
 
佐々木会長スローガン  
「温故知新 理解深めて We Serve」 

 
高知鏡川 LC 第 846 回例会プログラム 
    （指 名 会） 

2014年3月4日(火) 18：30～ 

                  高知プリンスホテル  
1．開会宣言並びにゴング       

2．国旗に敬礼・国歌斉唱 

3．ライオンズクラブの歌斉唱  

4. ライオンズの誓い             Ｌ伊 藤  真 

われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、 
       社会奉仕に精進する。 
 
5．会長挨拶                   会 長 Ｌ佐々木 浩一 

6．お誕生ライオン  

        Ｌ中武節男(3. 2)    Ｌ佐々木浩一（3.5）  Ｌ上村幸宏(3.20） 

Ｌ窪田哲也（3.22） Ｌ依岡敏彦(3.31) 

～～～～～～ お食事タイム ～～～～～～ 

7. 行事予定 

（1）高知桜ＬＣ結成２０周年記念式典 

日  時  3月15日（土）受付14：00～ 式典15：00～ 

     場  所  三翠園 

参 加 者   佐々木会長 清遠幹事 上森前会長 中 会計 Ｌ市村 Ｌ山中 

Ｌ三宅 Ｌ白土 Ｌ植田 Ｌ浜田 Ｌ高橋 Ｌ片山 Ｌ久保 Ｌ矢野 

（2）当クラブ結成３５周年記念ゴルフ大会 

      日  時 4月5日（土）7:00集合 8:00ｽﾀーﾄ 

場  所 スカイ・ベイゴルフクラブ TEL 088－856－2612 参加費3,000円 

（3）当クラブ結成３５周年記念式典 

日  時 4月6日（日）受付10時～ 式典11時～ 祝宴12：20～14：00 

場  所 ホテル日航高知旭ロイヤル 

登録料Ｌ10,000円 同伴8,000円  

（4）７Ｒ－１Ｚ 市内ＬＣ合同献血 

     日  時  4月9日（水） 11：30～16：00 

場  所  高知中央公園      

（5）第60回地区年次大会記念ゴルフ 

      日  時  4月12日（土）7：30スタート 登録料5,000円（別途プレイフィ）    

     場  所  高松グランドＣ・Ｃ 坂出Ｃ・Ｃ 



（行事予定のつづき） 

（6）第60回地区年次大会 354－D地区336－A地区日韓親善国際交流の夕べ 

日   時 4月12日（土）19：00～  場   所 高松国際ホテル 

（7）第60回地区年次大会 

   開催日 4月13日（日）     

 8：00～9：00      指名選挙会      サンポート高松（市民ギャラリー） 

9：30～10：30     代議員分化会   サンポート高松 

11：00～12：00    代議員総会     サンポート高松 大ホール 

9：30～12：00   一般会員交流    香川国際会議場（タワー棟6F） 

   13：00～15：00    大会式典       サンポート高松 大ホール（3F） 

    15：30～       ガバナー晩餐会   ＪＲホテルクレメント高松「飛天の間」 

             参 加 者  佐々木会長 清遠幹事 中 会計 

（8）土佐香南ＬＣチャリティコンペ 

日  時 4月17日（木）8：00ﾄｯﾌ゚ｽﾀーﾄ 

   場  所 Kochi黒潮カントリークラブ 太平洋・暖流コース 参加費 3,000円 

（9）336複合地区第60回年次大会（倉敷市） 

5月17日(土）記念ゴルフ大会 8：30スタート 参加費5,000円（ﾌ゚ﾚｲﾌｨ自己負担） 

前夜祭  18：30～20：30 倉敷アイビースクエア 登録料11,000円 

5月18日(日） 8：45～9：30代議員分科会  倉敷アイビースクエア 

          10：00～11：00代議員総会    倉敷市民会館 ホール 

11：15～12：45大会式典    倉敷市民会館 ホール 

参加者：次期会長Ｌ伊藤 真 次期幹事Ｌ倉内伸悟 次期会計久保浩大  

 

8. 指名会                          会 長Ｌ佐々木 浩一 

     ① 指名委員会で取りまとめた役員候補者を指名委員長（会長）より報告する。 

② 会員は自ら、あるいは指名委員会の発表した人以外に推薦したい人があれば 

  その場においてのみ、自由に候補者を指名することができる。 

③ 以上で指名会は終了し、役員候補者は締め切られる。 

 

9.報告事項 

 ①３月２日（日）第３回地区ガバナー諮問委員会について   会 長Ｌ佐々木浩一 

 ②３月２日（日）第３回ゾーンレベル会員委員会について   会員理事Ｌ浜田展吉 

 ③３月３日（月）会長幹事会について            幹 事Ｌ清遠 和身 

 

10.委員会報告 

 （1）結成３５周年記念式典委員会 

   ①高知城ツリーレーベル・リニューアル         記念事業委員長Ｌ久万田 昌弘 

・第１回 ２月２３日(日) 13：00～15：30   

参加者：佐々木会長(ご家族) Ｌ中越 Ｌ岡林(ご家族) Ｌ久万田 



（委員会報告のつづき） 

・ 第２回 ２月２７日（木）10：00～12：30 

 参加者：佐々木会長(ご家族) Ｌ久万田 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②式典の打ち合わせ報告について           式典委員長Ｌ白土 圭志 

     別紙資料あり 

 

(2) ＹＣＥ（社会福祉）国際関係委員会         委員長Ｌ高橋 菜穂 

   ○使用済切手  ２月分  378枚   累計 378枚 

提供Ｌ  Ｌ山本  

(3) 保健福祉委員会                 委員長Ｌ岡林 啓仁 

４月９日（水）11:30～16：00 ７R-1Z合同献血 

この時期は献血者が少ないため、ご家族、ご友人、職場の皆さんに 

献血カードをお配りして、多くの方のご協力をお願いしてください。 

 

（4）１１～１月会報誌配布について       ＰＲ・会報委員長Ｌ倉内伸悟 

    お忙しい中、原稿提出を快諾くださり感謝申し上げます。 

   ・会報・出席合同委員会の開催報告について 

２月６日（木）18：30～ 舞 

    参加者：佐々木会長 清遠幹事 上森前会長 Ｌ三宅 Ｌ山本 Ｌ足立  

Ｌ片山 Ｌ西田 Ｌ倉内 

 



11.同好会報告 

(1）ゴルフ同好会                      会長Ｌ久保 浩大  

      ①第206回コンペ  

     開催日 3月13日（木）  場 所 グリーンフィール倶楽部 

３月３日（月） 参加者にメンバー表をお送りしました。 

 

②結成３５周年記念ゴルフ大会      大会委員長Ｌ市村 伊佐雄 

日 時：4月5日（土） 集合7:00 ｽﾀーﾄ8：00 

場 所：スカイ・ベイゴルフクラブ    

＊受付の準備等がありますので、７時に集合してください！ 

 

 (2) 旅行同好会                   会 長Ｌ久万田 昌弘 

 

 (3) 歩こう同好会                  会 長Ｌ山本 隆心 

 

 

12.その他 

 ・本日、３５周年記念誌用の写真をＬ中越に撮ってもらう方はお願いします。 

  都合により、今日の撮影ができない方は、３月１０日(月)までに写真をデーターで 

  事務局まで提出してください。遅れると記念誌が作れません。期日厳守で対応して 

ください。 

 ・次回理事会は、３月１８日（火）１７：３０～ 例会は、１８：３０～で、ともに 

高知プリンスホテルで行います。 

 ・４月６日（日）は、国道清掃日ですが、当クラブの３５周年記念式典の日ですので 

  国道清掃への参加はいたしません。 

 

 

13.テールツイスターの時間 

14.出席率の発表   

15.閉会宣言並びにゴング 

16.また会う日まで 

17.ライオンズローア         Ｌ市村 伊佐雄 

 


