
 

 

 

 

  

    

    

 １．開会宣言並びに開会ゴング  会長 Ｌ伊東 和彦  

 ２．国歌斉唱並びにライオンズクラブの歌   

 ３．ライオンズの誓い      会計 Ｌ高桑 純啓 

 ４．物故会員追悼 

 ５．歴代会長の紹介 

 ６．会長挨拶          会長 Ｌ伊東 和彦 

 ７．第60回地区年次大会ガバナーズアワード(2014.7～2015.6) 

   クラブ受賞 薬物乱用防止活動 

         ＬＣＩＦ 

         視力保護推進活動 

         ホームページＩＴ推進 

   優秀会員表彰 40年 Ｌ池田 稔 

          30年 Ｌ平松 孝 

   ゴールデンライオン Ｌ竹田 弘 Ｌ平松 孝 

 ８．滝川ライオンズクラブアワード(2014.7～2015.6) 

  ◎会長アワード    Ｌ今野 麻里 Ｌ田家 弘晶 Ｌ塚本 英樹 

  ◎会長特別アワード  Ｌ高桑 純啓 

  ◎ＭＪＦ協力アワード Ｌ竹田 弘(23回) 

  ◎一年間理事会皆出席アワード 

  Ｌ伊東 和彦 Ｌ大石橋正和 Ｌ小野 淳子 Ｌ高桑 純啓  

  Ｌ塚本 英樹 Ｌ中島 康文 (６名) 

  ◎滝川ライオンズクラブ未来基金感謝状 

  Ｌ伊東 和彦 Ｌ上田 定夫 (２名) 

  ◎一年間例会皆出席アワード予定(メークアップなし)6月第1例会現在 

   Ｌ伊東 和彦 Ｌ大石橋正和 Ｌ小野 淳子 Ｌ小林 政志 Ｌ高桑 純啓 

   Ｌ玉手 和彦 Ｌ塚本 英樹 Ｌ渡邊 要  (８名) 

チャーターナイト54周年記念例会(第1315回) 

2015年６月7日（日）例会  PM６：３０  

           祝賀会 PM７：１５ 

           会場 ホテルスエヒロ 

        司会 幹事 L大石橋 正和 
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チャーターナイト54周年記念例会(第1315回) 

 ９．2014年7月以降入会会員の紹介 

   2014年１１月１１日 入会 Ｌ金子 均 

   2015年 ３月１０日 入会 Ｌ山内 昌嗣 

   2015年 ４月１４日 入会 Ｌ柴田 久之 

１０．委員会報告 

  ①青少年育成委員会    委員長 Ｌ田家 弘晶 

   ◎たきかわこどもミュージックフェスタ2015開催と集合時間の件 

   日時 2015年6月20日(土) １３：００開会 

   場所 たきかわ文化センター 大ホール 

   ライオン集合時間 １１：３０ 

   ◎北海道薬物乱用防止指導員中空知地区協議会総会及び研修会の件 

   日時 2015年6月10日(水) 14:00～15:30 

   場所 たきかわ文化センター 2号会議室 

   Ｌ田家 出席予定  

  ②環境・交通安全委員会  委員長 Ｌ佐々木 勝 

   ◎「石狩川ルネサンスの森」地拵え終了報告の件 

   日時 5月31日(日) ９：３０  Ｌ菊地 出席 

   ◎第14回石狩川ルネサンスの森市民植樹祭 参加案内の件 

   日時 2015年6月13日(土)11:00～13:00(雨天決行) 

   場所 「石狩川ルネサンスの森」 

  ③会員出席・会則・指導力育成委員会  委員長 Ｌ芳賀美津男 

   新入会員の件 

    入会者氏名 高桜 裕啓 様  勤務先 有限会社ワコー保険サービス 

    役職 代表取締役 生年月日 Ｓ４２．３．１９ スポンサー名 上田 定夫 

  ④ゴルフ部会   部長 Ｌ芳賀美津男 

   滝川ライオンズクラブ春季ゴルフコンペの件 

   日程 2015年6月22日(月) 11:30集合 12:00スタート 

   場所 空知カントリークラブ 

   会費 3,000円 

    

    

  



 

 

チャーターナイト54周年記念例会(第1315回) 

１１．幹事報告 

  ①「第29回青少年育成の集い」招待案内・会券販売の件 

   日時 2015年6月19日(金) 18:00～ 場所 マリアージュインベルコ 

   会券 招待券 1枚 販売10枚（青少年育成委員会で買取） 

   伊東会長出席予定 祝儀10,000円 

  ②滝川駐屯地創立60周年記念行事 案内の件 

   ◎パレード 日時 2015年6月20日(土) 10:30から 

         場所 滝川市栄町2丁目(空知・鈴蘭通り交差点) 伊東会長出席予定 

   ◎式 典  日時 2015年6月21日(日) 8:30～15:00 場所 滝川駐屯地 

    伊東会長 欠席（酒２本） 

  ③「山田實紘国際会長就任祝賀会」案内の件 

   日時 2015年7月28日(火) 祝賀会15:00～19:00 

   場所 『名古屋・ウェスティンナゴヤキャッスル』２Ｆ「天守の間」 

   登録料 13,000円  締切 6月12日(金)  服装 ビジネススーツ 

  ④第2回万人の響(滝川ゆかりの音楽家・オーケストラと華麗なる競演)チケット販売依頼 

   日時 2015年9月13日(日) 開演14:00(開場13:30) 

   場所 たきかわ文化センター 大ホール 

   入場料 一般2,000円 親子券2,500円(当日300円増) 

   販売枚数 大人20枚 親子券5枚 

  ⑤歴代会長会議の件 

   ゾーンチェアパーソン・ゾーン委員 選任について(11名出席) 

   ゾーンチェアパーソンにＬ菊地 崇之を選任 ゾーン委員については未定 

  ⑥下期監査の件 

   日時 2015年6月29日(月) 12:00  場所 クラブ事務所 

  ⑦滝川ライオンズクラブ未来基金の件 

   6月2日 Ｌ伊東和彦より 50,000円の拠出をいただきました。 

  ⑧家族会員の登録のお願い 

  滝川ライオンズクラブは会員増強を基本とし、家族会員を募ることとなり、会員の方にご協
力をお願いすることとなりました。家族会員について、会員の親、子、婚姻による親戚関係その
他法律上扶養家族の範囲として、1名の会員は最高4名まで登録可能となります。又、家族会員
は会員の資格を有し、例会及びクラブ活動参加出席の義務はなく可能な時のみと致します。滝川
ライオンズクラブ会費、全額免除とする。但し、例会・会議・事業・その他出席に発生する費用
は実費を課す事が出来る。  
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１２．次期役員紹介      次期幹事 Ｌ塚本 英樹 

１３．次期役員代表挨拶    次期会長 Ｌ小林 政志 

１４．現三役記念品贈呈 

１５．出席報告     会員出席委員長 Ｌ芳賀美津男 

   会員数  ３７名(内終身会員3名) 

   届出欠席  ６名  病気欠席 ０名 

   出席数  ３１名 

   メイクアップ  １名 

   出席率  ８６．４％ 

１６．閉会宣言並びに閉会ゴング  会長 Ｌ伊東 和彦     
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～記念祝賀会の様子～ 

挨拶 計画委員長 L渡邊 ウィサーブ！ 第一副会長L小林 小田Ｌお疲れ様でした！ 

ライオンズローア！ 前会長 L臼杵 閉会の言葉 担当理事 L上田 

ま～た逢う日まで～♪ 


