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 887 回例会
平成 26 年 1 月 28 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. 来賓の紹介

チャイルドライン高知代表さま

6. 会長挨拶

★ ★ ★

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。

7. 来賓ご挨拶及び支援金のお礼
8. 来賓退場
9. 協議事項
1)

1/6（月）市内１４ＬＣ会長幹事会より・・・最終ページ参考

2)

家族会員について・・・別ページ参考

3)

第 22 回世界スカウトジャンボリー支援金拠出につき事業費￥52,000 の承認

10. 報告事項

＊二重線の氏名は欠席者 、 Ｈ→ホテル略

1)

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。

2)

次年度クラブ役員選出につき、会長（指名委員長）指名で、指名委員 17 名の報告。
指名委員：宅間幹事 藍原 秋月 溝渕 大黒 三谷智 中村 福家 濱口 沖野 小松建 橋本充
高木 長﨑 岡林 吉永 酒井

3)

2/20 引き落とし、1～3 月分の会費請求について（全て内規事項及び承認済み）
1～3 月会費（正会員）

24,000 周年積立（3 ヶ月分）

1,500

〃 会食費

13,800 事業費拠出金（3 ヶ月分）

3,000

〃 誕生日ドネーション

7,000 地区誌援室拠出金（3 ヶ月分）

3,000

〃 記念日ドネーション

4,000 12/23 ｸﾘｽﾏｽ忘年例会費

5,000

LCIF20＄献金

2,100 1/14 合同新年例会費

3,700

各個人負担金

4)

1/21（火）出席委員会（メイクアップ）12：00～三翠園 2F
出席者

5)

吉永委員長

池添文男

沖義一

畑山昌

吉井幸夫

1/21（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

7)

1/19（日）市内 14LCチャリティセール 10：00～高知大丸前 ＊物品拠出無しの方は￥5,000 を 5/20 に引落
【 下表、遺漏が有りましたら至急お知らせ下さい、大変失礼致しました 】
小松会長 酒井前会長 横畠副会長 宅間幹事 石坂会計 岡林 中村 濵田
販売参加者
松本 三谷勝
物品拠出者
石坂 今西 入交 楠永 小松和 酒井 澤田 宅間 中尾 中村 橋本 濵田 福家
（役職省く）
溝渕 三谷智 三谷勝 森田 横畠 吉本
売
上
・高知県 LC 献眼特別委員会へ 20％ ￥10,540 を拠出します。
￥52,700
・高知県 LC 骨髄バンク特別委員会へ 20％ ￥10,540 を拠出します。
1/25（土）６・７R リーダーシップ（指導力育成）研究会 14：00～懇親会 17：00～＊希望者なし不参加

8)

1/26（日）ライオンズの森手入れは参加者幹事のみの為中止

9)

1/28（火）計画委員会 17：30～三翠園

6)

小松会長 宅間幹事 山本委員長 岡久道明 入交治夫 沖野誠賢 高木義夫 畑山昌
濵田道弘 吉本久代 大黒 勲 今西富雄

出席者

【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) 土佐山田 LC 結成 50 周年記念チャリティコンサート「堀江真美コンサート」Jazz＆昭和歌謡 ＊希望者は事務局まで
日時 2/1（土）式典 13：30～14：00 前売りチケット￥2,000 高校生以下￥１０００

2) 高知桜 LC 結成 20 周年記念式典 場所：三翠園 登録費￥10,000×14 名＝分担金 締切済み終了
日時 3/15（土）式典 13：00～14：00

ｺﾝｻｰﾄ 14：15～14：55

祝宴 15：10～16：40

3) 高知鏡川 LC 結成 35 周年記念式典 場所：H 日航高知 登録費￥10,000×12 名＝分担金 締切 2/28
日時 4/6（日）式典 11：00～12：00

祝宴 12：20～14：00 ゴルフ 4/5（土）スカイベイＧＣ ＊一組お返し

4) 第 60 回地区年次大会/高松市 登録費￥10,000＝分担金 ※代議員 6 名＝ｸﾗﾌﾞ負担 本登録締切 2/28
4/12（土）前夜祭（日韓親善国際交流の夕べ）18：30～ 登録料￥10,000 参加者個人負担
4/12（土）記念ゴルフ 登録料￥5,000 参加者個人負担
4/13（日）代議員のみ → 選挙会 8：00～9：00 分科会 9：00～10：30 総会 11：00～12：00 昼食 12：00～13：00
代議員及び一般会員 → 大会式典 13：00～15：00

5) 第 60 回複合 地区年次大会/倉敷市 登録費無料・弁当代￥1,800＝分担金 ※代議員 6 名＝ｸﾗﾌﾞ負担
予備登録締切 1/31
本登録締切 3/31 ＊市内 14 ｸﾗﾌﾞで貸切バスを出します。
5/17（土）前夜祭 18：30～/登録料￥11,000 参加者個人負担
5/17（土）記念ゴルフ/ 登録料￥5,000 参加者個人負担＊3 箇所詳細は事務局まで
5/18（日）代議員のみ → 投票 7：30～8：30 分科会 8：45～9：30 総会 10：00～11：00
代議員及び一般会員 → 大会式典 11：15～12：45

＊随時帰高

6) 第 96 回ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際大会 7/5～7/9 於 ハンブルグ 登録費 100～150 ドル＝ｸﾗﾌﾞ負担
登録者/橋本第２福地区ガバナー 三谷元地区ガバナー
● 開催日

●時間

● 場所

● 行事名/出席及び参加者予定者

2/ 4（火）

18：30～

寿し柳

計画委員会

2/11（火・祝） 17：00～

三翠園

第一例会

＊祝日です

＊開始時間注意

※登録次期で変動

～第 888 回記念特別例会～

＊講話・懇親会あり
＊ビジター市内 13 クラブ会長幹事予定

11. テール・ツイスター
12. 出席率の発表

タイム

出席委員会

13. また会う日まで
14. ライオンズ・ローア
15. 閉会の辞・閉会ゴング

古切手、書き損じハガキ募集。封筒から剥がさず、
切手周りの刻みが取れないよう切取り、枚数を記入
して収集下さい。

【現在収集 3,545 枚】

