
 

 

 

 

  

    

   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  会長スローガン 「原点を見つめ未来へつなぐ奉仕の輪」 

 ６．今月のお祝い 

  ◎ご結婚記念日 

  ◎ライオンお誕生日 

  ◎レディお誕生日     ４日  臼杵マチ子 11日  畑田久美子   

 ７．委嘱状伝達 (2014.7～2015.6) 

  ◎エコー誌協力委員 

   ＰＲ委員長 Ｌ小野 淳子 

 ８．会計報告 

  ①２０１３．７．１～２０１４．６．３０ 収支決算書   前会計  Ｌ水口 典一 

  ②２０１４年６月３０日 現在      貸借対照表   前会計  Ｌ水口 典一 

  ③監 査 報 告            前監査委員        Ｌ中島 康文 

  ④２０１４．７．１～２０１５．６．３０ 収支予算書  財務委員長 Ｌ水口 典一 

 ９．ライオンズクラブ年会費内訳の件（別紙）            会計  Ｌ高桑 純啓 
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１０．委員会報告 

  ①計画委員会           委員長 Ｌ渡邊 要 

  2014年7月1日～2015年6月30日 滝川ＬＣ年間行事予定表の件 

   

  ②環境・交通安全委員会      委員長 Ｌ佐々木 勝 

   ◎夏の交通安全運動街頭啓発「旗の波運動」の件 

    日時 2014年7月11日(金) ７：５０～８：１０ 

    場所 北洋銀行滝川支店前 

    全員参加 

   ◎夏の交通安全運動に伴う検問所における街頭啓発依頼の件 

    日時 2014年7月11日(金)、14日(月)、16日(水)、18日(金) 17:00～17:30 

    場所 中央検問所(セブンイレブン前 滝川ライオンズクラブ検問所) 

    理事会メンバー・交通安全委員会メンバーよし5～6人程度 

  ③社会福祉保健委員会       副委員長 Ｌ廣澤 大蔵 

   ノーマライゼーション推進委員会より 

   ◎平成26年度第14回ふれあいサマーキャンプ事業の協力依頼の件 

    日時 2014年7月18日(金) 17:30～21:00 

    場所 滝川ふれ愛の里バーベキューハウス 

    Ｌ松原 Ｌ廣澤 出席予定 

   ◎「第17回ふれあいパークゴルフ大会」の協力依頼・参加依頼の件 

    日時 2014年8月2日(土) 9:00受付 役員の方は8:30集合 

    場所 コスモスパークゴルフ場(滝川市江部乙町西11丁目9番) 

    参加費 大人 1,800円 子供 1,000円 

    協力依頼 1名 (交流会費1,500円(交流会に参加しない場合は無料)） 

    Ｌ松原 出席予定 

   ◎平成26年滝川市社会を明るくする運動街頭啓発の参加依頼の件 

    ☆第26回チャリティーＫＡＹＡＧＩＮＩまつり 

     日時 2014年7月26日(土) 17:30～約30分程度 集合時間17:25 

     場所 道の駅たきかわ 横駐車場 

    ☆滝川神社秋季例大祭 

     日時 2014年8月23日(土) 16:30～約30分程度 集合時間16:25 

     場所 ベルロード(三番館横、実施本部前) 

計画委員長 Ｌ渡邊 

委員長 Ｌ佐々木 

委員長 Ｌ廣澤 
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１１．幹事報告  

  ①第10回滝川ほほえみ工房祭開催・出席報告の件 

   日時 2014年7月5日(土) 11:00～ 場所 滝川ほほえみ工房 

   伊東会長出席 (ご祝儀10,000円) 

  ②ボーイスカウト滝川第1分団育成資金造成パーティー案内の件 

   日時 2014年7月11日(金) 18:30 

   場所 ホテルスエヒロ １Ｆ エレガンスホール 

   伊東会長出席予定 (ご祝儀10,000円) 

  ③滝川バスケットボール連盟より ビアパーティー招待の件 

   日時 2014年7月23日(水) 18:00 

   場所 ホテルスエヒロ １Ｆ エレガンスホール 

   招待券が5枚きております。 伊東会長・大石橋幹事出席予定(ご祝儀10,000円) 

  ④スプリングフィールド大学学長メアリー・ベス・クーパー氏講演会並びに歓迎会開催の件 

   日時 2014年7月25日(金) 講演会18:00～18:50 歓迎会19:00～20:30 

   場所 ホテルスエヒロ 

   歓迎会会費 4,000円  伊東会長出席予定 

  ⑤第5Ｒ地区ガバナー公式訪問案内の件 

   日時 ２０１４年８月４日(月) 役員会  15:30～16:45(受付14:30～) 

       (８月第１例会振替)  公式訪問 17:00～18:00(受付14:30～) 

                  懇親会  18:10～19:25 

   場所 役員会  新十津川町総合健康福祉センター「ゆめりあ」１Ｆ多目的ホール 

      公式訪問 新十津川町総合健康福祉センター「ゆめりあ」１Ｆ生甲斐ホール 

      懇親会  新十津川町農村環境改善センター １Ｆ 多目的ホール 

   登録料 9,000円 (本人負担4,000円 クラブ負担5,000円) 

   登録締切 7月10日(木) 

   ホストクラブ 新十津川ライオンズクラブ 

   ☆当日、地区ガバナーへの記念品(バナー・バッジ)及びクラブ旗、ネームプレート持参 

    (テーマが準備)  ネクタイ着用 

   バス出発時間 16:30 ホテルスエヒロ前集合 

  ⑥第1回キャビネット会議提出議案の件 

   審議される議案がありましたら7月14日(月)キャビネット事務局必着にて提出 

幹事 Ｌ大石橋 
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  ⑦納入金の件 

   ◎平成26年度滝川市社会を明るくする運動協賛金 

    ５，０００円 (納入期限 7月31日) 

   ◎滝川自衛隊充実促進協議会負担金の納入 

    ５，０００円 (納入期限 7月末) 

   ◎社団法人滝川国際交流協会 平成26年度会費納入願い 

    １口 １０，０００円 

   ◎（社）たきかわ観光協会 平成26年度会費納入願い 

    １０，０００円 

  ⑧ビデオカメラ購入の件 

  ⑨滝川ライオンズクラブバッジの件 

  ⑩第2回ふれあいチャリティビールパーティの件 

   開催予定日 2014年10月10日(金) 

  ⑪平成26年度上半期会費振込の件 

   振込銀行 北門本店 普通預金 １１８２６６４ 

        滝川ライオンズクラブ 会計 高桑 純啓  金額 ８０，０００円 

   振込期限 8月末日(7月14日以降に入金お願いいたします) 

  ⑫その他 

１２．テール・ツイスター  委員長 Ｌ奥原 泉 

    本日のドネーション合計 ９７，０００円 

１３．出席報告 

    会員数     ３９名(内終身会員２名) 

    届出欠席    １２名  病気欠席 ０名 

    出席数     ２８名 

    メイクアップ   ２名 

    出席率     ７６．９％ 

１４．ライオンズ・ローア 

１５．閉会ゴング 

ウィサーブは 

前会長 Ｌ臼杵 

ウォー！！？ 

ローアは第一副

会長 Ｌ小林 

出席報告 

Ｌ芳賀 

テールツイスター 

Ｌ奥原 Ｌ廣澤 


