３３４－Ｂ地区スローガン
ＧＡＴｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｸｼｮﾝﾁｰﾑを理解し
“ウィ サーブ”で正の連鎖を築こう

３３４複合地区スローガン
“Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ”
心を合わせ多様な奉仕

岐阜西ライオンズクラブスローガン

頑張ろうアクティビティ！羽ばたこうライオンズ！
例会プログラム

「入会式」
司 会 幹事
１ 新会員入場
２ 会長挨拶
３ ラペルピン贈呈
４ 新会員宣誓
５ 新会員署名
立会人・会員委員長
６ 新会員自己紹介
７ ガバナーからの礼状及び記念品の贈呈
ライオンズクラブ国際協会334-Ｂ地区
第１Ｒ 第３Ｚ ＺＣ
８ 歓迎の言葉
９ 新会員委員会委嘱
「例
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２
３
４
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L.澤田
L.追立

会」
司 会
開会ゴング
会 長
国歌斉唱並びにライオンズヒムの歌合唱
ゲスト及びビジターの紹介
接待委員長
慶祝行事（結婚祝）
会長挨拶
＜ 食
幹事報告
各委員会報告
テールツイスター登場
出席報告
会計報告
閉会ゴング

L.追立
スポンサー
L.小野木

L.岩瀬晃彦
L.小野木
L.追立

L.志智
L.追立
L.追立

事 ＞
L.山口

９月24日(火) 於 ホテルグランヴェール岐山 12：15～

1. 上半期ＺＣ活動協力金1,500円×42名＝63,000円、
青少年育成事業実施のための協力金600円×42名＝
25,200円を拠出しました。
2. 9月12日（木）ＬＣＩＦセミナーが名古屋市ウィンクあいちに於
いて開催され、第一副会長L.堀、幹事L.山口の２名が出席
致しました。
3. ＬＣＩＦ1,000ドル献金（レート106円）を地区アラート委員長・
ＭＣ・地区誌副委員長L.水田、会長L.追立、幹事L.山口
が実施致しました。
4. ９月19日（木）岐阜西ライオンズクラブ事務局に於いて、岐阜
市ジュニアリーダー会への協力金贈呈式が開催され、会長L.
追立、青少年健全育成委員長L.伊藤（正）、ＭＣ委員長L.
大橋の３名が出席致しました。
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Ｔ.Ｔ L.森田
出席大会委員長 L.熊澤
L.岩田
L.追立

会計報告

出席報告

ドネーション
ファイン
Boxファイン
合計

902回

第902回 幹事報告
L.山口

28人
1人
29人

金額
金額
金額
金額

次回例会案内
日 時：
場 所：
例会名：

９月 第二例会

会長・幹事報告

第902回 入会式例会

６
７
８
９
10
11

2019年

10月８日（火）12：15から
ホテルグランヴェール岐山
通常例会

175,000円
3,000円
円
178,000円

会員数
出席数
出席率

48人
45人
93.7％

慶祝行事
結婚祝

該当者なし

そ会長挨拶

会長挨拶

会 長 L.追立涼子

本日は、入会式お疲れ様でございました。不行き届きな点もあり大変失礼を致し
ました。
先日、事務局におきまして、岐阜市ジュニアーリーダー会へ協力金を贈呈させて
いただき、石居代表から感謝状を賜りましたので、この場をお借りしてご披露させて
いただきます。
新入会の皆様、改めましてご入会おめでとうございます。今日は私も、自分が入
会した時のことを思い出すような気持ちで出席致しました。まさか、岐阜西ライオン
ズクラブの会長を務めるとは思いもしませんでしたが、本年大役を仰せつかり、皆さ
んと共に一年間頑張っていく気持ちです。
岐阜西ライオンズクラブのメンバーの中には、クラブへ貢献しようという意識の方
が大変に多くおみえです。少しご紹介させていただきますと、まず、自ら進んで物
品ドネーションをしてくださったり、また、今回２名スポンサーしていただきましたL.
澤田のフラワーショップで、感謝の気持ちとしてお花を買って、私に届けて下さる方
もいました。
新入会員の皆様には、諸先輩方が築かれたこの素晴らしい岐阜西ライオンズクラ
ブへようこそ、と申し上げたいです。そして、皆様のお力をお借りして、さらなる会員
増強へ取り組んでいくことがクラブの発展に繋がると確信しております。どうか宜しく
お願い致します。
そ特別記事

入会式
ＺＣL.岩瀬晃彦、ＺＣＡL.松原孝
道が出席され、ガバナーからの御
礼状の紹介ならびに記念品を新会
員６名に手渡し、握手をしながら激
励のことばをかけていただきました。
ありがとうございました。

歓迎のことば

会員委員長 L.小野木慶明

本日はご入会おめでとうございます！先日、インフォメーションを執り
行った際、お隣の会場で岐阜金華ライオンズクラブ様が例会を行ってお
り、何人入会するのかを聞かれました。７名入会すると答えましたが、大
変に気分のいいものでした。新入会員の皆様にこの言葉を捧げます。
【創業は易く守成は難し】はじめるのは大変だけども、続けるのはもっと
大変だという意味だと理解しております。私自身ライオンズクラブに長く
在籍し、なかなか続けることのむずかしさを感じておる次第です。ぜひ新
会員の皆様には積極的にメンバーに話しかけていただきたい。またメン
バーも積極的にお声掛けをいただいて、早くクラブに慣れるように努力
していただきたいと思います。

新入会員自己紹介

L.今尾明典
㈱システムワーク
取締役会長

各務原の東海学院大学の前の
桐野というところに住んでいます。
仕事は自動車部品関係で、主に
トヨタ関連が９０％を占めています。
社長は息子に譲り、会長という立
場になりました。以前、各務原の
方でライオンズクラブに入ってい
ました。７年のブランクがあります
が、宜しくお願いします。

先月４７歳になりました。６年前にこ
ちらに来て、今は柳ヶ瀬の本通り
株式会社 ツバメヤ
に住んでいます。主人と義母とネ
代表取締役
コと暮らしております。本業は飲食
店、柳ヶ瀬商店街の中で、和菓子
屋とﾚｽﾄﾗﾝと食堂を経営しておりま
す。大名古屋ビルヂングにも一軒
お店があります。それ以外に、柳ヶ
瀬商店街の役員と、十六銀行さん
とか商店街のメンバーとかと出資し
合って作った「柳ヶ瀬を楽しい街
にする株式会社」の代表もやって
おります。

L.岡田さや加

L.蒲 登志克
㈱志生組
代表取締役

瑞穂市で建設業をやっておりま
す。年齢４５歳です。家族構成は
妻と子ども一人、趣味は野球で
草野球チームを作ってやってお
ります。身体を動かすことが大好
きなので何かあればお声かけい
ただければと思います。頑張って
やっていきたいと思いますので、
宜しくお願いします。

L.帝井少輔

昭和42年生まれで今年は52歳にな
ります。岐阜市高森町に住んでいま
す。妻と息子の３人家族です。岐阜
市インバウンド消費促進協会の代表
をやっています。内容は、海外の観
光客を誘致する事業です。今日はラ
イオンズクラブに入会させていただ
き、誠にありがとうございます。皆さ
ん宜しくお願いします。

岐阜ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ消費
促進協会 代表

各務原に住んでいます。家族は主人と
L.寺田有希実
子どもが女の子と男の子一人ずついま
三承工業株式会社
す。岐阜市水主町にあります三承工業
ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進室
のダイバーシティ推進室の室長を務め
室長
ております。三承工業は、建築業の他
にエクステリア、プラント事業部というの
もあります。７月には女性の活躍を応
援するため、一般社団法人「ウーマン・
エンパワーメント・プラットホーム」という
のを立ち上げまして、11月に役所と協
力してイベントも開催予定です。ライオ
ンズに入会させて頂けて光栄に思いま
す、今後ともよろしくお願いします。

L.林田丈祐
安八郡神戸町に住んでいます。業
林田事務所
代表
種は、司法書士、土地家屋調査士、
行政書士になります。すべてを一
人でやっていますので、何かトラブ
ルなどがあると、突然の対応などに
追われ、皆様にもご迷惑をおかけ
するかもしれませんが、宜しくお願
いします。年齢は３５歳、家族構成
は妻、子ども４人です。飲みに行く
ことが好きです。

そ委員会報告

ジュニアリーダー会へ協力金の贈呈

青少年健全育成委員長 L.伊藤正樹

９月19日（木）岐阜西ライオンズクラブ事務局に於いて、ジュニアリーダー会への協力金を贈呈し、感謝状をいた
だきました。出席者： 会長L.追立、青少年健全育成委員長L.伊藤（正）、ＭＣ委員長L.大橋
スポーツ少年団ジュニアリーダー会は「スポーツを通して中間をつ
くり」「スポーツを通してリーダーをつくる」ことを目的としています。
ここで言う「リーダー」とは、「指導者」と「小学生団員」の間に立って、
「指導者」の補助役として、また「小学生団員」のよきお姉さん、お
兄さん、先輩役である人のことを言います。
今、各スポーツ少年団では、
卒団式が行われて小学生で
退団していくというところがほ
とんどです。でも、このリーダー
会では、小学生高学年、中学、
高校、大学になっても活動して
いき、小学生団員のよき理解
者として活動していきます。

