
第１３５７回例会（会員出席・会則・指導力育成委員会担当例会）
2017年3月14日（火）ＰＭ6：30

場 所 ホテルスエヒロ  

テーマ Ｌ松浦  聖一

１．開  会

２．開会宣言ゴング

３．国歌斉唱並びにライオンズヒム

４．ライオンズの誓い

５．会長挨拶

６．今月のお祝い

   ○御結婚記念日  ９日Ｌ山本真奈美(1年)１０日Ｌ佐々木勝(49年)

           １２日Ｌ大河昭彦(45年) １２日Ｌ工藤正光(40年)

           １３日Ｌ菊地崇之(40年) １４日Ｌ小林政志(35年)

３０日Ｌ伊東和彦(19年)

○ﾗｲｵﾝ御誕生日  5日Ｌ藤本清正 １０日Ｌ工藤正光

        １５日Ｌ松浦聖一 １９日Ｌ高桜裕啓

３０日Ｌ佐々木勝  ３０日Ｌ畑田豊春

○ﾚﾃﾞｲ御誕生日 １５日  田中則子 ３0日  伊東八妃

       ３０日 西保節子 ３1日花尻ひろみ

７．委員会報告

  ①環境・交通・福祉福祉委員会  委員長 L芳賀美津男

○滝川市ノーマライゼーション推進委員会 開催の件

    日 時  2017年4月14日（金）13：30～

場 所  滝川市役所 ３階（３０１号会議室）

Ｌ玉手 出席予定

  ○春の全国交通安全街頭啓発「旗の波運動」

   及び出発式 参加依頼の件

日 時 ２０１7年４月６日(木)

街頭啓発 ７：５０～８：１０

北洋銀行滝川支店前 全員参加

②青少年育成委員会   委員長 L山﨑  猛

○第19回滝川ライオンズクラブ杯ミニバスケットボール大会

終了報告・お礼状の件

    開 催 日 2017年２月１８日（土）・１９日（日）

         ・２５日（土）・２６日（日）

    場  所 滝川第三小学校

    開 会 式 2月１８日（土）参加ライオン １２名

    閉 会 式  ２月２６日（日）参加ライオン １０名

お礼状が来ております。

○お礼状の件

  滝川幼稚園 紙芝居読み聞かせ

  バランスボード贈呈につきましてお礼状が来ております

８．幹事報告

①選挙会例会の件

   201７年４月１１日（火） 4月第1例会

  ②千歳ライオンズクラブ例会 招待 出席報告 の件

日 時 ２０１７年 ３月 ８日（水） １８：３０～

場 所 ホテル グランテラス千歳（

千歳市本町４－４－４ ＴＥＬ 0123-22-1121）

   菊地ＺＣＰ、臼杵Z委員、水口会長 出席

③平成２8年度一般社団法人滝川国際交流協会 第4回理事会 案内の件

会長 Ｌ水口典一

環境交通福祉委員会 Ｌ玉手副委員長

青少年育成委員会

Ｌ山﨑委員長



  日 時 2017年3月21日(火)18：00～20：00

  場 所 滝川市役所６Ｆ 601会議室

  Ｌ小林 出席予定

④国際ソロプチミストより第29回ビアーとダンスの夕べ

招待状・会券販売の件

日 時 2017年４月4日(火) 18：30～20：30  

場所 ホテルスエヒロ エレガンスホール

   招待状１枚と会券が5枚来ております。

   チケット1枚２，０００円

   祝儀 １０，０００円 、会券5枚については

   環境交通福祉委員会費で購入

⑤FM-Gsky春の交通安全週間キャンペーンＣＭ広告協賛の件

  放送期間 4月6日～15日 1日1回×10日

協賛広告料 10,000円

⑥「第２回ニューメンバーオリエンテーション」案内の件

日 時 ２０１７年４月１５日（土）

○オリエンテーション １６：００～１７：４５

○懇親会       １８：００～１９：３０

会 場 岩見沢グリーンランド ホテルサンプラザ

（岩見沢市４条東１丁目）

登録料 ６，０００円 （懇親会欠席の場合 ２，０００円）

対象者 ○入会５年未満の正会員

○入会年数に関わらず出席希望の会員

   内 容 ライオンズ用語の説明・ＤＶＤ他

※当日ライオンズ必携をご持参下さい

締 切 ３月３１日（金）

⑦第63回年次大会の件

   ※第63回年次大会 代議員派遣の件

第１分科会（会則付則、経理、長期計画リサーチ、ＧＭＴ、ＧＬＴ、ＦＷＴ国際関係、会員増強エクステンション、

次世代リーダーシップ研究会）                      

第２分科会（百周年記念、ＬＣＩＦ、ＰＲ・ＩＴライオンズ情報、献血・献眼、環境保全、アラート）

第３分科会（薬物乱用防止、ＹＣＥ、ライオンズクエスト、青少年育成）

    代議員対象 ３名（菊地ＺＣＰ、臼杵Ｚ委員、水口会長）

   ※代議員会提出議案について

5月２１日(日)

（第２例会振替）

登録料

  Ｌ10,000円

家族会員5,000円

今年度
(ｸﾗﾌﾞ負担 5,000円)

(本人負担 5,000円)

代議員総会 登  録  9:00～9:50

総 会  10:00～10:30

分科会  10:30～11:30

再開総会  11:30～12:00

ホテルさっぽろ芸文館

式   典 １３：００～１５：３０

（受付12：00～13：

00）

ニトリ文化ホール

記念講演会 １６：００～１７：００

懇 親 会 １７：３０～１９：００ ロイトン札幌

登録締切 ３月31日(金)

※記念ゴルフ大会は開催

いたしません

Ｌ田家幹事



     議案提出締切  3月31日(火)

    ※第63回年次大会 ガバナーズアワードの件

     優秀会員表彰   ３０年 Ｌ竹田 弘 ２０年 L大河 昭彦  

   ※大会委員長アワードについて

１．大会登録率優秀クラブ賞

地区内全クラブにて、登録率上位１位～５位

２．ゴールデンライオン（以下のいずれの条件も満たしている方）

今年度大会登録をしているライオンで、大会当日の時点で、満８０歳以上のライオン

対象 Ｌ竹田 弘 Ｌ平松 孝

※記念講演会  講  師 つしま医療福祉グループ 日本医療大学 総 長  島本 和明 先生

タイトル   「ここまで進んだ心血管病の診断と治療」

⑧『第１００回シカゴ国際大会』３３１複合地区公認ツアーのご案内

◆公認ツアー申込み   申込期限：３月３１日（金） ＪＴＢ北海道へ

◆北海道の夕べ申込み  申込期限：３月３１日（金） ＪＴＢ北海道へ

◆登録と申込み期限  （早期登録ご案内の際の登録用紙にて複合事務局へお申し込み）

  ⑨4月理事会日程の件

  日 時 4月4日（火）18：00～ 場所 ホテルスエヒロ

⑩委員会配属の件

   L小峯 直樹

運営委員会 計画委員会  事業委員会 青少年育成委員会

L本瀬 浩貴

運営委員会 計画委員会  事業委員会 青少年育成委員会

  ⑪ 故Ｌ池田 寄付金の件

    寄付金 ２００，０００円を未来基金へ

⑫その他

９．テール・ツイスター

１０．出席報告

１１．ライオンズ・ローア

１２．閉会ゴング

項目 登録料 国際本部受付期間 ※331複合地区事務局受付期間

普通登録 ＄180 2017年3月31日まで 2017年3月24日(金)まで

後期登録 ＄200 4月1日以降～現地 要相談

2月のバレンタインデーのお返しに男性ライオンから

プレゼントをいただいた女性ライオン

急遽転勤となり柴田ライオンとの送別と

なりました

柴田ライオン最後のローア


