    



 
岐阜南ライオンズクラブ

第1422 回
2017年6月15日㈭ 17：30

334 複合地区

年次会合 報告
ホテルパーク

スローガン

L.村田

慶次

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 長 Ｌ. 藤井利也

開会ゴング
国旗に礼

国歌斉唱並びにライオンズヒム歌斉唱
会 長 Ｌ. 藤井利也

会長あいさつ
ホームクラブ皆出席者の表彰

出席委員長 Ｌ. 福田 譲

会長・幹事・会計・TT・LT あいさつ
本年度五役（L. 藤井利也 L. 豊田英司
L. 小見山与志夫 L. 吉村輝昭 L. 日比辰一）
T.T Ｌ. 吉村輝昭

ＴＴ登場

各委員会

委員会報告
幹事報告

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

āəɄȯɭɈȤȥȬɁ!ێ༃ݿȮȳȭɂȦɁȧɘȱȹ
ȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă

ホームクラブ皆出席者の表彰

出席委員長 L. 福田 譲
幹事 Ｌ. 矢橋純一

Ｌ. 村田慶次

次回例会のご案内

会 長 Ｌ. 藤井利也

閉会ゴング

第二部 「年次の宴」
M/ ߧಀ܉!!!M/ ࣸఝ९!!!M/ ݢāᆚ M/ ࣸက౷ড়

司会 L. 川出 正男

開宴の辞

次年度 会長・幹事・会計・TT・LT あいさつ
次年度五役（L. 遠藤昌克 L. 呉岡 勉 L. 寺林 均
L. 古田さよ子 L. 西垣功一）
前会長 L. 中村明常

乾杯
懇親会
ライオンズローア
閉演の辞
また会う日まで

チャーターメンバー L. 入山憲和
第三副会長 L. 伊藤宏幸

M/ ರ౷ටāM/ Ⴈ!!!M/ ষນ౷!!!M/ ੂ৲ఒ
M/ ࣌ᄙࡈāM/ ᄘഺࡈા!!!M/ ၹܑશ
M/ ಀোێāM/ ෳඇರā౷!!!M/ ນۈᆀᄓ!
M/ ܊మ૭āM/ গȯɢા!!!M/ ༜ළ౷!
M/ ဏāM/ ࢀྰ!!!M/ ݊ᅖᆯ

第二部

本年度五役あいさつ

M/ ນۈᆀᄓĶێ༃࠰ȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹķ
M/ ၹܑશĶəɄȯɭɈࢾᆵɁێ༃ݿȮȱɘȱȹ!!
āȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹķ
M/ ழॽટᅇૂĶێ༃࠰ȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹķ
M/ ࢀഺ!ࡩூĶߖȱȩݿȮȱȹێ༃Ɂȱȹ!!ȜɤȦɂ
āȠȮȰȞɘȱȹķ
M/ !ێĶێ༃࠰Ɂ!ယ၇ࣅɅɄɤɘȱȹ!!Ȝ
āɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹķ

年次の宴

次年度五役あいさつ

幹事

Ｌ. 矢橋純一

アワードの伝達

ۙޏʅĜāāāāM/ ழॽટᅇૂāM/ ဏā

T.T 登場

T.T

M/ ܳນ!ுਞĶˁɼʂˋʒʇˁʮɉ 71 ୈ༃ɬ॒Ȣ
āɘȳࡂෟȽɀమȱɘȱɡȠķ
M/ ݊!!၇!Ķێ༃࠰Ȥ౦ሇɅɄɤɘȳă
!!ࡱȱȩȤࡄ
āȞඳȱɘȳķ
M/ ૧ᆹ!!ࣧĶ૫ࡖޏෳ!!Ǩ/ ܳນ!ுਞɈȹɛɅࡂෟ
āɤɘȳࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘȳķ
M/ গȯɢાĶଜޏᇯოɂȱɀȹɛɅɄɥȤሇȱ
āɬȱɀȞȧȹȞɂૃȞɘȳăࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘ
āȳķ
M/ ಀ!োێĶসૄຩࡱȱȩȤࡄȞඳȱɘȳķ

Ｌ. 吉村輝昭

šۙޏഝࣅɈɺˇĜʡɬȞȹȺȧɘȱȹ!ă
āāāM/ ழॽટᅇૂāM/ ဏāāāǒ-ǌǌǌܟ
šȹȥȦʃˁʂʉĂȯɦɃʃˁʂʉ
ā6 ॢǏǌࡎીმʓˋʗĜɁ൦ 36 ޑʫʇʗĜ
āݬᅠʋˋʍĜʠȦާȥɦĂޏෳɂȱɀȮډɬȱ!!
āোᆈɅɩɥȭɂȦɁȧɘȱȹ
āোɈࡈɍɂȱɀă
āāāāāāāāāāāāM/ ᄘঈ২૫āǑ-ǌǌǌܟ

乾杯

前会長

Ｌ. 中村明常

ライオンズローア

チャーターメンバー Ｌ. 入山憲和

幹

理事会・委員会記録

事

Ｌ. 豊田英司

2/ā7 ॢ!2  ) ᄄ *ā24;41āஈྩಆவ༃ޏۙڳā
āāāāāāāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃
3/ā7 ॢ!2  ) ᄄ *29;41 ಌޏۙڳఛޏ॒࠙ۙޏ
āāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāޠ
4/ā7 ॢ!6  ) ॢ *ā29;41āஈྩહॷޏۙڳā
āāāāāāāāāāāāāāā˃ĆʏʦˇȥɩɁ
5/ā7 ॢ!7  ) * ݮā2:;11āʅʻʫʥʛʠࠎૢޏ
āāāāāāāāāāāāāāā˃ĆʏʦˇȥɩɁ
6/ā7 ॢ!9  ) ᄄ *!!29;41!!൦ 3 ޑஈྩोޏۙڳކ
āāāāāāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃āʕ˄ɼʾ
7/ā7 ॢ 25  )  *!!25;11āोޏۙڳކᇉޏஈྩ
āāāāāāāāāāāāāāāāāʇˁʮૢოࣟ
8/ā7 ॢ 26  ) ᄄ *ā27;56 ൦ 3 ޑஈྩੰოޏۙڳ
āāāāāāāāāāāāāāāāāʳʞ˃ʩĜʇ

委員会・その他お知らせ

幹事報告

幹

事

Ｌ. 豊田英司

2/ā7 ॢ 5  )  *ā൦ 2S ൦ 4[ ࡎ௱ MD ੭ޏ
ۙ M/ ટၳৠ ) ࢵ༃ 94 ਫ਼ * ȦȮ಄ࢦȯɦɘȱȹă
ȮყဏɬȤɤడȱ௫Ȭɘȳă
3/ā7 ॢ 8  )  *ā൦ 2S ൦ 4[ ࡎ۩ MD బ
 ۙޏM/ ࠾ݠৠ ) ࢵ༃ 87 ਫ਼ * ȦȮ಄ࢦȯɦɘȱȹă
ȮყဏɬȤɤడȱ௫Ȭɘȳă
4/ā7 ॢ 22 Īī21;41 〜ā445 ൦ 74 ޑထਗණ
ࣾ༃૫ޏȦႨʅʛʓɼဦݛʳĜ˃ɅɀɩɦĂ
ޏෳ M/ ນۈᆀᄓāࠎૢ M/ ၹܑશĂM/ ܳນுਞĂ
M/ ෂഺც௵ĂM/ ႨĂM/ ರࡊৠĂM/ ݊၇Ă
M/ ழॽટᅇૂĂM/ ႥજજටȦઞݡȞȹȱɘȱȹă
5/ā7 ॢ 25  )  *ā9;42āࡎ MDĆ۩ MD
పʌ˃ʭޏȦȨɏྰ༏ʌ˃ʭࣼߖငɁɩɦĂ
M/ ڤ৮ᄡሆĂM/ ܝႨશĂM/ ܳນுਞĂM/ දுĂ
M/ ૧ݠටĂM/ ᄘঈ২૫ĂM/ ဏഺĂM/ ႥજજටĂ
M/ ݊ᅖᆯȦઞݡȞȹȱɘȱȹă

2/ā7 ॢ 29  )  *:;41!!!હॷॷࣞૢޏۙڳॠߤ
āāāāāāāāāāāāāāāāāāʶĜʍ 32
3/ā7 ॢ 2:  ) ॢ *ā28;26āᆅૢޏā28;41
൦ 4 ޑஈྩᆅૢޏā29;11 〜పޏā
āāāāāāāāāāāāāāāāāāāȥɩɣɞ
4/ā7 ॢ 32  )  *ā22;11!!૫ࡖʇˁʮ ZDF ۙڳ
āෳࡼޏāZDF ఛࢤۜॅޏā
āāāāāāāāāāāāજ୭ॻ࣋ۋဦݛʓˋʗĜ
ā) ૫ࡖ൦ 2 ဋණࣾ·ßËßÆ±M/ ༜ܑୁĂDC ࠎૢ M/
āರࡊৠĂDC!ZDF ۙڳෳ M/ ܼഺ။Ăʇˁʮ
āZDF ۙڳෳ M/ ဏĂૢოࣟāကۈɀɥə *
5/ā7 ॢ 34  ) ࣸ *!29;41!!൦ 2 ޑय़ 71 ୈ༃ଌ
āޏۙڳāāāāࡎʈˁˋʡʳʞ˃āಀ࠵ݴɈ࠰
6/ā7 ॢ 34  ) ࣸ *29;41ā ࡠݤZDF. ʳʑʠʭɹ
āʷ˂Ĝʂ˂ʀˋʞĜʏʿˋā
āāāāāāāāāāāშগݎʶ˂ʂʛʠɺʕʏɺ
ʳʞ˃ā)M/ ဏĂM/ ݊၇ *
7/ā7 ॢ 38  ) * ݮā29;11!ʅʻʫʥʛʠ PC ޏ
āāāāāāāāāāāᇑૹ৸༳ȳȱ )M/ ರࡊৠ *
8/ā8 ॢ!6  )  *ā9;41ā8 ॢᇉޏʌ˃ʭငޏā
āāāāāāāāāāāࡎႨഃʃˋʠ˂Ĝʇˁʮ
9/ā8 ॢ 23  )  *ā24;11āI[D
āāāāāāāāāāāāāજ୭ॻ࣋ۋဦ࠵ޏݛā
āāāāāāā) ૫ࡖ൦ 2 ဋණࣾ·ßËßÆ±M/ ༜ܑୁ *

会計報告

会計

Ｌ. 小見山与志夫

ʭɹɼˋĆʡʥĜʏʿˋāāāāāǎǓ-Ǒǌǌܟ

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

૫ޑᇉޏɈȮڨ໘
ǓॢǍǏխāǍǎ૪ǍǑယāāఛ༃ཡഫᇉޏāࡎʈˁˋʡʳʞ˃

