    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第14 20 回

新会員入会式・クラブ IT 化推進例会報告

2017年5月18日㈭12：15

334 複合地区

岐阜グランドホテル

L.村田

慶治

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
新会員のご入場

会員委員会委員長 Ｌ. 千賀英治

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

60 周年記念会組織表について 第一副会長 Ｌ. 遠藤昌克
新会員入会式

幹 事 Ｌ. 豊田英司

新会員歓迎の挨拶

会 長 Ｌ. 藤井利也

新会員紹介 中浜 宏様

スポンサー Ｌ. 西垣功一

新会員宣誓

中浜 宏様

国際会長より証明書及びラベルピンの贈呈

6 ॢɈ൦ 3 ᇉޏɁఛޏɈૺޏɬᅰɥɂȞȠɈ
ɉႨຎɅᄵȞȭɂȺɂૃȽɀȤɤɘȳă
ǥǰݛɜ 5

地区ガバナーより礼状及び記念品の贈呈
第二副地区ガバナー Ｌ. 松波英寿

༃ȦȥɤɁɞȽɂवɅȳɥૢȦᅰɘȱȹăȞࠑ

会 長 Ｌ. 藤井利也

ɦɀȞɄȞၫɜɛɉဿȥɜȱɦɄȞɁȳȦࠑɦ

委員会の委嘱
新会員あいさつ

Ｌ. 中浜 宏
［食事懇談］

クラブ IT 化推進講習会
演題

āəɄȯɭĂȭɭɅȻɉă

講 師 Ｌ. 池田昌二

「FAX による連絡なんてもう古い？」

ɥɂႨຎɅ၆ᆀɁȳɈɁĂࢩྏཱܾɬࡧȭȯȴɅݝ
ޑɁɜඐຎȦ࣋ȢɘȳɈɁࡂෟȽɀಹɭɁݚȯȞă
ࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă

「何もかも これ一台 で出来ちゃいます」

60 周年記念会組織表について

「IT は意外と簡単なのだ！！」
ＴＴ登場

T.T Ｌ. 吉村輝昭

第一副会長

L. 遠藤昌克

૫༃ޏෳᅅฤଞɁȜɥ M/ ܳນுਞɁȮȰȞɘȳă

各委員会

ȞɢȞɢ૫༃Ɂ 71 ୈ༃ɬ॒ȢɥބȦʇˁʮɈࡥ

幹事報告

幹 事 Ｌ. 豊田英司

༄ޏɅȤȫɥ೨ఉɬॳບȱɀઞɤɘȱȹăಪาɈ

会計報告

会 計 Ｌ. 小見山与志夫

出席報告

出席委員

委員会報告

次回例会のご案内

Ｌ. 村田慶治

ȵɀ෴ȧȹȞɂૃȞɘȳă
ɃȠȥࡱȱȩȤࡄȞȱɘȳă

また会う日まで
閉会ゴング

ᆅૢޏɁȮɬିȫɘȱɀȭȠȞȽȹ೨ఉɁȥ

会 長 Ｌ. 藤井利也

新会員入会式

幹

事

Ｌ. 豊田英司

地区ガバナーより礼状及び記念品の贈呈 第二副地区ガバナー Ｌ. 松波英寿

新会員の紹介

スポンサー

Ｌ. 西垣功一

ෂȯɭɬȮގȱɘȳ
༃ɅݝȥɈޏɈষɅĂȱɊɣȩɅࡎˁɼ
ʂˋʒʇˁʮɅஒമȱɀȤɣɦȹᎼȯɭɂێɅ
ɭɁȤɤɘȱɀĂݝঠȥˁɼʂˋʒʇˁʮɅɣ
ɄȞȥɂᎼȯɭȦෂટȯɭɬᄾȽɀȷɦɁʑʵˋ
ʍĜɬᅲɘɦȹɈȦɁȱȹă
ȷɈ௲Ɂ M/ ນۈᆀᄓޏෳɂۜȧਗɩȵɀȷȭȥɣ
ɘɤɘȱȹă
ȷɈ༃Ɉ࠰ɅݝɜˁɼʂˋʒʇˁʮɈȤሇɬȱ
ɘȱɀĂȷɈय़ݪෂટȯɭȦބȦࡎˁɼʂˋʒ
ʇˁʮɅȽɀ෴ȩۿɍɅɄɤɘȱȹă
ʑʵˋʍĜɉɛɀɁࠑɦɁޣȯɭɅȮწላɊȥ
ɤȤߙȫȱɘȱȹă༃ȴȽɂȤሇȱɀȧɘȱȹȦĂ
૩ȻɈᆯȞටɁȳăޣȯɭɁۋɀɀȞȽɀ෴ȧȹ
ȞɂૃȞɘȳă
ষɂɜࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘȳă

āࡎˁɼʂˋʒʇˁʮޏෳນۈᅕăఛۙޏޏ
ȤɛɁɂȠȮȰȞɘȳă
ఛȱȞʹˋʨĜɬ॒ȢɥɅȜȹɤĂʇˁʮɢɤఘɢ
ɤȤ୳Ȟడȱ௫Ȭɘȳă
ఛۙޏɬ॒ȢɥૢɅɢɤʇˁʮ 445ǞණࣾɉఛȱȞ
ɺɼʟɻɺɂၢɈᆵɬຶɥૢɅɄɤɘȳăఛۙޏ
ɅɄȽȹۙޏɅᄯڈɈɬੇȱɓĂჱɈˁɼʂ
ˋɅۋɀɀ෴ȩૢȦණۊଜޏɒɈਇॷߤɈۚێɂ
ɄɥૢɂߊఒඳȱɘȳăࡦʇˁʮᅕɈܗęɈཡ๐ɂ
ఛۙޏෂᅕɈഽɄɥߤᄠɬఘɢɤȤɤడȱ௫
Ȭɘȳă
3128 ༃ 6 ॢ 29 āˁɼʂˋʒʇˁʮਡ੫ࢾޏ
445.ǞණࣾāණࣾʄʨʢĜāM/ ࠾ࡹݴ૭
ൣā൦ဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁ

新会員あいさつ

Ｌ. 中浜

宏

āෂɂడȱɘȳă
ఊࣞɉॄ܄ʋˋʍ˃ʗˋʠɬɞȽɀȤɤɘȱɀĂૢ
ოஒɉშগݎɈშܘɈܘɅȮȰȞɘȳăݦɉ๚
෨ɁȮȰȞɘȱɀĂʳʞ˃ʑʵĜʜʩ˃ʋȯɭɈࣷ
ȩɅȜɤɘȳăݦരɉĂෳටێఱɈ 4 ఱݦരɁୣ
ɭɁȤɤɘȳăࡎɅୣəɛȹɈɉ 311: ༃ 21
ॢȥɣɁȳă౺ɘɦɉજ୭ॻᇑૹીĂࢱુ෨Ɉڭ౬
ଭɁȳăூሆ 62 ༃ 4 ॢ౺ɘɦɁ 52 ਫ਼Ɂȳă
ȷȭȥɣȴȽɂજ୭ॻɁۋȻĂߔȺȫຄࢶɅȞȽ
ɀȤɤɘȱȹăȷȭȥɣȴȽɂშগݎɁลਡʟĜʗ
ʨˋʇɂȞȠმ࠰Ɉఒᅙ෮ੈޏଜɁ໘ࣦ 5 ༃࠰Ăެ
ࣦ : ༃า෮ੈࣞოɞࣞ܄Ɂ 24 ༃ࣦɛĂॄ܄ʋˋʍ
˃ʗˋʠɈޏଜɅ๖ఊȱɘȱɀĂᆏȱɀ࠷ 3 ༃
าॄȻɘȳăȴȽɂᆏȱȹȩĂ31 ਫ਼Ʌɉࡧࣞȱ
ɢȠɂૃȽɀȞɘȱȹȦĂࣞݝɁ౺ोɬᆏɀȹɣȞ
ȞȥယȥɤɘȵɭɁȱȹăȷɈ๘ɁลਡʟĜʗʨˋ
ʇɄɣఋęɄࣞହȦॽɦĂݝȦယɅਗȠȥယȥɥ
ɈɁ 24 ༃ࣦɛɘȱȹȦĂȭɈࣞହȺȥɣȞȫɥɂ
ȞȠɈɉჟȥȽȹɁȳăȷɜȷɜݝɈࣞହɂȞȠ৽
ȢൌিɤȺȽȹĂယȦɞɦɥૢɂɞɤȹȞૢ
ɅໃȧమɚȱȥɄȞɂȞȠ৽ȢɅɤɘȱȹăယ
ɉఋęɄࣞହɬॽɀȧɀĂ഼ɈၫɅɺʡʨɼʑȦ
ᅰɥɂȞȠɈɉĂʹĜʃĜɂȥɁɉɄȩɀʦɾʧɾ
ɬȤ๙ȢɁȧɥɈȦယɈࣅəȺɂယȥɤɘȱȹă
ȷȭȥɣॄ܄ʋˋʍ˃ʗˋʠɁɜෂழɅູݛȱɀࣞ
ಕɺʛʯɁȜȽȹɤෂழࡅࣞȯɭȫɈఱૢ೨ఉɬ
ȽȹɤĂಣಉൎɬȠăȭɈ 4 ႨɅʹɼˋɅ
ɞɣȵɀ෴ȞɀȞɘȳăᆏȱɀȳȪɉ༸ɤ௫Ȭ
ȦᆏȹɄȞ૪ࡖȦȮȰȞɘȱɀĂȭȭɅȧɀɢ
ȠɞȩાɬᅤȽɀȞȫɀĂଜޏਇॷɞණۊɈޣᅕ
ɅவȱɁɜইᅰɥɢȠɄૢȦᅰɦɊɂȴȽɂ
ૃȽɀȤɤĂᆯȞʗɼʷˋʈɁȤ౾ߙȫ෴Ȟɀ
ȺȽȹɣɂड़ɛɥૢȦᅰȹɈɁႨຎɅᆯȞ࡙ޏɬ
෴ȫȹɂૃȞɘȳă
M/ ಀɂɉ༃าɅʇʣʏʶȯɭȥɣȮގ෴ȧ
ɘȱɀĂݝȥȤૢɄɃఋęߖȱȩȤȧਗȞȯ
ȵɀ෴ȞɀȤɤɘȳă
ˁɼʂˋʒȦɃɈɢȠɄߤɬȱɀȞɥȥȜɘɤ
ȱȩɉɘȺယȥɣɄȞɈɁȭɦȥɣޣᅕɈȮૄຩȮ
၊ᗳɈาࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘȳăɉᄵȠȮȰ
Ȟɘȱȹă

乾杯

前会長

Ｌ. 中村明常

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

šෂȯɭɬˁɼʂˋʒɈۙێɅ॒ȢɥȭɂȦჟૢ
ᅰȹૢɅࠐଟȱɀă
āāāāāāāāāāāM/ ಀোێāā4-ǌǌǌܟ
šȭɈĂᇘષȜɥࡎˁɼʂˋʒʇˁʮɅޏ
ȯȵɀȞȹȺȧࠐॗȱɀȞɘȳă
ಌɅᇋəĂۙޏɈޣᅕɂɈৄᆔɬߖȱəɅȱɀȞ
ɘȳă
āāāāāāāāāāāM/ ෂāāā4-ǌǌǌܟ
šႨɉˁɼʂˋʒʍɼʠɬತცȯȵɀ෴ȧᄵȠ
ȮȰȞɘȱȹă
ষɉɢɤ၆ᆀɅɄɥɢȠȱɀȞȧɘȳă
ɘȹĂޣȯɭȦȮᆀᅙᅰɥɢȠᆵɁʍʵĜʠȱ
ɀȞȧɘȳɈɁȮც๘ȦȜɦɊȮᇦᅵݚȯȞă
ۙȦʑʶʳĂjQbe ຑɬȤ૩ȻȳɥૢɬࡄȽɀʡʥĜ
ʏʿˋȯȵɀ෴ȧɘȳă
āāāāāāāāāāāM/ දுāǍǌ-ǌǌǌܟ
š6 ॢਖɈˁɼʂˋɅಐɈॼஙɁ 3 ᄆɈࡥ੪Ɂ
ȳăȮێȤࡄȞȱɘȳă
āāāāāāāāāāāM/ ນࡱᆯāāǑ-ǌǌǌܟ
šʌ˃ʭင 5 ॢᇉޏɅȤȧɘȱɀ༃ 4 ޑᄆɈᄭ
ɬȱɘȱȹăॢɈࡎ௱పޏɜೠȽɀȞȧ
ȹȞɂૃȞɘȳă
ɘȹĂȤȥȬȯɘɁ 5 ॢ 27 ȫɁʌ˃ʭʏˋʈ
˃ʯ˄ĜʼĜɈɬȞȹȺȧɘȱȹă
ȭɦȥɣɜ௫ɬᄆૄȱɀȞȧȹȞɁȳăޣᅕȮૄຩ
ɢɧȱȩȤࡄȞȞȹȱɘȳă
āāāāāāāāāāāM/ ܝႨશāǍǌ-ǌǌǌܟ
šޑĂɅൌ෮ȦڏȩɄɤவȱഁȩ൞ಌȱɘȱȹă
ȷɈ૪ʡʥĜʏʿˋɬႆɦɘȱȹă
āāāāāāāāāāāM/ ੂ৲ఒāāǏ-ǌǌǌܟ
šޏȤɛɁɂȠȮȰȞɘȳă
āāāāāāāāāāāM/ ນۈᆀᄓāāǑ-ǌǌǌܟ

幹事報告

幹

事

Ｌ. 豊田英司

2/ā6 ॢ 26  ) ॢ *28;11 〜ā൦ 5 ޑʄʨʢĜᄎ
ޏۙڳĂ29;41 〜పޏȦఆຄɅɀɩɦɘȱȹă
ʄʨʢĜেၒଞ M/ ༜ܑୁĂࠎૢᅅฤଞ M/ ರࡊ
ৠĂޏोᅅฤଞ M/ 髙ᆯྷĂޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂ૫
ࡖޏෳ M/ ܳນுਞĂࠎૢ M/ ၹܑશĂૢოࣟāက
ۈɀɥəȦಌȱɘȱȹă

理事会・委員会記録
2/ā6 ॢ 28  )  *ā25;11!!ोޏۙڳކᇉޏஈྩ
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
3/ā6 ॢ 29  ) ᄄ *ā22;41!!ᆅૢޏā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

23/!
7 ॢ 22 Īī21;41!!445 ൦ 74 ޑထਗණࣾ
ā༃૫ޏāāāāāāāႨʅʛʓɼဦݛʳĜ˃ā
) ޏෳ M/ ນۈᆀᄓāࠎૢ M/ ၹܑશā഼ഽౘઞݡᅅฤ *
āā

会計報告

会計

前会計 Ｌ. 遠藤昌
Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāǍǍǕ-ǌǌǌܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǎშāāāāಌāǓǎშ
ಌᆎāǔǓœāāāޑɈၒ౷āǒǑœ
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǒǎǐშĪǐॢჂī
【ライオンズレート】ǑॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł222 ܟ

委員会・その他のお知らせ
2/ā6 ॢ 31  )  *ā29;11āࠐଟɈޏ
āāāāāāāāāāāā) შᅈমᄎāM/ ༜ܑ* ێ
3/ā6 ॢ 31  )  *ā26;51āಆᅝ MD  66 ୈ
༃ࡥ༄!ޏāāāāāāāāāʳʞ˃ʹʠ˅ʵ˂ʗˋā
āāāāāāāā) ൦ 3 ဋණࣾʄʨʢĜ M/ ༜ܑୁ *
4/ā6 ॢ 32  )  *ā:;41!!!હॷॷࣞૢޏۙڳॠߤ
āāāāāāāāāāāāāāāāāāāʶĜʍ 32
5/ā6 ॢ 32  )  *ā21;51!!൦ 74 ޑණࣾ༃૫ޏā
āāāāāāāāāāāྦോ౦ޢ౺ߤဦݛʓˋʗĜā
)ǦǮࡎܘ႘ȲɟȠɧȩʯˁʎ 7 ૪ 56 ယୠਗ *
6/ā6 ॢ 33 Īॢīණࣾ༃૫ࡥޏ༄ʌ˃ʭā
āāāāāāāāāāāāྦോટʃˋʠ˂Ĝࣼߖင
7/ā6 ॢ 34 !) ࡎ!* ݮಀ MD46 ୈ༃ࡥ༄ૢࣞā
21;51 〜āāʈˁˋʡʳʞ˃ā) შᅈমᄎ M/ ༜ܑێĂ
ޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎૢ M/ ၹܑશ *
8/ā6 ॢ 37 !) ࣸ *!൦ 4  ޑ:MD ޏෳࠎૢޏā28;11 〜
āᆟ࠵ȳȨટā) ޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎૢ M/ ၹܑશĂ
૫ࡖޏෳ M/ ܳນுਞĂ૫ࡖࠎૢ M/ ݊၇āĂૢოࣟ
ကۈɀɥə *ā
9/ā6 ॢ 37 !) ࣸ *!!:;49!!ࡎ MDĆࡎ௱ MD ప
ʌ˃ʭޏāāāāāāʈ˂Ĝˋʪ˃࠲ʌ˃ʭࣼߖင
:/ā6 ॢ 38 !)  *!22;56āʠˋʴදāதႷૺā
āāāāāāā) ޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎૢ M/ ၹܑશ *
21/ā6 ॢ 39 !)  *!24;11!ࡎෳᆯರ MD य़ 61 ୈ
༃ࡥ༄ૢࣞāɏɦȜȞ࠵ޏʍˁʶˋʃʳĜ˃
āāāāāāā) ޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎૢ M/ ၹܑશ *
22/ā6 ॢ 42 !)  *22;41ā૫ࡖજᄜʓʷʢĜā
Ī૫ࡖ
൦ 2 ဋණࣾ·ßËßÆ±M/ ༜ܑୁāMRĆᄞဘᅸᅙ႕ોဋڳ
ۙෳ M/ ນࡱᆯāZDF ဋۙڳෳ M/ ܼഺ။ދĂ૫ęࡖ
DCࠎૢM/ರࡊৠĂ
૫ęࡖDCဋࠎૢM/ರ౷ටĂ
૫ę
ࡖ DC ૢოࣟෳ M/ ᇑᄄāQS ဋۙڳෳ M/ දு
૫ࡖޏෳ M/ ܳນுਞĂ૫ࡖࠎૢ M/ ݊၇ā૫ࡖޏो
M/ ૧ᆹࣧāૢოࣟۙāကۈɀɥəāݡນᆅषાī
āā

૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǒॢ 2 ĪᄄīǍǎ૪ǍǑယāʇˁʮ JU ైݛమᇉޏǎࡎʈˁˋʡʳʞ˃

