
 

 

  

 

滝川平和公園にてラジオ体操を実施 

 

 

 

 

 

 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．委員会報告 

  ①社会福祉保健委員会  委員長 Ｌ佐伯 憲一 

   ◎ノーマライゼーション推進委員会出席報告の件 

    日時 2012年7月11日(水) 13：30～ 場所 滝川市役所３階  Ｌ佐伯出席 

   ◎平成24年度第12回ふれあいサマーキャンプ事業終了報告の件 

    日時 2012年7月20日(金) 17：00～21：00 

    場所 滝川ふれあいの里バーベキューハウス  Ｌ佐伯出席 

   ◎「第15回ふれあいパークゴルフ大会」終了報告の件 

    日時 2012年8月4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  Ｌ佐伯出席  

  ②環境・交通安全委員会  委員長 Ｌ高山 信一 

   ◎夏の交通安全運動街頭啓発「旗の波運動」終了報告の件 

    日時 2012年7月19日(木) 7：50～8：10 

    場所 北洋銀行滝川支店前  24名参加 

   ◎夏の交通安全運動に伴う検問所における街頭啓発終了報告・お礼状の件 

    日時 2012年7月19日(木)、20日(金)、23日(月)、25日(水)、27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)  18名参加 

    お礼状がきております。 

第１２４７回 早朝健康増進例会 

２０１２年８月１０日（金）AM６：５０ 

        場 所 ホテルスエヒロ 

佐々木会長挨拶 

ライオンズの誓い Ｌ水口 

委員長 Ｌ佐伯 



 

 

第１２４７回 早朝健康増進例会 

   ◎「緑とエコ」サポーターネットより「水源の森創造交流会」の件 

    「水源の森創造交流会」(南富良野町植樹ツアー) 

     日時 2012年9月9日(日) ８：００市役所出発(マイクロバス) 

                  １６：３０頃滝川到着予定  

     場所 南富良野町 かなやま湖湖畔(雨天決行) 

     参加費 １人 1,000円(当日持参) 

     その他 植樹作業終了後、昼食(ジンギスカン、おにぎり、飲み物)を用意します。 

     「緑とエコ」サポーターネット会長 Ｌ菊地出席予定 

  ③青少年育成委員会  委員長 Ｌ奥原 泉 

   ◎第35回滝川ＬＣ旗争奪中学校野球大会開催の件 

    大会期日 ８月１８日(土)、１９日(日) 予備日２５日(土) 

    決勝戦  ８月１９日(日)１３：３０予定(滝川市営球場) 

    閉会式  ８月１９日(日)（予定通り日程を消化で１４：３０頃) 

    協賛金  ５０，０００円 

     ライオン集合時間 １３：００  集合場所 滝川市営球場 

   ◎滝川保健所より 薬物乱用防止キャンペーン参加協力の件 

    日時 2012年8月23日(木) 16：30～(約30分程度) 

     (集合時間 16：20 三番館滝川店前 雨天の場合は中止) 

    場所 滝川市栄町3丁目 三番館、藤井薬局前「滝川神社秋季例大祭」会場 

    内容 薬物乱用防止運動用のたすき、帽子等を着用し、住民に対してティッシュ等の 

       啓発資材を配布し、薬物乱用防止の呼びかけを行う。 

   ◎第4回滝川ライオンズクラブ杯兼第3３回空知少年柔道大会開催、協賛の件 

    日時 ２０１２年９月９日(日) 

    場所 滝川中央児童センター 

    日程 開会式 １０：００～１０：２５ 試合開始 １０：３０～１５：００(予定) 

       閉会式 試合終了後に行います。 

       開会式メンバー集合時間 ９：３０ 

       閉会式メンバー集合時間 １４：３０ 

       メンバーの方は開会式、閉会式に出席願います。 

    協賛金 ８０，０００円 

   ◎薬物乱用防止教室開催の件 

    開催日 ２０１２年９月１０日(月) 江部乙中学校 １３：２０～１４：１０ 

        ２０１２年９月１１日(火) 東小学校   １０：３０～  

 

担当理事 Ｌ上田 

委員長 Ｌ奥原 



 

 

第１２４７回 早朝健康増進例会 

  ④計画委員会  委員長 Ｌ小田 真人 

    観楓例会の件 

    日時 ９月２３日(日)～２４日(月)   時間 未定 

    会場 登別 万世閣 

       二次会 未定 

       ゴルフ 未定 

    参加料（予定）  宿泊者 １８，０００円(二次会・翌日昼食含む) 

             日帰り １０，０００円(一次会まで) 

             ゴルフ 各自負担 

    ※詳細決定次第ご案内します。 

 ７．幹事報告 

  ①滝川中央ライオンズクラブ「社会奉仕資金造成チャリティーの集い」開催 招待の件 

   日時 ２０１２年８月２４日(金) １８：００～ 

   場所 hotel miura kaen 

   招待券が３枚きております。会長・幹事・会計出席予定(祝儀１０，０００円) 

  ②２０１２たきかわ納涼盆踊り実行委員会より たきかわ納涼盆踊り・花火大会ご後援願いの件 

   日時 ２０１２年８月１２日(日)１３：００～２１：００ 

   場所 たきかわ文化センター裏駐車場特設会場 

   協賛金 ２０，０００円(社会福祉保健委員会予算より) 

  ③滝川駐屯地盆踊り大会の件 

   日時 ２０１２年８月９日(木) １８：００～２０：４０ 

   場所 滝川駐屯地本部隊舎前広場 (酒２升 贈呈しました) 

  ④リーダーシップセミナーの件 

   開催日 ２０１２年９月７日(金) (詳細未定) 

   場所  札幌京王プラザホテル 

  ⑤２０１２冬期ＹＣＥ派遣生募集のご案内 

   ◎派遣先と派遣予定人数(全国) 

    ・マレーシア・・・５０～６０名(１６－２１歳) 

    ・ペルー・・・・・１０名(１６－２２歳) 

    ・ヨーロッパ・・・イタリア１１名、クロアチア３名、スロベニア２名(１７－２１歳) 

   ◎派遣期間  ２０１２年１２月２０日頃～２０１３年１月１０日頃 

   ◎受付制限  ２０１２年８月２０日(月) 出来るだけ早くお知らせ下さい。 

  ⑥第３１回滝川スポーツ交流会 会券の件 

   日時 ２０１２年９月２８日(金) １８：００～１９：３０ 

委員長 Ｌ小田 

幹事報告 Ｌ菊地 



 

 

第１２４７回 早朝健康増進例会 

     場所 ホテルスエヒロ ２Ｆ 丹頂 

   会券が５枚きております。 １枚２，０００円 

  ⑦当別ライオンズクラブ チャーターナイト５０周年記念式典案内の件 

   日時 ２０１２年１０月１３日(土) 式 典 １６：００～１７：００(受付15：00～16：00) 

                    祝賀会 １７：１５～１９：００ 

   場所 当別町綜合体育館 アリーナ(当別町白樺町（ＪＲ当別駅 北口前）) 

   登録料 Ｌ8,000円 ＬＬ5,000円 

   締切 8月末日 

  ⑧キャビネット事務局盆休暇の件 

   8月13日(月)～16日(木) 

  ⑨クラブ事務所盆休暇の件 

   8月13日(月)～15日(水) 

  ⑩Ｌ田家弘晶 委員会所属の件 

   ◎運営委員会 計画委員会  ◎事業委員会 青少年育成委員会 

  ⑪ＦＭ‘Ｇsky出演の件 

   8月21日(火) １６：００ 会長・幹事 出演 

  ⑫お礼状の件 

   ◎ボーイスカウト滝川第1団資金造成パーティー出席によりお礼状が届いております。 

    日時 2012年7月13日(金)１８：３０ 場所 ホテルスエヒロ 大ホール 

   ◎滝川バスケット連盟より ビアパーティー出席によりお礼状が届いております。 

    日時 2012年7月17日(火)１８：００ 場所 ホテルスエヒロ 

  ⑬その他 

   9月1日開催の６クラブゴルフ大会参加について 

 ８．出席報告 

   会員数 ３６名 内終身会員 ２名 届出欠席 ９名 

   出席数 ２７名 メークアップ ２名 

   出席率 80.5％ 

 ９．ライオンズローア 

１０．閉会ゴング     

出席報告 Ｌ田中 

ライオンズローア Ｌ小林 勉 

佐々木会長 閉会ゴング 


