    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1184 回岐阜長良川 LC 第 1414 回岐阜南 LC
2017年2月16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
開会ゴング

岐阜南 LC 会長 Ｌ. 藤井利也

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
会長・歓迎のあいさつ
会長ごあいさつ

岐阜南 LC 会長 Ｌ. 藤井利也
岐阜長良川 LC 会長 Ｌ. 高見昌伸

次期役員候補者指名会について 岐阜南 LC 会長 Ｌ. 藤井利也
ゲストの入場

岐阜南 LC 会員副委員長 Ｌ. 安江靖和

ゲストの紹介

岐阜南 LC 幹事 Ｌ. 豊田英司

山内星佳さん（朗読） 山内ますみ様（山内星佳さんの母）
吉井 聡さん（ピアノ） 吉井みゆ紀様（吉井聡さんの母）
浅井詠子さん（ゆめぽっけリーダー）
浅井敦子様（ゆめぽっけ代表、浅井詠子さんの母）
北村多佳子様（チェリスト）

āࡎෳᆯರǨǟɈޣȯɭĂɢȠȭȷȤܛȱȞȹȺ
ȧɘȱȹăɉᄯɬఠɛɀȞȧȹȞɂૃȽɀȤ
ɤɘȳăɘȹĂ൦ǎဋණࣾʄʨʢĜɂȞȠȭɂɁĂ

食 事 懇 談
福祉委員会アクティビティ 岐阜南 LC 福祉委員長Ｌ. 岡部泰雄
講演 「ダウン症と自閉症について」
ゆめぽっけ代表 浅井敦子様
朗読とチェロの演奏
ゆめぽっけ 吉井 聡さん 浅井詠子さん

支援金の贈呈

岐阜南 LC 会長 Ｌ. 藤井利也

ゲストの退場

岐阜南 LC 会員副委員長 Ｌ. 安江靖和

ＴＴ登場

岐阜長良川 LC T.T Ｌ. 鈴木堅世
岐阜南 LC 前々 T.T Ｌ. 小見山与志夫

委員会報告

岐阜長良川 LC: 岐阜南 LC 各委員会

幹事報告

岐阜長良川 LC 幹事 Ｌ. 渡邊直哉

会計報告

岐阜長良川 LC 会計 Ｌ. 吉田博政

岐阜南 LC 幹事 Ｌ. 豊田英司
岐阜南 LC 会計 Ｌ. 小見山与志夫
出席報告

岐阜長良川 LC 出席委員会
岐阜南 LC 出席委員会

次回例会のご案内
岐阜長良川 LC：３月１日 岐阜グランドホテル
岐阜南 LC：３月２日 岐阜グランドホテル
また会う日まで
閉会ゴング
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朗読：ゆめぽっけ 山内星佳さん チェロ演奏：北村多佳子様
ピアノ演奏

M/ ༜ܑୁȦఋęɄߤɬȱɀȤɤɘȳȦĂࡎෳ

岐阜長良川 LC 会長 Ｌ. 高見昌伸

ɈᇉޏɉȤ଼ɉɘȵɭȦĂɢɧȱȩȤࡄȞȞ
ȹȱɘȳă

会長ごあいさつ

岐阜長良川 LC 会長 L. 高見昌伸
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ɬᇳȞȹȱɘȳăఘɬभȫɀဧȞɀȜȬɀȩȺȯ
ȞăȷȠȳɦɊȭɈાȹȻȦယɈ௩ޮɬۣȯɄȞ
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ȜȬɘȳă

朗読 & ピアノ演奏 & アンサンブル演奏
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ȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳăࡎǨǟɅɉਰȥɣ
ဿȤ౦ሇɅɄȽɀȤɤɘȳăȮૄຩȞȹȺȧࠐଟඳ
ȱɀȤɤɘȳă
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౦ሇɅɄȽɀȤɤɘȳă୭ɇɀࠐଟడȱ௫Ȭɘȳă
ȞȾɜɉȤ଼ȦȽɀᅣɄઽɊȥɤ༦ॽȱɀȤɤ
ɘȳȦĂᄕɉȤ଼ჟȱɂȞȠૢɁȳɈɁນޏۈෳ
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講

演

ゆめぽっけ代表 浅井敦子 様
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ɁȱȹăɁɜૐɉɅȭɦɉȭɈાɈখ౯ɄɭȺɂ
৽ȢĂฆɈાɂဿɩɣȴાۋɀȱɀɘȞɤɘȱȹă
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T.T 登場

前々 T.T

Ｌ. 小見山与志夫

šࡎෳᆯರ MD ᅕɢɤāāāāāāāāāāāā
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幹事報告

幹事

Ｌ. 豊田英司

2/ā3 ॢ 21  22ć11ā൦ 4 ޑʅʻʫʥʛʠࡼޏȦ
જ୭ॻીāʳʞ˃ʈ˂ĜˋʩĜʇɅɀɩɦĂ
ණࣾშᅈমᄎǨ༜ܑێĂ૫ࡖʅʻʫʥʛʠණࣾ
MRĆᄞဘᅸᅙ႕ોဋۙڳෳāǨນāࡱᆯĂණࣾ
ZDF!ဋۙڳෳǨܼഺ။ދĪࡎෳᆯರǨǟī
ā૫ę
ࡖʅʻʫʥʛʠࠎૢǨರࡊৠĂ૫ęࡖޏोǨ
ᆯྷĪࡎ௱ǨǟīȦಌȞȹȱɘȱȹă
3/āˁɼʂˋʒʇˁʮ 211 ୈ༃ࡥ༄ʋɼˋɈྀ༸ā
ʋɼˋ 2 ႳɅȾȧ!%63/:6
ঔฤཹ 2 ʡ˃ࣺݽɉĂɺʹ˂ʃਗਡഢာࣟɁഢ
ȯɦȹɜɈɁĂˁɼʂˋʒ೯ଞʹ˃ʫ!ˋĆʐʿĜ
ˋʒȦ࿑ȥɦɀȞɘȳăʋɼˋ 2 ႳɅȾȧ 21!ʡ˃
Ȧࡍɂȱɀ MDJG Ʌૅပɩɦɘȳă
!
ਈࡏႊɈၫɉ 3 ॢ 35 ɘɁɅૢოࣟɅȮᇦᅵɬ
ȤࡄȞȞȹȱɘȳă

理事会・委員会記録
2/ā3 ॢ 26  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
4/ā3 ॢ 27  27ć41āૄშޏۙڳāā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

委員会・その他のお知らせ
2/ā3 ॢ 29 〜 31 ā௫ࢡˁɼʂˋʒĆ˂ĜʘĜʏʛ
āʯॸ࢞ޏā࠴ਡĆߴટā
āāāāāāāāāā൦ 3 ဋණࣾʄʨʢĜǨ༜ܑୁ
3/ā3 ॢ 2:  :ć41ā!હॷޏۙڳāॷॠߤ!āā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāāʶĜʍ 32
4/ā3 ॢ 34  29ć41āޏഥޏۙڳāāāāȥɩɣɞ
5/ā3 ॢ 37 !:ć4:āʌ˃ʭငᇉޏāā
āāāāāāāāāāāʈ˂Ĝˋʪ˃࠲ʌ˃ʭࣼߖင
6/ā4 ॢ!!2  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
7/ā4 ॢ!!3  22ć41āᆅૢޏāā
āāāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāāǎǓ-ǌǌǌܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǍშāāāāಌāǒǕშ
ಌᆎāǔǑœāāāā!ޑɈၒ౷āǔǒœ
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǏǌǐშĪǍॢჂī
【ライオンズレート】ǎॢĆĆǍǱǯʡ˃ŁǍǍǐܟ
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