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ライオンズクラブ国際協会334複合地区

2019年 5月26日（日）
オーバード・ホール、オークスカナルパークホテル富山

第65回 年次大会in富山

「We Serve」
前向き思考で真の奉仕と大きな感動

複合地区スローガン

会場へのアクセス

電車 でお越しの方

JR でお越しの方

飛行機 でお越しの方

車 でお越しの方

オーバード・ホール
〒930-0858 富山県富山市牛島町9-28　TEL.076-445-5620
http://www.aubade.or.jp/

最寄駅は富山駅です。
富山駅下車後、富山駅北口へお越しください。

富山空港より約8km
連絡バスで富山駅まで約30分、タクシーで約25分

北陸自動車道 富山インターより約6km、車で約20分

▶［あいの風とやま鉄道でお越しの方］
富山駅下車後、富山駅北口へお越しください。

▶［富山地方鉄道でお越しの方］
電鉄富山駅下車後、富山駅北口へお越しください。

東京 から ▶北陸新幹線（約2時間10分）

大阪 から ▶特急サンダーバード
→金沢駅で北陸新幹線に乗り換え（約3時間30分）

名古屋 から ▶特急しらさぎ
→金沢駅で北陸新幹線に乗り換え（約3時間20分）
▶特急ひだ （所要：約4時間）

オークスカナルパークホテル富山
〒930-0858 富山県富山市牛島町11-1　TEL.076-432-2000
http://www.oarks.co.jp/canal/

オーバード・ホールには駐車場はございません。
周辺の有料駐車場をご利用ください。

周辺の観光 富岩水上ライン

〒933-0039　富山県高岡市大手町10-38あさひビル1F　334-D地区キャビネット事務局
TEL：0766-22-5006　FAX：0766-73-2182　E- mail：lci334md2019toyama@gmail.com

ライオンズクラブ国際協会334複合地区
第65回 年次大会事務局

オススメ！ ふがんすいじょうらいん

美しい芝生と運河が広がる富岩運河環水公園は、人気のレストランや
「世界一美しい」と言われているスターバックスコーヒーがある富山
No.1の観光スポットです。公園内から運航している「富岩水上ライン」は、
環水公園から中島閘門、港町・岩瀬を結ぶ人気の運河クルーズ。四季
折々の風景を船上から楽しむことができます。

富山県美術館
とやまけんびじゅつかん

富岩運河環水公園内に移転新築した、アートとデザインをつなぐ美術館。
20世紀初頭に活躍した巨匠たちの作品から、国内外を代表する作家の
ポスター、椅子などのデザイン作品を鑑賞できます。屋上庭園「オノマ
トペの屋上」やワークショップが体験できるアトリエもあり、アートと
デザインを肌で感じられる仕掛けがたくさんあります。
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ライオンズクラブ国際協会334複合地区

第65回 年次大会in富山 大会プログラム

大会議長

Ｌ．藤弥 一司
大会会長

Ｌ.宇波 真一郎
大会委員長

Ｌ．高田 順一

ライオンズクラブ国際協会334複合地区の皆様におかれましては、「われわれは奉仕する」の揺るぎ
ない信念のもと、日 ご々活躍のことと拝察申し上げます。
今年度も334複合地区年次大会のご案内をさせていただく時期となりました。第65回年次大会は
2019年5月26日（日）、富山県富山市オーバード・ホールを舞台に開催いたします。富山駅北口の
目の前に位置し、「オーバード（夜明けの歌）」を名に冠したホールは、「『We Serve』前向き思考で
真の奉仕と大きな感動」を語り合い、共有するにふさわしい場と言えます。
天然の生け簀とも呼ばれる富山湾は、2014年、ユネスコが支援する「世界で最も美しい湾クラブ」に
加盟しました。これは、海の真上にそびえるような立山連峰のダイナミックな景観と、豊かな環境を
守り伝える県民参加の活動が評価されたと考えられます。水深1,000ｍの富山湾から3,000ｍ級の
立山連峰まで高低差4,000mの富山県は、水豊かで食材豊富。ホタルイカやシロエビなど、海の幸を
ふんだんに揃え、うまい水で仕込んだ地酒の数々で集いの場を彩ります。
会場周辺にある富岩運河環水公園は県民憩いの場。富岩運河には、パナマ運河方式で水位差を
調節する中島閘門があり、国の重要文化財に指定されています。今も可動する閘門は運河クルーズの
大きな目玉。公園の一角にある富山県美術館では、散策するだけでもアートとデザインにふれることが
できます。
また、新しいプログラムとして「ニューヴォイスセミナー」を開催いたします。初の女性国際会長を
迎えた今期、ライオンズクラブにおける女性会員の貢献をたたえ、ジェンダー平等の推進に向けた
ニューヴォイスイニシアチブの取り組みとその目的をご紹介します。
進化を続けるライオンズを体感いただく場として、皆様のご来富を心よりお待ち申し上げております。

ごあいさつ

開催日 2019年 5月26日（日）
会　場 オーバード・ホール

オークスカナルパークホテル富山
登録料

代議員

大会式典：1名につき 5,000円
前 夜 祭：1名につき 10,000円
晩 餐 会：1名につき 10,000円

登録受付 【会場】オーバード・ホール

10:00～11:00 一　般 10:00～13:00

参加申込締切 2019年 4月2日（火） 参加登録料振込期間 2019年 4月8日（月）～15日（月）
※参加登録料は参加者確定後、上記期間厳守で指定の口座にお振込みください。※宿泊は別途ご連絡いたします。
※詳細は別紙「334複合地区第65回年次大会案内」をご覧ください。

◆代議員会 【会場】オーバード・ホール

《資格審査委員会》9:30～10:00
《投票》10:00～11:00　《開票》11:00～11:10
《議事運営委員会・国際理事候補者推薦委員会・決議委員会》11:00～11:20
《代議員会》11:30～12:00

◆New Voiceセミナー 【会場】オークスカナルパークホテル富山 10:30～11:30

※代議員・一般参加の皆さまを含めて参加者全員に昼食の用意がございます。

昼　食 【会場】オークスカナルパークホテル富山

11:30～13:00

大会式典 【会場】オーバード・ホール

13:00～15:30　《記念講演》14:00～14:45　山田 實紘

晩餐会 【会場】オークスカナルパークホテル富山

16:00～17:30

※別紙登録用紙にてお申込みください。事前申込み

（元国際会長・国際理事会アポインティー）
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