༄ɄȦɣ˂ʂʩˁ˂ˋʬʛʇɅɉ
โɅೊɊɦɘȵɭɁȱȹȦĂലࣞষĂ
ࡅࣞɅȽ
会長 L. 中村明常
ɀȥɣɜᇣɬಓə୭ɇĂ3131 Ɉຄࢶʂ˂ˋʬʛ
ʇɅ௲ɁȧɥɢȠࡂෟȽɀȩɦɥɂૃȽɀȞɘ
ȳă
āදȩɭɉɁȳɇĂਡɈ၉ሄޏɂȞȠɈȦȮ
ȰȞɘȱɀĂߔ৫Ɂɘȴ 2 ڮɅɄɤĂෂငණࣾɁ 2
ڮɅɄɤᄭɬɂɤĂȷȱɀ༃ɉੳɁޏȦ
ާȥɦȹɈɁȳȦĂȷɈޏɁ 5 ڮɁȱȹă်ູ
ɂȞȠɈɉ 5 ڮɈૢɁȳă
ȭɦɉႴఛဧଜȦࢼȯɦȹਡɈჿߔ৫ෳޏȦ
ȳɥޏɁȱɀĂྒɉȷȠȞȠᄭɄಕɬȤ
ȯɛɘȱȹă
ǎఱɂɜჿߔ৫ɬൣȳɥ౺ɂȱɀޣᅕɅɜȤ
ɛ෴ȧɘȱȹૢɬ܉ȺɂૃȞɘȳă
ɃȠɜȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă

幹事 Ｌ. 矢橋純一
優秀生徒の表彰

岐阜県立岐阜聾学校 高等部主事 宮川 直樹様

āႨɉȭɈɢȠɄ܉ᅈȜɥɬ౺Ʌ෴ȧɘȱɀ
ࠐଟడȱ௫Ȭɘȳă
ႨຎɅȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳăࡎᇼߔ৫Ʌɉݚɉ
4 ਫ਼ȥɣ௫ɉ 31 ਫ਼ɘɁ෪ߌ௩ޮଞȦᄝ :1 შ੭ಔ
ȱɀȤɤɘȳă
ĶცɥȩāɄȥɢȩāȭɂɊၹȥɅāইɢȩķɬ
৫थɅ၇ࣅɞငߤĂ౺ߤޏɅێ౺॰ჩଲɤ೨
ɭɁȞɘȳă
āીঈȯɭɉʨ˄ĜʴĜ˃ငɁழರȩɭɉᆌ௫ငɁ
ߤᄠɬȱɘȱȹăᅕęɄॳฤɅಱȱఋęɄ߆ɬ
ଲຶȱɘȱȹăലࣞষɈૢɅɜ௫ఘɬɜȽɀಗ
ࠐɈȜɥૢɬಁଌɅɞȽɀȩɦɥɂȞȠɏȠɅ
ߊఒȱɀȤɤɘȳăȭɈɉႨఱɅɂȽɀɉɜȻɧ
ɭষ༮ɅɜȧɄᇋəɂɄɤɘȳă
ষɜȮૅܧɬ෴ȫɦɊဿࡌȱȩૃȞɘȳăႨ
ɉɃȠɜȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă

指名委員の委嘱

会長 L. 藤井利也

ಪĂૄშۙڳɈၫɬೊɊȵɀ෴ȧɘȱȹɈɁȷɈ
ၫęɈȤშɬȤঘɍȯȵɀ෴ȧɘȳă
ૄშۙڳෳāM/ ෂഺც௵
M/ ນۈᆀᄓĂM/ ෳඇငࡢ་ĂM/ ழॽટᅇૂĂ
M/ ෂഺც௵ĂM/ ڭນড়ĂM/ ܳນுਞĂM/ ၹܑશĂ
M/ ᇑᄄĂM/ ݊ငൗᅂĂM/ ݊၇ĂM/ षાĂ
M/ গȯɢાĂM/ ൲ࡩᅆાĂM/ ࣌ᄙࡈĂ
M/ ႨĂM/ ࠰ĂM/ ၹ็ᅂ
ɬૄშۙڳɅڳంȯȵɀ෴ȧȹȞɂૃȞɘȳɈɁࡱ
ȱȩȤࡄȞඳȱɘȳă

2 月度慶祝行事

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

šႨɉˁɼʂˋʒʇˁʮɈޣᅕɈȤȥȬɁᄻȜɥȭȭڭ
໖༜తଜɁȮຐȯȵɀ෴ȧȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă༃ɜ
ɾɻĜʍĜʮɈ૩ȻɁࡂෟȽɀઞɤɘȳă
āāāāāāāāāāM/ ૧āݠටāM/ ၹ็ᅂāǏ-ǌǌǌܟ
šႨɉඞ౺ăȱȥɜࡈୁăȯɕɃɛɁȹȞɂɉૃɩȴɜɈ
Ȧɘȴɉ०য়ɁȜɥȭɂɅࠐଟȱɀă
āāāāāāāāāāāāāāāāM/ ဏഺāāǑ-ǌǌǌܟ
šॢĂগࡏɬჟૢ॒Ȣɘȳăষɂɜ०য়Ʌᆗڷȱɀࡂෟɤ
ɘȳăāāāāāāāāā
āāāāāāāāāāāāāāāāM/ ࡐৠဦāāǑ-ǌǌǌܟ
š3125 ༃ȥɣ़ɩɣȵɀ෴ȞɀȞɥࡎીɈࢣైమૢࣞɅ
1 日 L. 大野満知子 L. 藤井
6 日 L. 鈴木

伸二

23 日 L. 矢野

敏朗

26 日 L. 後藤

直之

利也

9 日 L. 福村

5 日 L. 村田
善光

25 日 L. 幾田
26 日 L. 山岡

慶治

19 日 L. 呉岡

༃ɜ࠲ɩɣȵɀ෴ȧɘȱȹăၚ৫Ɉෂߔ৫Ɂಆவ༃ۋĂ
勉

弘文
慶次

ۋɅ࠲ȳɥਆሇɬȯȵɀ෴ȩࡦ୭Ʉ࡙ޏɬ෴ȧɘȱȹăɘȹĂ
ȷɈ໘ᅎɬʭ˂ĜʲĜʩĜɁގȱɀ෴ȧɘȱȹăૐࢼɅૅ
Ȣɀ෴ȞɀȞɥޣᅕɒࠐଟɈ૩ȻɬਮɛɘȱɀʡʥĜʏʿˋ
ȯȵɀ෴ȧɘȳă

酉年会員スピーチ

āāāāāāāāāāāāāāāāM/ ۱ࡤۈᇳāāǑ -ǌǌǌܟ

幹事報告

M/ ၹā็ᅂ
ɉɃȠɜޣȯɭȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă
ޣȯɭɈȤȥȬɁȭɈᄻȜɥڭ໖༜తଜɁȮຐ
ȜȬɥȭɂȦᅰɘȱɀᄛပȞɬȱɀઞɤɘȱȹǎ
ఱɁȮȰȞɘȳăႨ๚ɁɉɄȩȭɈత๚ɁȮຐȜ
Ȭɀ෴ȧɘȱȹăȷɈෂɁێȺȫۗɅરȽȹ
ᅝȦȮȰȞɘȱȹă௫Ʌɉ௫ɬസȞĂݚɬଳɦɂȞ
ȠૢɬతȯɭȦࣚȽɀȞɘȱȹăȷɦɬଳɤɘȱ
ɀĂȭɈˁɼʂˋʒɈʹˋʨĜɂȱɀɞȽɀઞɤ
ȹȞɂૃȞɘȳăɃȠȸষɂɜȮૄຩɈาࡱȱȩ
ȤࡄȞඳȱɘȳă
M/ ૧āݠට
ɉȮຐȯȵɀ෴ȧɘȱɀȜɤȦɂȠȮȰȞɘ
ȱȹă້༃ɁȳȦૐɈૌɭȺၚɜଌɉ້༃ɁĂଌɉ
ાɤɅಮ༄ȱɀȤɤɘȳȦᅰɀȩɥાࢷȦ້
༃ɁȜɥɂȞȞɄțɂȞȠૢɁࡂෟȽɀȤɤɘȳ
Īīă4 ൣറȫɀ້༃ɬᄆૄȱɀ༃ɉࡂෟɤɘȳ
ɈɁȶɌɂɜࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘȳă
ɉȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă

幹事

Ｌ. 豊田英司
前会計 Ｌ. 遠藤昌克

2/ā൦ 3 ޑʄʨʢĜᄎޏۙڳၡਠĪ23 ॢ 2: ī
ā!!൦Ǐ ޑI[D0[D ࡼޏĪ2302:ī
ā
ϱāۙޏഝࣅɂ൞ޏ႕ો
ϲāMDJG ॷࣸɉখఱॷࣸɈəɄɣȴഽȩɈۙޏɅ
ࢾᆵɬ࢙ɛɥڷჍɁɈĨˇˋʋɼˋĩၕࣸɬࠅɛɀ
ᅧȱȞă
ϳāᄜۙȦႴ༃ৄൣȳɥȹɛவȱɁɜഁȞ૪ࡖɅ
MD ɒɈᆅސɬఠɛɥȹɛɅĂ૫ࡖɉǏॢɅɜᄜۙ
ʓʷʢĜɬާȳɥă
ϴāछႨණరɅൎȳɥૅܧɬȽȹय़ݪĂʅʻʫ
ʥʛʠࣱޮಓᆏࣸȦ 611 ܟɬޑݚȽȹȹɛ
ێۙޏఱຎȹɤŏ311 ɈࢪȦड़ฤă
ϵāɾɿʮࡼޏɬᅰ༃ǍॢঅโɅଌૈᅅฤă
϶āᅰ༃൦ 211 ޑʏʃʌਡ੫ޏɅێఱɁɜഽȩ
ɈȮಌɬɢɧȱȩȤࡄȞඳȱɘȳă
ā൦ ǏǶ૫ ࡖǶǟে ၒ ଞǨ  ಁĂ
Īࡎ  ಀǨǟī
૫ࡖǶǟǝেၒଞǨౝᄘ౷૫ᇾĪࡎಀǨǟīɈೊ
Ȧȯɦɘȱȹă
൦ 73 ޑႨబൌ௩ޮଞဏޏȨɏ౸ᆔޏঢ়ਠ
ऻ ੪ ྣ ᅙĂ߂ ʇ ˁ ʮ  ێ  ܟɂǶǟૢ ო ࣟ ਗ ो
211-111 ࢪܟȦȯɦɘȱȹăā
3/ā2 ॢ 31  28ć41āʄʨʢĜʙĜʸॸୌȦĂ
445 ထਗૢოࣟɅɀɩɦā൦ǎဋණࣾʄʨʢĜǨ
༜ܑୁā૫ęࡖࠎૢᅅฤଞǨರࡊৠā૫ęࡖޏ
ोᅅฤଞǨᆯྷȦಌȞȹȱɘȱȹă
4/ā2 ॢ 33  :ć41 〜 23ć11ā
āāāāāāā24ć26 〜 27ć11ā
ȨɏॷॠʍʵĜʗĜʒʇˁʮਗວॷॠȦĂɺʬʗ߂
ოঈ๑Ʌɀɩɦɘȱȹă
ā

理事会・委員会記録
2/ā2 ॢ 33  21ć15āʌ˃ʭငᇉޏā
āāāāāāāāāāāā߂ოঈʃˋʠ˂Ĝࣼߖင
3/ā3 ॢ 2  2:ć11ā
āā3129 ༃ʅʻʫʥʛʠஈྩࡼޏāāȥɩɣɞ
4/ā3 ॢ 9  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
5/ā3 ॢ :  22ć41āᆅૢޏāāāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāڭ໖༜తଜ

委員会・その他のお知らせ
2/ā3 ॢ 21  22ć11ā൦ 4 ޑʅʻʫʥʛʠࡼޏāજ
ā୭ॻીāʳʞ˃ʈ˂ĜˋʩĜʇ
āණࣾშᅈমᄎǨ༜ܑێĂ૫ࡖʅʻʫʥʛʠණࣾā
āMRĆᄞဘᅸᅙ႕ોဋۙڳෳāǨນāࡱᆯĂණࣾ
āZDF!ဋۙڳෳǨܼഺ။ދĪࡎෳᆯರǨǟī
ā૫ę
āࡖʅʻʫʥʛʠࠎૢǨರࡊৠĂ૫ęࡖޏोǨ
āᆯྷĪࡎ௱Ǩǟī
3/ā3 ॢ 26  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
4/ā3 ॢ 27  27ć41āૄშޏۙڳāā
āāāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

会計報告

前会計

前会計 Ｌ. 遠藤昌克
Ｌ. 呉岡 勉

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāǍǍǒ/ǌǌǌܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǍშāāāāಌāǒǒშ
ಌᆎāǔǍœāāāāޑɈၒ౷āǕǍœ
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǏǌǐშĪǍॢჂī
【ライオンズレート】3 ॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł225 ܟ

૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǎॢǍǒĪᄄīǍǎ૪ǍǑယāࡎෳᆯರ MD ਗວဏߤޏۙڳᄠᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

