ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区 6R-1Z

柏

Kochi KASHIWA

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国 際 協 会 ﾓｯﾄｰ「 わ れ わ れ は 奉 仕 す る （ We Serve） 」
336－ A 地 区 ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾛｰｶﾞﾝ「 と き め く 明 日 へ ウ ィ サ ー ブ 」
高知柏 LC 小松会長スローガン｢ライオンの愛とパワーで ウィサーブ｣

第 879 回例会
平成 25 年 9 月 24 日（火） 三翠園 18：30～

1.

開会宣言及び開会ゴング

2.

国旗に敬礼・国歌斉唱

3.

ライオンズヒム斉唱

4.

ライオンズの誓い唱和

5.

会長挨拶

われわれは知性を高め､友愛と相互理解の精神を養い､
平和と自由を守り、社会奉仕に精進する。

★ ★ ★

お 食 事 タ イ ム

★ ★ ★

別料金飲物（ビール・ウーロン茶・他）は、注文時に個人が現金払い、お釣りも確実にお受け取り下さい。

6.

7.

協議事項・・・理事会及び
1)

4～9 月分、会費未納２名の件

2)

終身会員（分類：優待）の委員会費の件

報告事項

＊二重線の氏名は欠席者 、 Ｈ→ホテル略

1)

10 月行事予定のご案内をメール及び FAX 済み、お返事よろしくお願いします。

2)

第二副会長の選定状況について

3)

9/2（月）市内 14ＬＣ会長幹事会より 最終ﾍﾟｰｼﾞ議事録参考

4)

9/3（火）計画委員会より

5)

9/15（日）ライオンズフォーラム in 高松 高松シンボルタワー13：30～17：45 交流会 18：30～20：00
参加者：橋本第二副地区ガバナー 三谷地区名誉顧問 小松会長 横畠副会長 宅間幹事 石坂会計 福家正義

6)

9/17（火）出席委員会（メイクアップ）12：00～三翠園 2F

出席者 吉永委員長 池添文男 沖義一

7)

9/17（火）理事会 18：30～新阪急ホテル ＊二重線は欠席者
小松会長 酒井前会長 横畠第一副会長 宅間幹事 石坂会計
出席者
平野ＬＴ 原ＴＴ 吉永会員理事 池田聰理事 沖野理事 高木理事 橋本充理事
濱口理事 福家理事 溝渕理事 三谷智理事 三谷勝理事 山本理事 横田理事

【ご案内及び行事予定】 お問合せ、お申込みは事務局迄（ TEL 875－7260 ）
1)

9/28（土）高知県ＬＣ献血推進研究会 12：00～三翠園 ＊ホストクラブ
参加者：岡林地区委員 小松会長

2)

10/6（日）高知中央ＬＣ結成 40 周年記念式典 ｻﾞｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ新阪急 H ＊分担金￥10,000×17 名
11：00～式典 12：15～祝宴

3)

＊ゴルフ大会 10/5（土）黒潮ＣＣ 分担金￥3,000×7 名以上

10/19（土）
『あなたの愛を』四献運動（献血・献眼・献腎・骨髄提供）パレード要 15 名以上参加
12：00 集合

＊場所：NTT 西日本高知支店駐車場

コース：高知大神宮前より帯屋町・新京橋・大丸前・京町を経てはりまや橋公園まで
※10/18（金）観月例会にて 18：30～配付品 500 ｹ袋詰め
4)

11/10（日）LC 親睦ボーリング大会 9：15～ボウルかつらしま 3,4 名一組とし二組まで参加可
締切 10/11 の為、10 月予定出欠表にて 4 名以下の場合は不参加とします

5)

第 52 回東洋・東南アジアライオンズ・フォーラムご案内

一次締切 9/3 登録料はクラブ負担

開催地：シンガポール 期間：11/7～10＊詳細は事務局まで 参加者：橋本第二副地区ガバナー

● 開催日

●時間

● 場所

● 行事名/出席及び参加者予定者

10/1（火）

18：30～

寿し柳

計画委員会

10/18（金）

18：30～

三翠園

第一例会 観月例会＊ﾊﾟﾚｰﾄﾞ配付品 500 ｹ袋詰め

8.

テール・ツイスター タイム

9.

出席率の発表

古切手、書き損じハガキ募集。封筒から剥がさず、

出席委員会

切手周りの刻みが取れないよう切取り、枚数を記入

10. また会う日まで

して収集下さい。

11. ライオンズ・ローア

【現在収集 2,056 枚】

12. 閉会の辞・閉会ゴング

市内１４ＬＣ会長・幹事会議事録

報告者

高知りょうまＬＣ幹事

報告事項
①第２４回小児糖尿病サマーキャンプ報告

＊報告者高知りょうま LC＊

子供２４名、一人の子供に医師・看護師等４名が必要。合計９０数名が参加・全員無事に帰宅。
ホエールウォッチングが人気、来年度も室戸で開催すれば室戸 LC も参加する意向。
ご案内および連絡事項

＊下記ご案内希望者は柏事務局まで

①「地域花いっぱい 8030（はちまるさんまる）事業」経過報告

＊高知鏡川ＬＣ＊

花は１１月ごろ配布予定（黒潮・南・桜・りょうま・よさこい・とさみずき・土佐国府が賛同）
②20 周年記念青少年健全育成のためのチャリティゴルフ大会 9/20 ＊報告者高知桜 LC＊
現在４２組の申込

参加要請・今週一杯申込を受け付けます。

③10/24 第１１回チャリティゴルフコンペのご案内
11/22 ディナーパーティ

一般参加 OK ＊高知よさこい LC＊
＊高知よさこい LC＊

チャリティの夕べのご案内

第１１回の開催アトラクション・オークションがあります。
④平成２６年１月の会長・幹事会日程の件→ 1/6（月）＊高知とさみずき LC＊
＊高知とさみずき LC＊

ライオンズクエストの件

清和女子高校長先生、学芸中・高の先生等１７名参加
⑤青少年健全育成の為のチャリティビアパーティのお礼

＊高知南 LC＊

収益金は高知商業高校へ基金（ラオス）・８月１７日三園天使園の子供の川遊びへ支援
（ソーメン流しが好評）
⑥第６０回よさこい祭りのお礼

＊報告者高知りょうま LC＊

県内外合計８５名の踊り子参加。谷野徹元国際理事のメッセージ『アクティビティはもっと対外的に
アピールすべき。よさこい祭りはりょうま LC だけでなくライオンズクラブ全体として取り組む方向
を検討してみては。』
その他

＊高知りょうまＬＣ＊チャリティバザー来年１月２６日開催予定
＊高知中央ＬＣ＊４０周年記念のゴルフ・式典への参加要請

次回開催

11/11（月）18：30～城西館

ホストクラブ：高知よさこいＬＣ

品物の準備依頼

