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 881 回例会
平成 25 年 10 月 29 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

われわれは知性を高め､友愛と相互理解の精神を養い､

3. ライオンズヒム斉唱

平和と自由を守り、社会奉仕に精進する。

4. ライオンズの誓い唱和
5. 会長挨拶
6. 終身会員証書の伝達

大黒勲

7. MJF（ﾒﾙﾋﾞﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾌｴﾛｰ）1000 ﾄﾞﾙ献金 ラペルピン及び初回記念楯の伝達
藍原美登男 13 回目 小松和弘 初回 坂本武夫 10 回目 宅間健朗 初回 橋本充好 9 回目
8. お誕生ライオンへ記念品贈呈及ご挨拶
高橋広介

宅間健朗

沖義一

★ ★ ★

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。

9. 協議事項・・・理事会及び
1)

7～9 月会計報告・・・別紙参考

2)

会費未納 2 名の件

3)

内規により、分担金（案）の承認の件

4)

10 月計画委員会より提案及び報告

5)

6R-1Z 合同新年例会打合せ会 開催結果について

6)

橋本第二副地区ガバナーより 2015 年度高知キャビネット役員について

10. 報告事項

＊二重線の氏名は欠席者 、 Ｈ→ホテル略

1)

10～12 月分会費請求（11/20 引落・全て内規によりと承認済み事項）

2)

来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。

3)

古切手収集

4)

10/19（土）『あなたの愛を』四献（献血・献眼・献腎・骨髄提供）運動推進パレード

平野登志子 155 枚

12：00 集合準備 13：50 出発 ＊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

参加者

岡林地区委員 小松会長
横畠第一副会長 石坂会計
濱田道弘 林樹一 福家正義 溝渕康夫 吉永正一

出席者

今西富雄

池添文男

小松建紀

5)

10/22（火）出席委員会（メイクアップ）12：00～三翠園 2F

沖義一

6)

10/22（火）理事会 18：30～ザクラウンパレス新阪急高知 ＊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】
1)

お問合せ、お申込みは事務局迄（ TEL 875－7260 ）

第 52 回東洋・東南アジアライオンズ・フォーラムご案内

登録料はクラブ負担

開催地：シンガポール 期間：11/7～10 参加者：橋本第二副地区ガバナー 三谷元ガバナー

2)

11/3（日）市内 LC 国道一斉清掃 7：00～集合：知寄町 ベスト電器お客様用駐車場
＊石井氏のご尽力で新しい集合場所とゴミ収集場となりました。
●お店よりお願い。お車は一箇所へまとめて駐車下さい。
●国土交通所より。交差点に近いところはゴミ回収車を停車させられない、ベスト電器の駐車場入
り口に辺りとして下さい。

清掃区間：知寄町 3 丁目電停北側歩道⇔菜園場町電停北側歩道

3)

11/6（水）市内 11LC（東・北・桜は不参加）合同献血 11：30～16：00 中央公園

4)

11/7（木）24 時間ＴＶ「愛は地球を救う」実績報告会 13：30～高知放送南館 8F 参加者：三谷勝水

5)

11/11（月）市内 14ＬＣ会長幹事会 18：30～城西館

6)

11/16（土）６・７Ｒ新会員オリエンテーション（前期）13：30～高知プリンスＨ

7)

参加者：三谷元ガバナー 吉永会員理事 今西富雄
11/16（土）薬物乱用防止教育認定講師養成講座 13：00～県立県大学 永国寺キャンパス＊ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ
対象者：岡林地区委員

会長・第一副会長・幹事・保健福祉委員長（受講済の場合代理可）

8)

11/22（金）高知桂 LC 結成 49 周年記念例会 18：30～Ｈ日航高知

9)

11/23（土）高知桂 LC 結成 49 周年記念ゴルフ 黒潮ＣＣ

出席者 会長

参加費￥4,000

幹事

締切 11/1

現在お申し込み無しの為、不参加とします。

● 開催日

●時間

11/5（火）

18：30～ 寿し柳

計画委員会

11/12（火）

18：30～ 三翠園

第一例会

11. テール・ツイスター
12. 出席率の発表

● 場所

● 行事名/出席及び参加者予定者

タイム

出席委員会

古切手、書き損じハガキ募集。封筒から剥がさず、

13. また会う日まで

切手周りの刻みが取れないよう切取り、枚数を記入

14. ライオンズ・ローア

して収集下さい。

15. 閉会の辞・閉会ゴング

【現在収集 2,201 枚】

