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役 員 理 事
役職名 氏　名

会　長 L. 黒田　英和

前会長 L. 嶋崎　一翠

副会長（第一） L. 盤若　進二

副会長（第二） L. 金田　栄悟

幹　事 L. 晒谷　昌克

会　計 L. 山田　林生

ライオンテーマー兼副幹事 L. 三好　伸欣

テールツイスター L. 蓑　　泰志

会員理事 L. 室谷　博久

二年理事 L. 屋敷　　隆

〃 L. 髙田　成宏

一年理事 L. 藤川　英明

〃 L. 髙田　成宏

副テールツイスター L. 北林　和正

会計監査委員 L. 村本　正則

〃 L. 高田一二三

運　営　委　員　会　 事　業　委　員　会     　
委員会 ◎　委員長　○　副委員長　　　　終身・優待会員（ABC 順） 委員会 ◎　委員長　○　副委員長　　　　終身・優待会員（ABC 順）

出　　席
◎L 北林 L 織田 L 晒谷 L 玉井 100 周年記念

Act.
特別委員会

◎L 黒田 各運営・事業委員会
○L 井籐 L 山崎義 L 屋敷 L 島弘樹 ○L 晒谷
○L 中山

会則付則
・

情報 PR

◎L 三好 L 藤田順 L 穂田 L 木倉
YCE・青少年

◎L 藤川 L 穂田 L 東山 L 井籐
○L 盤若 L 松野 L 澤川 L 島哲雄 ○L 北林 L 鎌谷 L 小西 L 澤川
○L 村本 ○L 蓑 L 高田一 L 瀧澤

大　　会
◎L 見津美 L 二口 L 広羽 L 濱本

保健・四献
◎L 高田成 L 藤田一 L 石川 L 筏井

○L 金田 L 佐藤 L 山崎勝 L 山田 ○L 二口 L 木倉 L 中山 L 織田
○L 高田成 Lfaucett L 羽岡 L 見津友 ○L 晒谷 L 嶋崎 L 玉井

財務・計画
◎L 小西 L 藤田一 L 筏井 L 入江 ALERT

・
社会福祉

◎L 屋敷 L 藤田順 L 広羽 L 盤若
○L 藤川 L 永岩 L 高田一 L 瀧澤 ○L 入江 L 村本 L 室谷 L 島哲雄
○L 蓑 L 武部 L 佐野清 L 佐野尚 ○L 金田 L 山崎勝 L 山田

会員・指導力
（GMT・GLT・

FWT）

◎L 室谷 L 石川 L 鎌谷 L 黒田 環境保全
・

市　民

◎L 永岩 L 濱本 L 神嶋 L 黒田
○L 東山 L 島憲誠 L 嶋崎 L 山崎与 ○L 三好 L 松野 L 見津 L 島憲誠
○L 神嶋 ○L 山崎義 L 佐藤 L 山崎与
※ 副委員長→委員長の順序あり
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強いライオンズクラ

  

高岡志貴野ライオンズク

2016～2017 年度（第 5

 

 

「強いライオンズを創る」

ると右往左往の毎日、Ｌ晒谷幹

には感謝の気持でいっぱいです

ＧＭＴ委員長のＬ室谷の号令

その結果たくさんの方々に入会

ガバナー大賞を受賞しました。

一番やってみたい事業に、

流がありました。私が指導す

子どもたちとどのように接す

いました。 

私に隠れて手話の練習をし

抗

作

莉

次

敷

業

だと思います。 

今年一年振り返れば、本当

を何とか押し上げようと、幹事

す。ありがとうございました。

 

 

 
 

幹事と二人三脚で

登坂選手と 

ラブを創る 

クラブ 

50 代）会長 L 黒田 英和 

という大きなアドバルーンを上げたのは

幹事に助けられて何とか一年乗り切るこ

す。 

令で、みなさん会員増強に一生懸命務め

会して頂きました。その結果、地区年次

。 

高岡聴覚総合支援学校と高岡市スポーツ

る高岡西部球団、少年野球チームの子ど

るか興味がありましたし、子どもたちに

してきたのには驚かされました。両方の子

抗もなく一緒にゲームを楽しんでいる姿を

前会長のＬ嶋崎一翠が始められた「家族

作品も集まりました。リオ・オリンピック

さんもゲスト作品として参加して頂きま

次大会において、準グランプリを獲得しま

敷いて下さった嶋崎ライオンのおかげと感

志貴野には他のクラブに誇れる若手グル

業委員長、副委員長一生懸命働いてもらい

に「強いライオンズクラブ」が出来ただ

事以下懸命に働いて下さったみなさんに

。 

会計 L山田、幹事 L晒

で

 

良かったが、いざ始ま

とが出来ました。幹事

て頂きました。 

次大会では、ＧＭＴ部門

少年団とのスポーツ交

どもたちが障がいをもつ

にも良い勉強になると思

子どもたちが、なんの抵

見て感動しました。 

族に贈ることば」1613

の金メダリスト登坂絵

した。おかげで地区年

した。これはレールを

感謝申し上げます。 

ループがあります。各事

いました、当クラブの宝

だろうか？頼りない会長

には深く感謝申し上げま

晒谷と 新年の正式参拝



例会の記録

月 曜日・回 場　所 内　　容 スピーチ・企画等 受賞セレモニー・その他

7

6 （水） 高岡商工ビル 10F
　☆通常例会 L 黒田英和会長所信表明、役員就任挨拶 地区ガバナー委嘱状　名誉顧問　L 島憲誠

1180回 　年間基本計画案発表 感謝の楯・バッジ贈呈、家族会員６名入会 〃　ＦＷＴコーディネーター　Ｌ見津美紀子

20（水） 高岡商工ビル 10F
　☆通常例会 入会式：L 瀧澤健治　 前年度決算報告、予算案承認

1181回 　

8

6 （土） 能登ロイヤルホテル 　夏季家族会
アリス館志賀～志賀原発～フローリィ見学

1182回
17（水） 高岡商工ビル 10F 　2R1ZC 例会訪問

副地区ガバナー　L 宇波真一郎、2R1ZC　L 工藤光也 LCIF・MJF ＄1000 献金ﾋﾟﾝ　L 見津美紀子

1183回 　

9

2 （金） ニューオータニ高岡
　ガバナー公式訪問 地区ガバナー　L 久野好輝　高岡フラワー LC.　ﾒｲﾝﾎｽﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ﾒﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ

1184回 　　並びに２R1Z 合同例会 The Lion 志貴野 Vol ３６発刊、ホームページリニューアル L 東山伊久雄・L 北林和正・L 見津美紀子

21（水） 高岡商工ビル 10F
　☆通常例会 「　障がい者の権利擁護について　」　

1185回 　 社会福祉法人たかおか新生会新生苑苑長　南義昭　様

10

5 (水）
フェルベール本店 　チャーターナイト記念例会

地区ガバナー　L 久野好輝、CAB 幹事　L 末富攻

1186回 富山県ｱｲﾊﾞﾝｸｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ　入江真理様、ピアノ　棚田和絵様

入会式：L ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾌｫｰｾｯﾄ、L 武部　潤子、L 佐野清和、L 佐野尚美、L 羽岡正章、L 島弘樹、L 見津友啓

19（水） 高岡市民会館前 　早朝例会
高岡古城公園訪翠亭～緑翠亭　散策 故 L 藤田順吉朗を偲び黙祷

1187回

11

2 （水） 高岡商工ビル 10F
　☆通常例会 メンバースピーチ　Ｌ瀧澤　健治 前年度 100 周年記念会員増強賞　L 見津・L 晒谷

1188回 会員増強 SP ｱﾜｰﾄ゙ 　L 東山・L 見津・L 山崎与・L 黒田

16（水） 高岡商工ビル 10F
　☆通常例会 「　家事代行サービスの現状　」　 会員増強キー賞　L 見津美紀子・L 晒谷　昌克

1189回 ㈱キレイサービス　代表取締役　中田　千晶　様

12

7 （水）
高岡商工ビル 10F

　☆通常例会 「　認知症ってなあに　」　

1190回 富山県介護福祉士会　会長・代表理事　田中　雅子様

入会式：L 田中　洋史

23（祝） ニューオータニ高岡
　クリスマス家族会 ( 夜間） アカペラグループ　きときとマン　ブラザース

1191回 キャンドルサービス・オークション

2016年

1180回
委嘱状伝達

1184回　地区ガバナー
L 久野好輝公式訪問

1188回
スピーチ L 瀧澤健治

1182回　夏季家族会
バスで原発見学

1186回　CN 記念例会
7名の入会式

1190回
ゲスト 田中雅子様

1181回
L 瀧澤 健治 入会式

1185回
ゲスト 南 義昭様

1189回
ゲスト 中田千晶様

1183回　第２副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ
L 宇波真一郎ご挨拶

1187回　早朝例会
古城公園散策

1191回クリスマス家族会
ゲスト きときとマンブラザース
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例会の記録

月 曜日・回 場　所 内　　容 スピーチ・アトラクション セレモニー等

1

4 （水） 射水神社 新年例会
正式参拝、年男お祝い 年男：昭和 32 年Ｌ佐藤幸博・昭和 44 年 L 蓑泰志

1192回 尺八の調べ　2R1 ゾーンチェアパーソン　L 工藤光也

18（水） 高岡商工ビル 10F
☆通常例会 メンバースピーチ　Ｌジェームズ・フォーセット 役員選考委員会

1193回 　 上半期収支決算報告、アクティビティ支部設立承認

2

1 （水） ウィングウィング高岡 元ガバナーを囲む例会
名誉顧問　L 島憲誠への言葉　L 山崎与・L 鎌谷・L 玉井 名誉顧問に花束お届け

1194回 次期第一副会長、CN ５０周年記念大会組織案承認

19（日） 高岡エクール 2F 家族に贈ることば表彰式
副地区ガバナー　L 宇波真一郎、2R1ZC　L 工藤光也

1195回 CN50 写真撮影、ACT 支部発足

3

1 （水） 高岡商工ビル 10F
☆通常例会 「　産業医と地域産業保健センター　」　L 藤田　一 次期役員理事名簿の承認

1196回
15（水） 高岡商工ビル 10F

☆通常例会 「　高岡新駅について　」　Ｌ盤若　進二 LCIF・MJF ＄1000 献金ﾋﾟﾝ　L 神嶋利夫・L 北林和正

1197回

4

5 （水） 高岡商工ビル 10F
☆通常例会 「　CN ５０周年記念大会の基本計画・概要について　」 次期委員会構成案の承認

1198回 CN50 大会委員長　L 玉井　晶夫

19（水） 高岡市民会館前 早朝例会
ホタルの幼虫放流：高岡古城公園大手口滝付近

1199回

5

10（水）
ニューオータニ高岡 結成記念例会

「　ライオンズ・スピリットについて　」 ﾁｬｰﾀｰﾓﾅｰｸｼｪﾌﾞﾛﾝ賞　50 年：L 島憲誠・L 山崎与

1200回 　地区名誉顧問　L 高岸和男 ﾓﾅｰｸｼｪﾌﾞﾛﾝ賞　20 年：L 室谷　L 神嶋

国際協会に関する勝ち抜きクイズ 　　　　　　　15 年：L 井藤　L 松野

17（水） 高岡商工ビル 10F
☆通常例会 メンバースピーチ　L 武部　潤子 CN50 周年記念大会予算案承認

1201回 　

6

7 （水）
高岡商工ビル 10F 事業委員会別全体会議

次期各事業予算計画案 第63回地区年次大会ｱﾜｰﾄﾞ　＊準グランプリ

1202回 ＊会員増強GMT　＊例会100％

＊国際会長感謝状　L見津　＊会員増強　L東山　L北林

21（水） 柿里本店花御堂 年次例会
トロンボーン演奏「砺波伸縮自在金管楽坊」 年間皆出席者表彰

1203回 入会式：L 田屋和茂・L 窪田政三 役員退任挨拶

2017年

1192回
ゲストZC L 工藤光也

1196回
スピーチ L 藤田一

1200回　結成記念例会
ゲスト L 高岸和男

1194回
元ガバナーを称えて

1198回
スピーチ L 玉井晶夫

1202回
年次大会アワード披露

1193回
スピー チL フォーセット

1197回
スピーチL 盤若進二

1201回
スピーチ L 武部潤子

1195回
エクールにて例会

1199回　早朝例会
市民会館前で

1203回
入会式 L 田屋和茂・L 窪田政三
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ＹＣＥ・青少年委員会
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