2019-2020年度 舞鶴ライオンズクラブ年間予定表
月

７月

回数

例会予定

担当委員会 【ゲスト、講師】

行事予定・アクティビティ等

第一

初例会 決算報告・予算（案）提出・地区役員委嘱状

☆会長・幹事

理事会5日(金)

1353

０７．１１（木）１２：３０ 於：加寿美

ゲスト：京都洛陽・舞鶴みなとLC会長・幹事表敬訪問

新任挨拶廻り5日(金)

５R第１回会長・幹事会 8日（月）

ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 14日（日）

京都洛陽例会12日(金) 舞鶴みなと例会11日(木)

第二

納涼家族例会

1354

０７．１９（金）１８：３０ 於：加寿美

☆計画・姉妹ＬＣ交流委員会

第一

ゾーン・チェアパーソン表敬訪問例会

☆会員委員会

1355

０８．０８（木）１２：３０ 於：加寿美

ゲスト：5R2Zゾーン・チェアパーソン(Ｌ吉岡隆幸：網野LC事務局夏季休暇13-１6日
☆ライオンズクエスト委員会

双葉まつり 18日(日）予備日：25日（日）

☆福祉委員会

理事会5日（木）

※YCE来日学生受入れ7/16～7/26

ｺﾞﾙﾌ同好会ｺﾝﾍﾟ・総会18日(木) 防犯ﾊﾟﾚｰﾄﾞ13日(土)
ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ会場予約（7/１） 会長幹事OB会 00日（0)

献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝらぽーる西側広場28日(日)

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

第二

通常例会

1356

０８．２２（木）１２：３０ 於：加寿美

理事会5日(月)

第一

長寿お祝い例会

1357

０９．１２（木）１２：３０ 於：加寿美

第二

ライオンズデー奉仕例会

1358

０９．２６（木）１０：００ 於：ライオンズの森

第一

ガバナー公式訪問合同例会

☆幹事

理事会７日（月）

1359

１０．０３（木）１２：３０ 於：ホテル北野屋

懇談会10：30～地区役員・三役

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 00日

第二

新入会員歓迎例会

☆計画・姉妹ＬＣ交流委員会

聖母の小さな学校ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ 12日(土)? 赤い羽根共同募金

1360

１０．２４（木）１８：３０ 於：加寿美

第一

糖尿病予防例会（検尿・血圧検査）

☆福祉委員会

理事会5日（火）

1361

１１．１４（木）１２：３０ 於：加寿美

講師：Ｌ荒木

サッカー大会00日(日)

☆計画・姉妹ＬＣ交流委員会

ふれあいﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ13日(水)？ 於：東体育館

☆接待・会則・指導力育成委員会

理事会5日（木）

第二

神戸みなとＬＣ合同例会

1362

１１．２８（木）

：

第１回諮問委員会 00日(0)

献血友の会役員会

00日

☆環境委員会

第23航空隊懇談会 00日

第２回諮問委員会 0日

於：未定

第一

通常例会

1363

１２．１２（木）１２：３０ 於：加寿美

第二

通常例会（クリスマス会）

1364

１２．１９（木）１２：３０ 於：加寿美

第一

新年同伴例会（チャリティオークション）

1365

０１．１１（土）１５：３０ 於：未定

第二

半期決算例会（指名委員発表）

1366

０１．２３（木）１２：３０ 於：加寿美

第一

通常例会（指名会）

1367

０２．１３(木)１２：３０ 於：加寿美

５R第2回幹事会 0日

海上自衛隊懇談会 0日

☆献血推進委員会

双葉寮クリスマス会 00日（0）

☆計画・姉妹ＬＣ交流委員会

理事会11日（土）
半期決算理事会 00日

☆出席・財務委員会

ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ舞鶴ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ11-12日(土・日)予定

☆ライオンズクエスト委員会

理事会5日(水) 5R幹事会研修旅行 00日(金・土)

第二

通常例会（選挙会・ﾗﾝﾄﾞｾﾙｶﾊﾞｰ贈呈）

☆青少年育成・ＹＣＥ委員会

ランドセルカバー・児童愛護旗贈呈

1368

０２．２７(木)１２：３０ 於：加寿美

ゲスト：舞鶴市教育長

双葉寮完成

第一

親子クラブ結成記念合同例会

☆計画・姉妹ＬＣ交流委員会（ホスト：舞鶴ＬＣ）

理事会5日(木)

1369

０３．１２ (木)１８：３０ 於：未定
☆接待・会則・指導力育成委員会

次年度三役会・七役会 次年度委員長委嘱状発送

第二

通常例会

1370

０３．２６（木）１２：３０ 於：加寿美

第一

通常例会

1371

０４．０９(木)１２：３０ 於：加寿美

第二

第６６回地区年次大会振替例会

第３回諮問委員会 00日

双葉寮卒業生お祝い会

☆環境委員会

00日

理事会6日（月）
次年度役員・次年度正副委員長セミナー

☆計画・姉妹ＬＣ交流委員会

1372

０４．２５(土)於：奈良県ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ[代議員総会・式典]

献血友の会役員会 献血キャンペーン00日(日)らぽーる

第一

通常例会

理事会7日(木)

1373

０５．１４(木)１２：３０ 於：加寿美

第二

通常例会

1374

０５．２８(木)１２：３０ 於：加寿美

第一

通常例会

1375

０６．１１(木)１２：３０ 於：加寿美

第二

最終引継ぎ例会

1376

０６．２５(木)１８：３０ 於：加寿美

☆MC・ＩＴ委員会

５Ｒ親善ｺﾞﾙﾌ大会 00日

複合地区年次大会 31日(日)於：姫路

☆献血推進委員会

舞鶴双葉寮運動会 00日 献血友の会総会 00日
田辺城まつり献血 00日(日)

☆青少年育成・ＹＣＥ委員会

理事会5日(金)

緑の羽根募金

５Ｒ現・次期役員引継会 00日

決算理事会 00日

予算理事会 00日

☆計画・姉妹ＬＣ交流委員会

★予定について

★委員会担当例会について

★委員会レポートについて

・ｿﾞｰﾝ・ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ表敬訪問例会は、例年７月第二例会

（ランチタイム以降の時間を担当）

・担当副会長の押印を取り、速やかに

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会は、例年10月第一例会 ﾎｽﾄ：宮津LC

・例会の企画運営【会員ｽﾋﾟｰﾁ、かくし芸他】

・神戸みなと・舞鶴ＬＣ合同例会 2019年11月28日（木） 於：未定

・例会次第の作成

・亀岡保津川ＬＣＣＮ25周年 2020年3月22日(日)11：00 於：ｶﾞﾚﾘｱかめおか ・ラッキーカード賞品（予算：6,000円）の準備
・若狭西ライオンズクラブ結成55周年 2020年5月00日（0）未定

・講師(会員・会員外）

・海上自衛隊舞鶴地方総監部との懇談会：00月00日（0）於：未定

※例会開催１ヶ月前の理事会に企画案を提出する

・海上自衛隊第２３航空隊との懇談会：00月00日（0） 於：未定

★ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議の予定（Ｌ小山）

事務局に提出すること
・担当副会長は、責任を持って理事会に
提案提出をする

・第66回地区年次大会2020年4月25日(土)於：奈良県ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ(代議員・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ予備会議 2019年06月11日(火)会議15：00- 懇親会17：15- 於：京都ホテルオークラ
・第66回335複合地区年次大会2020年5月31日(日)於：姫路

・第1回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 2019年07月30日(火)会議15：00- 懇親会17：15- 於：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都

・第58回OSEALﾌｫｰﾗﾑ(日本・広島)2019年11月7日－10日

・第2回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 2019年11月25日(月)会議15：00- 於：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都

・第103回国際大会（シンガポール）2020年6月26日-30日

・第3回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 2020年03月06日(金)会議15：00- 於：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都
・第4回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 2020年06月04日(木)会議16：00- 懇親会17：45- 於：京都ホテルオークラ

