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334 複合地区

岐阜グランドホテル

スローガン

L.西垣

功一

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
会員委員会副委員長Ｌ. 安江靖和

ゲストのご入場

会

開会ゴング

長

Ｌ. 藤井利也

国旗に礼
国歌斉唱並びにライオンズクラブの歌斉唱
事

Ｌ. 豊田英司

日本児童育成園

幹

園長

長縄良樹様

トンボ池を守る会事務局

会長

可児幸彦様

会

長

Ｌ. 藤井利也

幹

事

Ｌ. 豊田英司

園長

長縄良樹様

ゲストの紹介

会長あいさつ
ライオンズクラブ 100 周年記念
レガシープロジェクト

āȜɂ 3 ޑɈᇉޏɬરȳɈəɂɄɤɘȱɀĂޣᅕɜ

○日本児童育成園へ「優勝旗」の寄贈
ご挨拶

日本児童育成園

○トンボ池を守る会へ

ʳʛɂȯɦɀȞɥɈɁɉɄȞɁȱɡȠȥă
ಪॢĂટɅɀණࣾ༃૫ޏȦȜɤɘȱɀĂʇˁʮ

「木曽川トンボ天国案内パネル」を寄贈

ɂখఱɈᆤၫɁɬିȫɥȭɂȦɁȧɘȱȹă

ご挨拶
トンボ池を守る会事務局

会長

可児幸彦様

慶祝行事

445C ණࣾɈෂɁ 89 ʇˁʮෂĂ8 ʇˁʮɅ෴ȧɘȱ

10 月誕生日
1 日 L. 寺林

ʇˁʮɂȱɀɉĂʄʨʢĜ်ູɬ෴ȧɘȱȹă

均 4 日 L. 高橋泰之 12 日 L. 菊池利哉

13 日 L. 葛西栄二 15 日 L. 大山照子 17 日 L. 渡邊波男
28 日 L. 遠藤昌克

ȹăȭɦɜɌɂȢɅĂޣᅕɈȤȥȬȺɂૃȽɀȤɤ
ɘ ȳăɘ ȹ খ ఱ  Ɂ ȳ ȦĂM/  ༜ ܑ ୁ ȦĂ

［食事懇談］
ゲストのご退場
クラブ IT 化推進

会員委員会副委員長Ｌ. 安江靖和
講師Ｌ. 池田昌二

講習会

MDJG2111 ࣸॷכɬ 2 ༃Ɉ໘Ʌ 4 ޑɩɦɘȱȹɈ
ɁĂMDJG Ɉࣺɬ෴ȧɘȱȹă

①スマホ・IPAD の操作説明

ਗɩȵɀȮၡਠȞȹȱɘȳă

②パソコン（情報発信）の操作説明
T.T

ＴＴ登場

Ｌ. 吉村輝昭
各委員会

委員会報告
幹事報告

幹

会計報告

会計

事

Ｌ. 豊田英司

Ｌ. 小見山与志夫
出席委員

出席報告

Ｌ. 吉田直美

次回例会のご案内
また会う日まで
閉会ゴング

会

長

Ｌ. 藤井利也

ライオンズクラブ 100 周年レガシープロジェクト
ā˄ʄʏĜʯ˅ʐɿʇʠɂɉݝȥĂ༃ MD ɉ 211
ୈ༃ࡥ༄ɬ॒Ȣɘȱȹăࡎ MD ɅȤȧɘȱɀɉĂ
ႨɉĂ3 ȾɈචൌɅȤܛȱȞȹȺȞɀȤɤĂ߂ච
ൌɅഡยȳɥɜɈȦȜɤɘȳă
2 ȾᄆĂႨຮۋܠɉބęɈಪ༮ M Ȧ 46 ༃
ɅᄭࡔɬഡยȱɀȤɤɘȳă
ȭɦɉĂෳȧɅɩȹɤૈಡɁȤȞ෴ȞɀȤɤɘȱ
ȹȦĂᇚݛȦమə༃ĂෂഺޏෳɈ૪ɅگᅲȦȜɤ
ɘȱɀĂࡖ˄ʄʏĜʯ˅ʐɿʇʠɂȞȠवɁഡย
ɬ॒ȢɥȭɂɅɄɤɘȱȹă
ɜȠێȾɉĂᄄೞರɅȜɤɘȳʠˋʴදɈࠡྲྀ
MD Ɉ 51 ୈ༃Ɉࡥ༄ૢࣞɂȱɀĂڨ໘ࠡྲྀɬಡ
ȱȹɂცࡥȱɀȜɤɘȱȹă
ȭɦɜᇚݛȦమəĂȭɈൔɁɜ MD ɈშȦȽ
ɀȤɤɘȱȹɈɁĂ˄ʄʏĜʯ˅ʐɿʇʠɂȱɀȜ
Ȭɘȱȹă

日本児童育成園へ優勝旗の寄贈

āݢޏෳɢɤ
幹事L. Ｌ.
矢橋純一
会計
小見山与志夫
ޣᅕĂȭɈɉෳ༃ɈპȦ߬ȞᄵȠȮȰȞɘȱȹă
ȭɈʠˋʴදɉĂાࢷȦʹɼˋɈߤ௲ɁȜɤɘȳă

６月度慶祝行事

１日 L. 寺林 均 ４日 L. 高橋泰之 １２日 L. 菊池利哉
13 日 L. 葛西栄二 15 日 L. 大山照子 17 日 L. 渡邊波男
28 日 L. 遠藤昌克

クラブ IT 化講習会

āෳܠෳɢɤ
ც૭ 39 ༃ɢɤছۡȥɣʑʗĜʠȱɘȱȹă
༃ 6 ॢɅ 233 ༃ᄆɬ॒ȢȹᅤীૈಡɁȳă
༃ɉĂᄄഢǎ G ɅఛභૢɬȽɀȤɤɘȳă
ຮဏࢻࡳޏȦȜɤɘȱɀॻ໘ɈʕʭʠʴĜ˃ޏ
ɅɀĂાࢷȹȻɅȳɜɈɁȳă
ႨɉᄵȠȮȰȞɘȱȹă

トンボ池を守る会へ木曽川トンボ天国案内パネルの寄贈

幹事

L. 池田昌二
Ｌ. 矢橋純一

āM/ දுɢɤʇˁʮʍɼʠɈɺʇʓʑၫၭĂᆀ
ᅙၫၭɈತცȦȜɤɘȱȹăʹˋʨĜɈޣᅕɅȤȥ
ɦɀɉʑʶʳɜȱȩɉ jQbeĂʩʕʋˋɬȮᆀᅙȞ
ȹȺȩૢɁᇉޏɞޏۙڳĂჍɈޏɈज़Ȧᅰɥ
ᅕɅɄɤɘȱȹăষɉ GBY Ʌɢɥฆൿȥɣʍɼ
ʠɅھȱɀȞȩૢɅɄɥૢɈತცȦȜɤɘȱȹă

T.T 登場

T.T

Ｌ. 吉村輝昭

š6 ॢɈʌ˃ʭငޏɁĂȱɐɤɅᄭȯȵɀȞȹ
āȺȧɘȱȹă૫ޑɜࡂෟɤɘȳă
āāāāāāāāāāāM/ දுāāǏ-ǌǌǌܟ
šۙɁᆵɬਗɩȵĂᄯ௶ȦఠɘȽȹ 2 ༃Ɂȱȹă
ā૫༃ɉĂஒമޏۙڳȦʨˁʨˁɅɄɤɘȳȦĂ
āȷɦȸɦ૫ɈޏۙڳɁɘȹࡂෟɤɘȳă
āޣȯɭĂ2 ༃࠰ȤȧਗȞȞȹȺȧᄵȠȮȰȞ
āɘȱȹă
āāāāāāāāāोێޏۙڳކວāǎǌ-ǌǌǌܟ
šີშࡏႊāʲˋʥĜʸāఘɈᄯɢɤߖȱȞ UUā
ā2 ༃࠰ȜɤȦɂȠă
āāāāāāāāāāM/ ෳඇငࡢ་āǍǌ-ǌǌǌܟ
šີშࡏႊāʲˋʥĜʸāൌɈᄯɢɤ 2 ༃࠰ߖȱɘ
āȵɀȩɦɀȜɤȦɂȠă
āāāāāāāāāāM/ ழॽટᅇૂāǏ-ǌǌǌܟ

幹事報告

幹

事

Ｌ. 豊田英司

2/ā6 ॢ 31  )  *ā29;11 〜ࠐଟɈޏȦટીĶ᭑
ൣķɅɀɩɦშᅈমᄎ M/ ༜ܑێȦಌȞȹȱ
ɘȱȹă
3/ā6 ॢ 32  )  *ā:;41 〜હॷࣞૢޏۙڳɈॷॠ
ߤȦʶĜʍ 32 Ʌɀɩɦહॷۙڳෳ M/ Ⴈ
഼ഽౘઞݡȞȹȱɘȱȹă
4/ā6 ॢ 32  )  *ā21;51 〜൦ 74 ޑණࣾ༃૫
ޏȦྦോ౦ޢ౺ߤဦݛʓˋʗĜɅɀɩɦɘȱȹă
ઞݡଞĪൣࡼۙī28 შ
M/ ༜ܑୁāM/ ༜ܑ ێM/ ນۈᆀᄓ M/ ၹܑશ M/
ழॽટᅇૂ M/ ᇑᄄ M/ ಫܑފ૭ M/ ෂഺც௵
M/ ܳນுਞ M/ ෳඇငࡢ་ M/ ڭນড় M/ ဏഺ
M/ Ⴅજજට M/ ರࡊৠ M/ ݊၇ M/ षા
M/ ێ
ĪۙޏཾێĆૢოࣟī25 შ )23,3*
M/ ટા M/ ষນ་ M/ ૧ᆹࣧ M/ ෳݎಭც M/ ಀ
ো ێM/ ᄘഺࡈા M/ ෳඇರ౷ M/ ড়ᅖ
M/ ༜ළ౷ M/ ᄚᄘᇳ M/ ࢀྰ M/ ၃༜ටĪૢ
ოࣟīကۈɀɥəĂݡນᆅषા
5/ā6 ॢ 33  ) ॢīණࣾ༃૫ࡥޏ༄ʌ˃ʭȦྦോ
ટʃˋʠ˂ĜࣼߖငɅɀɩɦɘȱȹă) ઞ ݡ21
შ*
M/ දு M/ ܝႨશ M/ ݊ငൗᅂ M/ ࣸఝ९ M/
૧ݠට M/ ෳඇငࡢ་ M/ ဏഺ M/ Ⴅજજට
M/ ݊ᅖᆯ M/ ڤ৮ᄡሆ
6/ā6 ॢ 34 !) !* ݮ21;51 〜ࡎಀ MD46 ୈ༃ࡥ༄
ૢࣞȦʈˁˋʡʳʞ˃Ʌɀშᅈমᄎ M/ ༜ܑێĂ
ޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎૢ M/ ၹܑશȦಌȞȹȱɘ
ȱȹă
7/ā6 ॢ 37 !) ࣸ *ā:;49 〜ࡎ MDĆࡎ௱
MD పʌ˃ʭޏȦʈ˂Ĝˋʪ˃࠲ʌ˃ʭࣼߖင
Ʌɀɩɦ M/ ڤ৮ᄡሆ഼ : შઞݡȞȹȱɘȱȹă
8/!
6 ॢ 37 !) ࣸ *!26;41 〜ޏࠓৄॽڷȦࡎ
ʈˁˋʡʳʞ˃ɅɀɩɦĂშᅈমᄎ M/ ༜ܑێ
ȦಌȞȹȱɘȱȹă

8/ā6 ॢ 37 !) ࣸ *!26;41 〜ޏࠓৄॽڷȦࡎʈˁ
幹 事 Ｌ. 豊田英司
ˋʡʳʞ˃ɅɀɩɦĂშᅈমᄎ M/ ༜ܑێȦ
ಌȞȹȱɘȱȹă
9/ā6 ॢ 37 !) ࣸ *!28;11 〜൦ 4  ޑ:MD ޏෳࠎૢ
ޏȦᆟ࠵ȳȨટɅɀɩɦĂޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎ
ૢ M/ ၹܑશĂ૫ࡖޏෳ M/ ܳນுਞĂ૫ࡖࠎૢ M/
݊၇ĂૢოࣟāကۈɀɥəȦಌȞȹȱɘȱȹă
:/ā6 ॢ 38 !)  *!22;56 〜ʠˋʴදɬଳɥޏɈத
ႷૺȦɩɦޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎૢ M/ ၹܑશȦ
ઞݡȞȹȱɘȱȹă
21/ā6 ॢ 39 !)  *!24;11!〜ࡎෳᆯರ MD य़
61 ୈ༃ࡥ༄ૢࣞāෂߔ౺ߖʇ˂ʣʛʇʭɿʑ
ʞɻʨ˃ܩޏȦɏɦȜȞ࠵ޏʍˁʶˋʃʳĜ˃Ʌ
ɀɩɦĂޏෳ M/ ນۈᆀᄓĂࠎૢ M/ ၹܑશȦઞ
ݡȞȹȱɘȱȹă
22/ā6 ॢ 42 !)  *22;41 〜૫ࡖજᄜʓʷʢĜȦ
જ୭ਗဦݛʓˋʗĜɁɩɦĂშᅈমᄎ M/ ༜
ܑێĂ૫ࡖ൦ 2 ဋණࣾ·ßËßÆ±M/ ༜ܑୁĂMRĆᄞ
ဘᅸᅙ႕ોဋۙڳෳ M/ ນࡱᆯĂZDF ဋۙڳෳ M/
ܼഺ။ދĂ૫ęࡖ DC ࠎૢ M/ ರࡊৠĂ૫ęࡖ DC
ဋࠎૢ M/ ರ౷ටĂ
૫ęࡖ DC ૢოࣟෳ M/ ᇑᄄĂ
૫ęࡖ QS ဋۙڳෳ M/ දுĂ૫ࡖޏෳ M/ ܳນ
ுਞĂ૫ࡖࠎૢ M/ ݊၇Ă૫ࡖޏो M/ ૧ᆹࣧĂૢ
ოࣟۙāကۈɀɥəĂݡນᆅषાȦઞݡȞȹȱɘȱ
ȹă

理事会・委員会記録
2/ā6 ॢ 34 !) !!* ݮ29;41!!൦ 3 ޑஈྩᆅૢޏāā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
3/ā6 ॢ 41 !) !!* ݮ25;11!!ोޏۙڳކᇉޏஈྩā
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
4/ā7 ॢ!2 !) ᄄ *ā!22;41!!ᆅૢޏā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

委員会・その他お知らせ
2/ā7 ॢ 2  ) ᄄ *ā24;41!!ஈྩಆவ༃ޏۙڳā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
3/ā7 ॢ 2  ) ᄄ *ā29;41!!ಌޏۙڳāఛۙޏ
ā॒࠙ޏāāāāāāāāāāāāāāāāāޠ
4/ā7 ॢ 6  ) ॢ *ā29;41āஈྩહॷޏۙڳā
āāāāāāāāāāāāāāā˃ĆʏʦˇȥɩɁ
5/ā7 ॢ 7  ) * ݮā2:;11āʅʻʫʥʛʠࠎૢޏ
āāāāāāāāāāāāāāā˃ĆʏʦˇȥɩɁ
6/ā7 ॢ 9  ) ᄄ *ā29;41!!൦ 3 ޑஈྩोޏۙڳކ
āāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃āʕ˄ɼʾ
7/ā7 ॢ 22 Īī21;41!!445 ൦ 74 ޑထਗණࣾ
༃૫ޏāႨʅʛʓɼဦݛʳĜ˃ā) შᅈমᄎā
M/ ༜ܑێĂޏෳ M/ ນۈᆀᄓāࠎૢ M/ ၹܑશĂ
M/ ܳນுਞĂM/ ෂഺც௵ĂM/ ႨĂM/ ರࡊৠĂ
M/ ݊၇ĂM/ ழॽટᅇૂĂM/ Ⴅજજටઞݡᅅฤ *
8/!
7 ॢ 25  )  *ā9;42āࡎ MDĆ۩
MD పʌ˃ʭ) ޏM/ ڤ৮ᄡሆĂM/ ܝႨશ M/ ݊
ငൗᅂĂM/ ܳນுਞĂM/ දுĂM/ ૧ݠටĂ

8/ā7 ॢ 25  )  *ā9;42āࡎ MDĆ۩ MD
పʌ˃ʭ) ޏM/ ڤ৮ᄡሆĂM/ ܝႨશ M/ ݊ငൗ
ᅂĂM/ ܳນுਞĂM/ දுĂM/ ૧ݠටĂM/ ᄘ
ঈ২૫ĂM/ ဏഺĂM/ ႥજજටĂM/ ݊ᅖᆯઞ
ݡᅅฤ *

会計報告

会計

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāǍǍǑ-ǌǌǌܟ

出席報告
౷ۙޏāǔǎშāāāāಌāǒǐშ
ಌᆎāǓǔœāāāޑɈၒ౷āǓǓœ
【献血協力者】ᇅोǕǓ-ǒǕǏშĪǑॢჂī
【ライオンズレート】ǒॢĆĆĆǍǱǯʡ˃Ł222 ܟ

૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǒॢǍǑխāǍǓ૪Ǐǌယāā༃૫ޏਗāʳʞ˃ʩĜʇ

Ｌ. 小見山与志夫

