    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1415 回

新 会 員 活 躍 例会報告

2017年３月２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
開会ゴング

会 長 Ｌ. 藤井利也

国旗に礼
国歌斉唱並びにライオンズヒムの歌斉唱
会長あいさつ

会 長 Ｌ. 藤井利也

会長提案

会 長 Ｌ. 藤井利也

次年度クラブ役員候補者 指名会
指名委員長 Ｌ. 中村明常
次年度クラブ役員 選挙会について
会 長 Ｌ. 藤井利也
2016~2017 年度 上半期 会計報告
会 計 Ｌ. 小見山与志夫
青少年委員長 Ｌ. 榎本直司

13 日 L. 吉田直美

ȱɘȳă

30 日 L. 入山憲和

会長提案

［食事懇談］

委員会報告

T.T Ｌ. 吉村輝昭
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
Ｌ. 金田政幸

L. 藤井利也

ɘȹǍშɈఛۙޏɈైೆȦ௫ȦȽɀȧɘȱȹă
ȤইɅᆧȦȜɥɂૃȞɘȳȦෂȯɭăޏଜ
Ɉॄ܄ʋˋʍ˃ʗˋʠɬɞȽɀəȢɥɂɈૢɁȳă
M/ ಀɅైೆȱɀ෴ȧɘȱȹă
ޑĂęޑȩɣȞɅێᇉޏɅᅰɀ෴ȧɘȱɀ
ȷɈ૪ɈဥڱȦྥ௵ɅᆯȩĂɤȹȞɂȞȠȮႨ

また会う日まで
閉会ゴング

長

各委員会

幹事報告

次回例会のご案内

会

Ｌ. 山崎久喜
Ｌ. 伴 幸洋

ＴＴ登場

༃ɜĂરȳஒǏယɈǍɂɄɤɘȱȹȦɬསȩ
ȭɂɈჟȩĂێ౺॰ჩɞɤɘȳɈɁࡱȱȩȤࡄȞඳ

13 日 L. 小見山与志夫
新メンバースピーチ

ȳɥɅȜȹɤĂޕȩɼʼɼʼିȫɀ෴ȧɘȱȹăĪī

幹 事 Ｌ. 豊田英司

3 月誕生日
7 日 L. 細野文壱

ड़ฤȞȹȱɘȱȹă൦ǏဋޏෳেၒଞɈၫɅȤࡄȞ

ಁɅȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă

ボーイスカウトへの支援金の贈呈
慶祝行事

āಪĂૄშޏۙڳȦȜɤĂ૫༃ɈᄜۙেၒଞȦ

会 長 Ｌ. 藤井利也

ఱɈࡏႊɁైೆȱɀ෴ȧɘȱȹă
ޣȯɭ૫ޑᇉޏɅɀɬȤࡄȞȱɘȳɈɁࡱȱȩ
ȤࡄȞȱɘȳă

次年度クラブ役員候補者指名会 指名委員長 L. 中村明常

2016~2017 年度上半期会計報告

幹事L. Ｌ.
矢橋純一
会計
小見山与志夫

ā௫ࡖɈޏोෂ࠰ၡਠɬȯȵɀ෴ȧɘȳă
ȤইɈޏोᆧɬȮᅿݚȯȞă

ボーイスカウトへの支援金の贈呈 青少年委員長 L. 榎本直司

āȤইɈᆧɅȮȰȞɘȳĂʹˋʨĜɬૄშۙڳ
ޏɈၫɁૄშȯȵɀ෴ȩȭɂɅɄɤɘȱȹăȭȻɣ
ɉૄშޏۙڳɁɈেၒଞɁȳȫɦɃɜĂɜȱۙޏɈ
ෂɁ഼ࢼɅైೆȦȜɥɢȠɁȱȹɣైೆɬȤࡄȞ
ȱɘȳă
ȷɈ഼ɈైೆȦȮȰȞɘȵɭɈɁ૫ޑɈᇉޏɅȤȞ
ɀೊࢫɂɄɤɘȳăࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳăɘȹĂ
ێȾడȱഗɤɬȱȹȞɈɁȳȦ൦ǏဋޏෳɅ M/ 
षાɅɄȽɀ෴ȩȭɂɅɄɤɘȱȹăষɂɜȮ
ૅܧɬࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă
3128 〜 3129 ༃ā૫ࡖᄜۙেၒଞɅȾȞɀ
ޏෳ M/ ܳນுਞ
ޏෳ M/ ນۈᆀᄓ
൦ێဋޏෳ M/ ෳඇငࡢ་
൦ဋޏෳ M/ ڭນড়
൦જဋޏෳ M/ षાā
ࠎૢ M/ ݊၇
ޏो M/ ૧ᆹࣧ
ʞĜ˃ʜɼʑʗĜ M/ গȯɢા
ˁɼʂˋʞĜʶ―M/ ಀোێā
ۙڳۙޏෳ M/ ڤ৮ᄡሆ
༃ᆅૢāM/ ݊ငൗᅂāM/ ෳඇင౷
āāāāāM/ ᄚ࣌ێāM/ ࢀྰ
ێ༃ᆅૢāM/ ݡນඪྷāM/ ழॽટᅇૂ
āāāāāM/ ࠎۈāM/ ၹܑશ

次年度クラブ役員選挙会について

会長 L. 藤井利也

ā૫ޑᇉޏɁຎʇˁʮޏഥ൦ 21 ௸ɅɢɤĂ૫༃
)3128 〜 3129 ༃ * ᄜۙɈೊࢫޏɬȞɘȳă
ɄȤĂೊࢫޏɅȤȞɀۙޏɉȷɈಌȥɣᆏেၒĂૄ
შȳɥȭɂɉᅰɘȵɭă
ɘȹĂೊࢫɉຂ࿌ɁȠૢȦঈഥɁȳȦĂགྷɁड़
ฤȯɦɥ௲ਗɜȜɤɘȳɈɁȤࡄȞȱɘȳăȷɦɁ
ɉ૫ޑᇉޏǏॢǍǒĂຎʈˁˋʡʳʞ˃ɁȞɘ
ȳɈɁࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă

āႨɉႨʴĜɼʑʃɾʠࡎીࢾࡼޏᅕɢɤ
ࣸɈȮگᅲȦȜɤɘȱɀĂᇉ༃ɅࡊȿȧȭȭɁഡ
ยȱȹȞɂૃȞɘȳă
ರᅕĂນޏۈෳĂࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă

3 月度慶祝行事
７日 L. 細野文壱

13 日 L. 吉田直美

13 日 L. 小見山与志夫 30 日 L. 入山憲和

メンバースピーチ

幹事

L. 山崎久喜
Ｌ. 矢橋純一

āɈ૪ൣĂࣞݦɉજൣɘɁɂɩɦɀȞɘȳȦĂ
ȷɈʐˋʇʑɬȻ༟ɥɢȠȹɠɘɆᆵɬȱɀȞ
ɥęɁȜɤɘȳă
ૐɉڭ౬ሕဇɈᅪ༃Ă2:71 ༃Ʌ౺ɘɦĂᅌනܠ
૪ൣɅຄࣸၣ෨ɅۜȽܛȱɀઞɤɘȱȹă
८ဘȦগȥȽȹڻĂෂߔ 4 ༃౺Ɉ૪ɅɈ์ࣰɅ८
ɀൖȢɘȱȹă
ȷɈڻ৫ିঅɈ༃ɅତݦୣɘȞɂɄɤɘȱȹȦ
ᅰȦᆯȥȽȹ ) ڻ * ჟૢშᄑ৫Ʌɜਗ߆Ɂȧɘ
ȱȹăෂߔȥɣɛȹʨʑʉʛʠɬ৫Ăߔɂʯ
˄ĜȱɘȱɀĂߔ૪ൣɅɉʍʶĜʅʻˋʯɁǎˎ
ॢาʧˇɼɈߔɅᆗߔȱɘȱȹă
ലࣞষɉʗʂ˃ࣞޢǎྈɈੳଜɅఊȱɘȱ
ɀĂੳɅǎ༃Ăဏ݊ɅǏ༃ɂ๖ࣦɜॄঅȱɘȱ
ȹăȷɈষယɈࣞݦɅȧĂɅȽɀȤɤɘȳă
ȷȱɀȭɈಷᄘ๑Ɉ M/ ນɅᄾɩɦɀޏȯ
ȵɀ෴ȧɘȱȹă
ૢုĂෟȦഽȞڻĂෂਡɈಆɞɁɜʹĜ
ʅʻʛʯɬȱɀȧɘȱȹȦˁɼʂˋʒɉ౦ޢโɅჶ
ཆȞ೨ఉȺɄȜɂૃȞɘȳă
ෟȦഽȞڻষɈᇉޏɜ 4 ޑɅ 3 ޑȩɣȞȱȥ
ɣɦɘȵɭȦĂɘȹఋęɂȮૄຩɈาࡱȱȩȤࡄ
Ȟȱɘȳă

メンバースピーチ

L. 伴

幸洋

幹事

Ｌ. 矢橋純一

幹事

Ｌ. 矢橋純一

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

š૫ටȦɞȽɂय़ਵȱɀȩɦɘȱȹă
āāāāāāāāāāāāāāāāM/ ߧಀ܉āǍǌ-ǌǌǌܟ
šಪଢ଼ɈᅓĂෂఛဧɅȧȩࣞޢ߆ଞɅࡥ੪ȯɦɘȱ
āȹăଖణȧăड़ȱɀૄშ༯ɁɉȜɤɘȵɭăȜȱȥɣȴă
ā߆ɉࣞޢɈ߆ɁȳăষɂɜࡂෟɤɘȳɈɁࡱȱȩ
āȤࡄȞȱɘȳăāāāāāāāāM/ ܳນுਞāāǑ-ǌǌǌܟ
š2 ॢĂ3 ॢʌ˃ʭငᇉޏɁᄭȯȵɀ෴ȧɘȱȹă4 ॢɜࡂ
āෟɤɘȳăāāāāāāāāāāM/ ܝႨશāāǒ -ǌǌǌܟ

委員会報告
出席委員会
āႨఛۙޏɈ M/ ষນ་Ɉ॒࠙ޏɬɞɤɘȳɈ
ɁĂ
āಌޏۙڳɈၫɂ GBY ɬᆔȱȹၫɉࡱȱȩ
ȤࡄȞȱɘȳ
財務大会委員会
āȤࡄȞɂȤඪɣȵඳȱɘȳă
ʏʃʌਡ੫ޏɅȾȞɀɁȳȦર༄ɄȦɣɘȺɃɄ
ȹɜઞݡȯɦɘȵɭă4 ॢȞȽɋȞȤȻȱɀȤɤ
ɘȳɈɁɃɄȹȥઞࡱݡȱȩȤࡄȞȱɘȳă
ණࣾ༃૫ޏɁȳȦႨʩˋʭ˄ʛʠɬȤ༯ɤȯȵ
ɀ෴ȧɘȱȹă6 ॢ 32 ྦോ౦ޢဦݛʓˋʗĜɅ
ɀɩɦɘȳăȭȻɣɜʅʻʫʥʛʠȦȢɀȤɤ
ɘȳăʨʑɜ༯ȱɀȜɤɘȳɈɁഽౘȮઞݡȤ
ȻȱɀȤɤɘȳăࣷෂɅޣȯɭɅȮڨ໘ɬ GBY
ඳȱɘȳɈɁȮ၄ຒࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă
福祉・環境委員会
āႨᇉޏᆡষĂޏۙڳɬଌૈȱɘȳɈɁۙڳɈޣ
ᅕɉȤୠɘɤݚȯȞă

āૐɉூሆ 61 ༃ 2 ॢĂࡎીݡ༐Ɂ౺ɘɦɘȱȹă
ණইɈழߔ৫Ăෂߔ৫ɬലࣞȱĂఊఱɈపɈ༬ෂ
ɬॽɀۋȽȹȵȞȥ৫ɉࡎॻᆏࣞ৫Ɉ
ݻɅమəɘȱȹăലࣞষɉ ) ߰ * ʠĜʀʥʛʇɈ
ɅฆȞĂ23 ༃ࣦɛĂ41 ਫ਼ɬ࡙ɅɈޏଜɅᄋɤ
3 ൣᄆɂȱɀລȥȵɀ෴ȞɀȤɤɘȳă
ȠȻɈޏଜɉூሆ 5Ǔ༃Ʌ೯ࣞȱȹɈɁȳȦĂȦ
ێ౺॰ჩɞȽɀȧȹɜɈɬૐɜȱȽȥɤɞȽɀȞȭ
Ƞɂൣɬ 46 ਫ਼ɁॅȨĂ8 ༃ᄆɈૢɬȯȵɀ෴
ȞɀȤɤɘȳă
ȮܯɜȜɤĂKD Ʌޏȱ : ༃࠰ KD ߤɬȯȵɀ෴
ȧɘȱȹă3 ༃Ăലࣞɬ࡙ɅɈૢɈ࠲बȥɣ
M/ ࡾදɂ M/ ݊ငɅᄾȽɀ෴ȧĂˁɼʂˋʒʇˁʮ
ɈᄑɬൽȥȵɀɜɣȠȭɂȦᅰɘȱȹăૐɜɘȺ
53 ਫ਼ɁȭɈෂɅȞɥɂಪ༮ɊȥɤɁɄȥɄȥᆵ
ȦɊɄȞɂȭɧɊȥɤȺɂૃȞɘȳȦĂȶɌૐȦ
ᅰɥɂȭɧɁߖȱȞˁɼʂˋʒɬɥڻɅɂɅȥ
ȩࡂෟɤȹȞɂૃȞɘȳɈɁࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă

会則委員会
āˁɼʂˋʒྼ़Ʌఛȱȩᆅૢɂȱɀʇˁʮ MDJG
ʋĜʟɻʥĜʗĜɂȞȠɈɬಡȫɘȳă
ྼ़ɅɉɜȠ੪ȽɀȤɤɘȳăȷɦɅȞ࠲बȳɥ
ɂȭɧɈޏഥɅဿ৩ȦȮȰȞɘȳă
MDJG ʋĜʟɻʥĜʗĜɈᆅૢɁȮȰȞɘȳȦຎʇ
ˁʮɁɉੰოĆޏۙڳޏȦ MDJG ɬڙȽɀȤɤɘ
ȳɈɁੰოۙڳෳȦȭɈᆅૢఊɬඐຎȳɥɂȞȠȭ
ɂɁమɛȹȞɂȞȠૢɁȳă
सෞȤɢɍ࿒ྡॽခȞຑɅ࠲ȳɥ൨ஙȧɁࣸߗ
ɬଭࠍĂۙޏɈय़ਵɅȾȞɀ 4 ܟɅ௫ȬɥɈɂޏ
ۙɈȤાȯɭɈঘɍၫɬĶાķɂຕێɬȯȵɀ෴Ȟ
ɀۙޏɈȤાȯɭɈय़ਵɬ 3 ܟȥɣ 2 ܟɅȯ

幹事報告

幹

事

Ｌ. 豊田英司

2/ā3 ॢ 29 〜 31 ā௫ࢡˁɼʂˋʒĆ˂ĜʘĜ
ʏʛʯॸ࢞ޏȦ࠴ਡĆߴટɅɀɩɦĂ൦ 3 ဋණࣾ
ʄʨʢĜǨ༜ܑୁȦಌȞȹȱɘȱȹă
3/ā3 ॢ 2:  :ć41āહॷࣞૢޏۙڳāॷॠߤ
ȦʶĜʍ 32 ɅɀɩɦĂહॷۙڳෳǨႨĂ
഼ഽౘɈۙޏȦઞݡȞȹȱɘȱȹă

【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǏǌǐშĪǍॢჂī
【ライオンズレート】ǎॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł2Ǎ5 ܟ

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāǕǒ-ǌǌǌܟ

出席報告
理事会・委員会記録
2/ā3 ॢ 34  29ć41āޏഥޏۙڳāāāȥɩɣɞ
3/ā3 ॢ 37 !:ć4:āʌ˃ʭငᇉޏāā
āāāāāāāāāāʈ˂Ĝˋʪ˃࠲ʌ˃ʭࣼߖင
4/ā4 ॢ!!2  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
5/ā4 ॢ!!3  22ć41āᆅૢޏāā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
ā

౷ۙޏāǔǍშāāāāಌāǓǏშ
ಌᆎāǕǌœāāāāޑɈၒ౷āǕǌœ

委員会・その他のお知らせ

2/ā4 ॢ 3  29ć41āಌޏۙڳāāāāࢧ଼ݎʣʅ
3/ā4 ॢ 7  25ć11ā൦ 4 ʖĜˋఛۙޏʓʷʢĜā
āāāࡎ࠵ޏāā
ĪਆુīණࣾშᅈমᄎǨ༜ܑێ
) ۜᆎīࠎૢǨၹܑશĂ
Īିਆଞī
ǨટࡈāǨ
ড়ᅖāǨݢ২āǨ݊ᅖᆯāǨষນ་
4/ā4 ॢ 8  24ć11ā߄ॸୌޏāā
āāāāāāāǰǧǬʄĜʟˋʏʞɻშগݎఛࠎೀ
ā൦ 3 ဋණࣾʄʨʢĜǨ༜ܑୁĂ૫ęࡖǟǞࠎૢǨ
ರࡊৠĂ૫ęࡖǟǞޏोǨᆯྷ
൦ 2 ဋޏෳǨܳນுਞĂੰოۙڳෳǨ݊၇
5/ā4 ॢ 21  24ć11ā൦ 6 ޑǤǶǟĆǶǟࡼޏā
āāāāāāāāāāāāʳʞ˃ɺ˃ʺʣ―ʞˁʛʓ
āāāāāāāāāā൦ 3 ဋණࣾʄʨʢĜǨ༜ܑୁ
6/ā4 ॢ 24  28ć11ā൦ 4 ޑʄʨʢĜᄎޏۙڳā
āāāāāāāāāāāāʳʞ˃ʈˁˋˌɿĜ˃ࡎટ
āޏෳǨນۈᆀᄓ!ࠎૢǨၹܑશ!ૢოࣟကۈɀɥə
7/ā4 ॢ 26  28ć11āණࣾშᅈমᄎࡼޏā
āāāāāāāāāāāāāᆧผ౺ॢā
Īજ୭ॻીī
ණࣾშᅈমᄎǨ༜ܑێĂ൦ 3 ဋණࣾʄʨʢĜǨ༜
ܑୁĂ૫ęࡖǟǞࠎૢǨರࡊৠ!
8/ā4 ॢ 26  25ć11āोޏۙڳކᇉޏஈྩāā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
9/ā4 ॢ 27  22ć41āᆅૢޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
:/ā4 ॢ 2:  :ć41ā!હॷࣞૢޏۙڳāॷॠߤĆ
ᄭߔ౺āāāāāāāāāāāāāʶĜʍ 32

૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǏॢǍǒխāǍǎ૪ǍǑယāāఛߤۙޏᄠᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

