
第１４２７回例会
２０２０年２月１0日（月）ＰＭ6：30

場 所 ホテルスエヒロ

テーマ L水留真奈美

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 ２８日 L公平 賢（25年） Ｌ髙桑純啓（44年）

○ﾗｲｵﾝ御誕生日 ４日Ｌ塚本英樹  ９日Ｌ上田定夫 17日Ｌ花尻恭宏 26日Ｌ松原信二

○ﾚﾃﾞｲ御誕生日 １８日 LL菊地順子

7．委員会報告

①環境・交通・福祉委員会    副委員長 Ｌ大石橋正和

令和2年度『緑とエコ』サポーターネット

  総会案内と年会費納入の件

    ◎総会日時 2020年2月21日（金）17：30

     場  所 ホテルスエヒロ

     懇親会費 4,000円

     ◎会  費 個人会員 １口 １，０００円（各自例会時集金）

団体会員 １口 ５，０００円 (２口)

賛助会員 １口 ３，０００円

納入期日 6月３０日

②青少年育成委員会          委員長 L公平 賢

◎薬物乱用防止教室の件

  滝川西小学校  講師 L山﨑

開催日 ２月１３日（木）６校時  

１４：２０～１５：０５（集合  １３：５０）

◎一の坂保育所読み聞かせの件

日 時 2020年2月18日(火)

１０：００（集合時間 ９：１５）

大型ブロック贈呈 49,720円

③会員出席・会則・指導力育成委員会  委員長L小林 政志

滝川３クラブ例会訪問の件

８．幹事報告

☆審議事項並びに報告事項

◎報告事項

①第３回諮問委員会の件

日 時 2020年２月21日(金)  18：00～

     会 場 ホテルスエヒロ 滝川市明神町２丁目２－１６ 電話 0125-22-1311

登録料 参加者１名につき ３，０００円（会場費・弁当等）

     締 切 ２月１４日（金）

松浦会長、塚本第一副会長、中島幹事、渡邉会計 出席予定

L水留テーマ
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L松浦会長

L公平青少年育成委員長

L佐々木副委員長

L大石橋環境交通福祉委員長



②出席報告

ＧＭＴ・ＧＬＴセミナー<クラブ活性化のヒント>

   日 時 ２０２０年２月３日（月） セミナー １５：３０～１７：３０

                    懇親会 １７：３０～１９：００

場 所 京王プラザホテル札幌(札幌市中央区北５条西７丁目)

塚本第一副会長 河内第二副会長 次期水口幹事 出席

③第７回スペシャルオリンピックス日本「冬季ナショナルゲーム・北海道」競技観戦のお願い

「冬季ナショナルゲーム・北海道」開催に対し、ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞと致しましては、競技観戦の協力に

絞っての参加となりました。ライオンズメンバーには各会場にてアスリートへ温かい声援を

おくって戴ければ幸いに存じます。（別紙スケジュールは別紙の通り）

※観覧された方はアクティビティ報告の関係がありますので事務所までお知らせください。

◎審議事項

①北観協空知地区本部主催 令和二年新年交礼会 案内の件

日 時 2020年２月18日（火）18：00～

場 所 滝川ホテル三浦華園

締 切 ２月10日（月）

塚本第一副会長 出席予定(ご祝儀10,000円)

②ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３１複合地区主催「公認ガイディング・ライオン研修会」開催案内の件

日 時 ２０２０年２月２７日（木）受  付 １３：００～

研修会 １３：３０～１７：００

懇親会  １７：００～１８：３０

     場 所 プレミアホテル中島公園 札幌

         札幌市中央区南１０条西６丁目1-21 ℡：011-561-1000  

     登録料 研修会  ３，０００円（資料代含む） 懇親会  ５，５００円

対 象 現クラブ会長・元クラブ会長

③331複合地区FWTセミナー開催のご案内

日 時 2020年3月14日土曜日 13：00～16：00

場 所 札幌センチュリーロイヤルホテル20階「ノーブル」（札幌市中央区北5条西5丁目）

登 録 料：1人2,000円(コーヒー＆ケーキを含む)

締切期日：2020年2月25日（水）

※活動報告と特別ゲストRaise代表イメージコンサルタント山岡紀子氏

「より輝きを増すリーダーシップを高める色彩術」

④第25回「風が見つけた街」たきかわ音楽祭 後援依頼の件

   コスモスコンサート  ４月２９日(水・祝) 13：００開演 新十津川「ゆめりあ」

プラタナスコンサート ５月  ５日(火・祝) 15：００開演 たきかわ文化センター

アップルコンサート  ５月１0日(日) 15：００開演予定 たきかわ文化センター

入場料 一般１，０００円

⑤第66回年次大会の件

日 程

L中島幹事



   

※第66回年次大会 代議員派遣の件

第１分科会（長期計画・会則付則、経理、LCIF、GLT、GMT、GST、FWT、次世代リーダーシップ研究会）

松浦会長  

第２分科会（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、環境保全、視聴力障害・献血献眼、社会福祉、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ、情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、ＳＯＮ）

中島幹事・松原MC委員長

第３分科会（青少年育成レオクラブ、ＹＣＥ、ライオンズクエスト、薬物乱用防止）             渡邉

会計

     代議員対象 3名 オブザーバー１名（松浦会長、中島幹事、渡邉会計、松原MC委員長）  

     ※代議員会提出議案について

      議案提出締切  3月13日(金)

       ※第66回年次大会 ガバナーズアワードの件

   優秀会員表彰 20年・25年・30年・35年・40年・45年・50年・55年を迎えられるライオン

     ※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

⑥新年例会ZCP・Z委員からのご祝儀はドネーションに入れます。

⑦指名委員選任の件

Ｌ塚本 英樹 Ｌ水口 典一 Ｌ河内 麻里 Ｌ田家 弘晶 Ｌ小林 政志 Ｌ芳賀美津男

Ｌ臼杵 章夫

指名委員会 2020年2月20日(木)

⑧友好姉妹クラブの件

    ⑨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

月10日(日)

（第１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)

        

4月26日（日）

記念事業

映画観賞会

(登録料に含む)

14：00～16：30（13：

30）

『二宮金次郎』

北海道立道民活動センター

かでる２．７ かでるホール
（札幌市中央区北2条西7丁目）

登録締切 ３月13日(金)

※記念ゴルフ大会は開催い

たしません

代議員総会 登  録  9:15～9:50

総 会  10:00～10:30

分科会  10:30～11:30

再開総会  11:30～12:00

千歳市民文化センター

北ガス文化ホール
（千歳市北栄2丁目2－11）

TEL 0123－26－1151

式   典 13：00～16：00

（受付12：00～13：00）

懇 親 会 16：30～18：00 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

本日出番の多かったL佐々木のローアテールツイスター


