
例会プログラム 会長・幹事報告

出席報告

慶祝行事

会計報告

次回例会案内

2019年 5月 第二例会 894回

５月23日(木) 於 ホテルグランヴェール岐山 18：00～

「例 会」 司 会

１ 開会ゴング 会 長

２ 国歌斉唱

並びにライオンズヒムの歌合唱

３ ゲスト及びビジター紹介

４ 慶祝行事（結婚祝）

５ 会長挨拶

６ アワードの伝達

７ 姉妹提携クラブ会長挨拶

335-C地区第３Ｒ第３Ｚ 京都嵐山LC会長

８ 幹事報告

９ 各委員会報告

10 テールツイスター登場

11 出席報告

12 会計報告

13  閉会ゴング

「懇親会」 司 会

１ 開宴の言葉 前会長

２ 乾杯 第一副会長

３ アトラクション

４ ライオンズローア 第二副会長

５ また会う日まで

６ 閉宴の言葉 第三副会長

L.小林

L.広瀬（恵）

L.山田

L.広瀬（恵）

L.広瀬（恵）

L.広瀬（恵）

L.村上哲哉

L.河野

L.後藤（さ）

L.熊澤

L.伊藤（正）

L.広瀬（恵）

L.山口

L.山田

L.追立

L.堀

L.杉野

第894回 チャーターナイト記念例会 第894回 幹事報告

ドネーション

ファイン

Boxファイン

合計

27人

人

27人

金額

金額

金額

金額

155,000円

円

円

155,000円

会員数

出席数

出席率

44人

36人

81.8％

日 時：

場 所：

例会名：

６月11日（火）12：15から

ホテルグランヴェール岐山

通常例会

結婚祝 2日 L.森口和巳 3日 L.堀 哲也

5日 L.廣瀬哲夫 6日 L.山﨑則和

14日 L.周戸 満 23日 L.澤田重嗣

1. ５月19日(日)第65回334－B地区年次大会

＜代議員総会決議事項＞

・次年度334-B地区スローガン

「GATグローバルアクションチームを理解し

“ウィ サーヴ”で正の連鎖を築こう」

・2019年度YCE夏季派遣事業から1名50,000円を補助

する

・334-B地区緊急援助資金を会員1名につき

（家族会員除く）1,000円徴収

＜アワード＞

●国際会長感謝状 L.水田 誠

●ガバナー感謝状 岐阜西ライオンズクラブ会長

L.広瀬 恵子

2. ５月15日(水)次期運営・事業委員長会がホテルグラン

ヴェール岐山に於いて開催され、次期理事、委員長

１6名が出席しました。

3.  5月24日（金）岐阜市内８ＬＣ現・次期、会長・幹事会が

岐阜グランドホテルに於いて開催され、会長L.広瀬

（恵）、次期会長L.追立、幹事L.河野、次期幹事L.

山口、事務局員の５名が出席致します。

4. 5月26日(日)第65回334複合地区年次大会が富山県

高岡市オーバードホール於いて開催され、会長L.広瀬

（恵）、次期会長L.追立の２名が代議員として参加致し

ます。

３３４複合地区スローガン

「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」

前向き思考で真の奉仕と大きな感動

３３４－Ｂ地区スローガン

「友愛と奉仕で築け 人々の幸せ」

～ 原点回帰 ～

岐阜西ライオンズクラブスローガン

おもいやり、あたたかい心で奉仕の輪



そ会長挨拶 姉妹提携クラブ会長挨拶

そ特別記事

5月19日グランドホテルにて第65回地区年次大会が開

催されました。皆様のご協力のもと1,400名が参加され、

無事に終わることができ、新聞にも大きく報じられました。

今年度、岐阜西ライオンズクラブはガバナーからの感謝

状を頂き、L水田は国際会長から感謝状をいただきまし

た。翌日20日には、岐阜関カントリークラブでチャリティゴ

ルフコンペが開催され、森口裕子プロも会場にお見えに

なり、178名参加で盛大に行われました。クラブからはL乙

部、L伊藤正樹が賞をいただきました。

本日のチャーターナイト記念例会には、京都嵐山ライ

オンズクラブよりL村上、L野村、L大石、L辰野の４名をお

招きしています。L大石からお土産をいただきましたので、

のちほどお配りさせていただきます。村上会長、のちほど

ご挨拶をいただきますが、来期の抱負などをお話しいた

だけるのでしょうか？よろしくお願いします。また、メン

バーのご夫人、ご主人様にもご出席賜り、宴席に花を添

えていただきました。日頃のライオンズ活動に対してのご

理解・ご協力を感謝いたしております。本日少しでも御礼

ができれば幸いです。

会長挨拶 京都嵐山ＬＣ会長挨拶

アワードの伝達

会 長 L.広瀬 恵子
会 長 L.村上 哲哉

こんばんは、先日私ども京都嵐山ライオンズクラブの

チャーターナイト例会に、広瀬会長と河野幹事にお越し

いただきまして誠にありがとうございました。私は、岐阜

西ライオンズクラブの例会にお邪魔する度に気づきがあ

ります。私どものクラブではできていないことを、しっかり

と伝統を守ってやられているなぁと感じます。

私はライオンズクラブに入会して２年目から２９代目、３

０代目の幹事をやらせていただきました。その時も岐阜

西ライオンズクラブへの例会訪問の折にいろいろ学ばせ

ていただく機会がありました。来期も私と幹事のＬ野村は

引き続き会長、幹事をやらせていただきます。私自身、

最近すごく事業を充実させていきたい思いがありまして、

例会前に少し次期幹事とお話しさせていただきましたが、

両クラブの「鵜飼」繋がりを生かして何かできれば、と考

えております。クラブ間の交流を通して、学び合い、もっ

とライオンズを楽しくしていきたいです。

本日はチャーターナイト誠におめでとうございます。

結婚祝

2日 L.森口和巳 3日 L.堀 哲也

5日 L.廣瀬哲夫 6日 L.山﨑則和

14日 L.周戸 満 23日 L.澤田重嗣

おめでとうございます！

第65回地区年次大会で

2018-2019年度

ガバナー感謝状

をいただきました。 →

↑ L.水田 誠

グッドラン国際会長より今年度のキャビネット役員とし

ての功績に対して感謝状をいただきました。

おめでとうございます！



モナーク・シェブロン（在籍表彰）

35年在籍表彰

L.熊澤光男
20年在籍表彰

L.乙部幸夫

L.宮田英雄

15年在籍表彰

L.広瀬恵子

L.杉野正次郎

L.森口和巳

10年在籍表彰

L.井ノ浦 健

L.澤田重嗣

L.堀 哲也

L.山口誠史

10年在籍表彰

（家族会員）

L.後藤ふく美

L.杉野美和

L.水田政子

L.武藤記代子

L.森口好子

L.山口誠史

皆様誠におめでとうございます！

長年のクラブへのご尽力に感謝

するとともに、今後ますますご活躍

されますことを祈念致します。

チャーターナイト記念例会・懇親会
京都嵐山ライオンズクラブの４名様、ようこそお越し下さいま

した。ありがとうございました！

← 京都嵐山ライオンズクラブ

会長L.村上哲哉

（写真上段左から２番目）

幹事L.野村智一

（写真上段一番左）

↑

京都嵐山ライオンズクラブ

L.大石博之

（写真下段一番左）

L.辰野六雄

（写真下段一番右）



第65回地区年次大会

次期三役セミナー

記念講演 「令和の時代を待ち受けるもの」

前 高知県知事の橋本大二郎氏 →

５月19日（日） 岐阜グランドホテルに於いて

＜代議員会＞

9：30～10：30 登録受付

10：40～11：00 資格審査委員会、

議事運営委員会、

指名選挙委員会、

決議委員会

＜式典＞

9：30～11：30 登録受付

11：00～12：30 昼食

12：45～14：45 大会式典

15：00～16：00 記念講演

アトラクション 「ヴァイオリンとエレクトーンのコラボ夕べ」

ヴァイオリン

浅野 未希さん

エレクトーン 西山 潤さん

揺れるペンライトの光と音楽が会場を一体

化させ、魅惑的なひと時となりました！

前幹事・第

二副会長

のL.堀を中

心に「また

会う日まで」

を大合唱

5月22日（水）次期三役

セミナー、次期キャビ

ネット役員研修会が都

ホテル四日市に於いて

開催されました。

＜出席者＞

次期地区IT委員・ライオンズ情報副委員長L.水田 誠

次期会長L.追立涼子、次期幹事L.山口誠史、次期会計L.岩田直美

記念事業に奨学金事業を行い、従来は代議員のみが出席の代議員総会

をオープンにし、会員誰もがオブザーバーとして参加できるように企画する

などの新しい試みがされ、地区ガバナーL.松波英寿のもと、第３ゾーン９ク

ラブがホストクラブとなり、盛大に開催されました。


