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となみセントラルライオンズクラブ
ライオンズクラブ国際協会　334-Ｄ地区　2Ｒ-3Ｚ　発行2017・6・14

スナップ後期例会 2016年12月～17年6月後期例会

●あやめ会の研修旅行●
５月15日（月）

　今回は薫風爽やかな京都・近江路へ。
初めに知恩寺の手作り市で趣味のお買い
物。昼食は日本画家竹内栖鳳の旧宅。東
山の町中にありながら、京の趣きと静寂に
包まれた庭園を眺め、ゆったりとイタリア料
理を堪能しました。〆には、緑広がる壮大
なお菓子工房『ラコリーナ近江八幡』で絶
品の銘菓をあれこれ買いこみ、美味しくて
楽しい１日は終わりました。

ＦＷＴ部門　準大賞
青少年育成優秀賞

長期在籍50年
Ｌ米原  蕃

アワード受賞

となみセントラルライオンズクラブ 検 索

ホームページをご覧下さい クラブスローガン

奉仕の心で  地域の絆

ライオンズクラブ国際協会　３３４-Ｄ地区　２Ｒ-３Ｚ

となみセントラルライオンズクラブ

2016.7～2017.6　2017年6月24日 発行

後期号

ライオンズクラブ国際協会創立100周年記念事業 
増山城冠木門の塗装と整備  5月14日（日）

ミニバーテンダーがレインボーカクテルをつ
くります　参加者130名
年末家族例会 （TONAMI翔凛館にて）

新年移動例会 （草の家にて） 会員スピーチ　「高齢化社会の現状と課題」
㈱丸圓商店 代表取締役 L五島辰夫

ゲストスピーチ　「知っているようで意外と知
らない神社の話」
級長戸辺神社 権禰宜 山田隆芳様

企業訪問例会　会員スピーチ　「我が社の
知的財産」
㈱スリー・ティ 代表取締役会長 L江尻 昭

例会訪問　地区名誉顧問 L荒尾と
長野篠ノ井LCより三役と副会長の4名来訪

会員スピーチ　「高齢化社会の現状と課題そ
の2」　藤井整形外科医院 院長 L藤井正則

3Z合同例会　カローリング大会表彰式と
アトラクション （草の家にて）

入会式　
L金平 正　L藤澤一博　L塚田竜司（欠席）

1173回 12月3日 1175回 1月6日 1176回 1月25日

1178回 2月22日 1179回 3月8日 1180回 3月22日

1181回 4月12日 1182回 5月10日 1184回 5月24日



　今年度の３Ｚ合同アクティビ
ティは、砺波広域圏わらび学園
に、バルーンやレゴブロックなど
の遊具を贈りました。両クラブの
幹事と会計がピカチュウやリラッ

クマの着ぐ
るみ姿で登
場すると子
どもたちは大喜び。自己紹介とプレゼ
ント贈呈のあと、一緒にバルーンで遊
びました。子どもたちからはお礼に手
作りの貼り絵をいただきました。

　上記の3ヵ所で街頭献血を行
いました。
　また、マリエ献血ルームでの
成分献血には Ｌ原野誠 Ｌ瘧師 
Ｌ村上 Ｌ伊藤が協力しました。

　陸上自衛隊富山駐
屯地体育館で行われ
ました。この大会は
礼儀作法や元気の良
さを判定して勝ちと
する大会で、一番声
が大きく元気がよ
かった選手2名に当クラブ今井会長よりとなみ
セントラルＬＣ賞が授与されました。

　ライオンズクラブ国際協会創立100周年記念主要事業である
増山城冠木門の塗装と整備は、5月14日、増山地区の皆さんに
も参加いただき、側溝に溜まった土砂の運び出しと門の塗替え
を行い、増山城のシンボル冠木門が美しくよみがえりました。
　もう一つの事業、看板のリニューアルは、市内中学生890名
から公募した『魅力あるまちづくり標語』約2700点の中から
優秀作品４点が選ばれ、砺波市教育長、砺波警察署長ご臨席の
もと、表彰式を5月24日に行いました。『魅力ある砺波市』へ
の願いが込められた子どもたちの看板は市内2カ所に建てられ
ています。

1月10日

2月12日

4月29日

60名

98名

74名

56名

84名

57名

実施日 場所 受付 400㎖

市役所

イオン

アピタ

第11回 健やか防犯
砺波剣道錬成大会

　我がクラブ初挑戦の
カローリング。力加減
がわからず悪戦苦闘な
がらも、両クラブ和気
あいあいにゲームを楽
しみました。

３ゾーン親睦
 カローリング大会

3ゾーン親睦
 ゴルフ大会

３ゾーン合同アクティビティ
 わらび学園へ遊具寄贈

　当日は小雨と風の寒い
中での清掃でしたが、15
年の活動の成果でごみ
も少なく、探すのが大変
なくらいでした。

　使用済切手1.5㎏、未使用切手8,932円、書き損じはがき
4,784円、古本551冊を『世界の子どもにワクチンを』日本委
員会へ寄付しました。

庄川河川敷の清掃

『世界の子どもに
　　ワクチンを』事業

　トナミロ
イヤルゴル
フクラブで
15年ぶりに
3ゾーン親
睦ゴルフ大
会が開催さ

れました。
　参加者は両クラブで33名。若鶴大正蔵で表彰
式と交流会が行なわれました。
　優勝は砺波LC栗山　２位・３位も砺波LC。
来年はリベンジを誓います。

新会員の紹介 3名の新会員を迎えました

L  金 平 　 正

砺波商工会議所

専務理事
砺波市永福町６番２８号
TEL ３３ - ２１０９
FAX ３３ - ４４２２

自宅　砺波市太田

か ね 　　　ひ ら 　　　　　　　た だし

L  藤 澤 一 博

明治安田生命（相）

砺波営業所長
砺波市中央町1番5号
TEL ３２ - ２７３０
FAX ３３ -１７４２

自宅　砺波市矢木

ふ じ 　 　 さ わ 　 　 か ず 　 ひ ろ

L  塚 田 竜 司

㈱塚田工機

代表取締役
砺波市宮沢町１-５３
TEL ３３ -１１０１
FAX ３３ -１１０５

自宅　砺波市本町

つ か 　　　　だ 　　　りゅう　 　 じ

ライオンズクラブ国際協会創立100周年記念事業
ライオンズ

クラブ

国際協会
100周

街頭献血、四献呼びかけ、
薬害防止啓発活動

“魅力ある街づくり標語”募集　看板のリニューアル

2月11日（土）

5月10日（水）

4月18日（火）

5月25日（木）

1月19日（木）

「みんなで仲よく遊んでね」

今井会長よりライオンズクラブ賞が授与された

プレゼントされた貼り絵の額

アピタ砺波店での街
頭献血

看板の取替え作業
（栄町、学び交流館前にて）

クラブより参加者全員で増山城冠木門の前で記念撮影

表彰式を終えて出席者全員で記念撮影

会長より表彰を受ける般若中 森亜麻音さん

R359沿い「交通安全」部門と「砺波のPR」部門の看板

文化会館前のソーラ時計塔修復と
100周年事業の銘板

JR砺波駅
南口広場の
ソーラ時計塔に
取付けた銘板

学び交流館前「明るく元気な街づくり部門」の看板

献血車の社内で

念力でストーンを
引き寄せる今井会長
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