
2017～2018 年度    糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（前期）糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（前期）糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（前期）糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（前期）             

★ 例会開始時間１８：３０より    

    ７７７７            月月月月    ８８８８        月月月月    ９９９９        月月月月    １０１０１０１０        月月月月    １１１１１１１１        月月月月    １２１２１２１２        月月月月    

理理理理        事事事事        会会会会    
4 日 （火） 

１８：３０  ＬＣ事務所  

1 日 (火) 
１８：３０ ＬＣ事務所  

5 日 (火) 
１８：３０ ＬＣ事務所 

3 日 (火) 
１８：３０ ＬＣ事務所 

7 日 （火） 
１８：３０ ＬＣ事務所 

5 日 (火) 
１８：３０ ＬＣ事務所 

第第第第    一一一一    例例例例    会会会会    

例例例例    会会会会    内内内内    容容容容    

11 日 （火） 
１８：３０ （（（（山水荘）山水荘）山水荘）山水荘） 

・16～17 年度決算報告 

・17～18 年度会長方針 

 事業計画（案）発表 

・ｺﾞﾙﾌ部会会員募集 

8 日 （火） 
18：30  ＬＣ事務所 

・納涼同伴例会計画発表 

・親睦ｺﾝﾍﾟ計画発表 

・献血計画発表 

・松林再生活動計画発表 

12 日 (火) 
１８：３０  LC 事務所 

・奉仕デー計画発表 

10 日 （火） 
１８：３０ LC 事務所 

・ﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰ 

 

14 （火） 
１８：３０ LC 事務所 

・ｸﾘｽﾏｽ特別同伴例会 

 計画発表 

・親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ計画発表 

    

12 日 （火） 
１８：３０（        ） 

・・・・ｸﾘｽﾏｽ特別ｸﾘｽﾏｽ特別ｸﾘｽﾏｽ特別ｸﾘｽﾏｽ特別同伴例会同伴例会同伴例会同伴例会    

    （（（（                                        ））））    

・盲導犬育成募金 

 活動計画発表 

・野球教室計画発表 

    

第第第第    二二二二    例例例例    会会会会    

例例例例    会会会会    内内内内    容容容容    

18181818 日日日日    ((((火火火火))))    
＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問    

    12121212：：：：00000000～～～～    
（（（（ﾎﾃﾙ日航福岡ﾎﾃﾙ日航福岡ﾎﾃﾙ日航福岡ﾎﾃﾙ日航福岡））））    

22 日 (火) 
１８：３０            

・納涼・納涼・納涼・納涼特別特別特別特別同伴例会同伴例会同伴例会同伴例会    

（（（（ﾎﾃﾙﾏﾘﾉｱﾘｿﾞｰﾄ福岡）ﾎﾃﾙﾏﾘﾉｱﾘｿﾞｰﾄ福岡）ﾎﾃﾙﾏﾘﾉｱﾘｿﾞｰﾄ福岡）ﾎﾃﾙﾏﾘﾉｱﾘｿﾞｰﾄ福岡）    

26 日 (火) 
１８:３０  LC 事務所 

 卓話 

24 日 (火) 
１８：３０ LC 事務所 

 卓話 

28 日（火） 
１８：３０ LC 事務所 

卓話 

26 日 
１８：３０ LC 事務所 

 卓話 

アクテイビテイアクテイビテイアクテイビテイアクテイビテイ    

  

 
・9/4（月） 

秋季献血活動秋季献血活動秋季献血活動秋季献血活動    
（伊都文化会館） 

 
    

・10/10 (火) 
 ﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰ    
（雷山観音・桜井神社） 

・10/28 (土) 
 松林再生活動松林再生活動松林再生活動松林再生活動    

・11/12（日） 
 福岡マラソン 

 

 

キャビネットキャビネットキャビネットキャビネット    

    

４４４４    RRRR－４－４－４－４    ZZZZ    

・ガバナー公式訪問 

 

 ・9/11 (月) 第第第第 1111 回回回回 

ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会    

・9/11 (月) 第第第第 1111 回回回回    

ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ会員委員会会員委員会会員委員会会員委員会    

・9/28（木） 
太宰府ＬＣﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ太宰府ＬＣﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ太宰府ＬＣﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ太宰府ＬＣﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会大会大会大会    

（麻生飯塚ｺﾞﾙﾌ俱楽部） 

・会員増強の月 ・11/20（月）第第第第 2222 回回回回    

    ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会 

・11/20（月）第第第第 2222 回回回回    

ゾーンレベル会員委員会ゾーンレベル会員委員会ゾーンレベル会員委員会ゾーンレベル会員委員会    

・第 1 回新会員研修会 

（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ） 

 

そ のそ のそ のそ の 他他他他    

・・・・7/7/7/7/11113333（（（（木木木木））））18181818：：：：30303030～～～～    『『『『    はるはるはるはる    』』』』    

    第第第第一一一一副会長合同委員会副会長合同委員会副会長合同委員会副会長合同委員会    

・・・・7/7/7/7/19191919（（（（水水水水））））18181818：：：：30303030～『～『～『～『    侍寿し侍寿し侍寿し侍寿し    』』』』    

    第二副会長合同委員会第二副会長合同委員会第二副会長合同委員会第二副会長合同委員会    

・7/14（金） 八仙閣 
 献血推進研修会 

・7/ （ ）曽根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

糸島ＬＣ杯サッカー大会 

・8/22 （火）  
第１回親睦第１回親睦第１回親睦第１回親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ    

（（（（福岡ｾｳﾞﾝﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部）福岡ｾｳﾞﾝﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部）福岡ｾｳﾞﾝﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部）福岡ｾｳﾞﾝﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部）    

 ・国際協調の月 

・世界ﾗｲｵﾝｽﾞ奉仕ﾃﾞｰ 

・ＬＣＩＦ献金会員の月 
 

 

・12/12 （火） 
第第第第 2222 回親睦回親睦回親睦回親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ    

（（（（ｻﾞ･ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ）ｻﾞ･ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ）ｻﾞ･ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ）ｻﾞ･ｸｲｰﾝｽﾞﾋﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ）    



2017～2018 年度    糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（後期）糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（後期）糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（後期）糸島ライオンズクラブ年間行事予定表（後期）    

                                                                                                                                                                                                        ★ 例会開始時間１８：３０より    

 1 1 1 1     月月月月    2222        月月月月    3333        月月月月    4444        月月月月    5555        月月月月    6666        月月月月    

理理理理        事事事事        会会会会    
6666 日（日（日（日（土土土土））））    

１８：３０  侍寿し侍寿し侍寿し侍寿し    

6 日（火） 
１８：３０ LC 事務所 

6 日（火） 
１８：３０ LC 事務所 

3 日（火） 
１８：３０ LC 事務所 

7 日（月） 
１８：３０ LC 事務所 

6666 日（日（日（日（水水水水    ））））    
１８：３０    海扇寿し海扇寿し海扇寿し海扇寿し    

    

第第第第    一一一一    例例例例    会会会会    

    

例例例例    会会会会    内内内内    容容容容    

9 日（火） 
１８：３０ （（（（山水荘山水荘山水荘山水荘    ）））） 

・慶事祝い（数え年にて） 

・盲導犬育成募金活動 

 収支報告 

13 日（火） 
１８：３０ LC 事務所 

・遠征ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

 計画発表 

・春季献血計画発表 

 

13 日（火） 
１８：３０ LC 事務所 

・指名例会 

・松林再生活動計画発表 

10 日（火） 
１８：３０ LC 事務所 

 

 

8 日(火) 
１８：３０ LC 事務所 

 

12 日(火) 
１８：３０ LC 事務所 

 

    

第第第第    二二二二    例例例例    会会会会    

    

例例例例    会会会会    内内内内    容容容容    

23 日 （火) 
１８：３０  LC 事務所 

卓話 

27 日 （火) 
１８：３０ LC 事務所 

・指名委員任命 

 

27 日 (火) 
１８：３０ （きららきららきららきららの湯）の湯）の湯）の湯） 

・還暦祝い 

・盲導犬育成資金贈呈 

・選挙例会 

24 日 (火) 
１８：３０ LC 事務所 

 卓話 

 

22 日 (火) 
１８：３０    （（（（山水荘山水荘山水荘山水荘）））） 
糸島糸島糸島糸島 LCLCLCLC・伊都福岡・伊都福岡・伊都福岡・伊都福岡 LCLCLCLC    

合同例会合同例会合同例会合同例会    

（ﾎｽﾄ：（ﾎｽﾄ：（ﾎｽﾄ：（ﾎｽﾄ：伊都福岡伊都福岡伊都福岡伊都福岡ＬＣ）ＬＣ）ＬＣ）ＬＣ） 

26 日 (火) 
１８：３０（（（（きららの湯）きららの湯）きららの湯）きららの湯）    

・最終年次例会 

アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ    

・2222・・・・3333 日日日日盲導犬募金活動盲導犬募金活動盲導犬募金活動盲導犬募金活動    

（雷山観音・桜井神社） 

・1/14（土） （予定） 

青少年育成事業青少年育成事業青少年育成事業青少年育成事業    

    『野球教室』『野球教室』『野球教室』『野球教室』    

 ・3/ （ ）    

春期献血活動 
（空調技研工業） 

 

 ・5/12 (土) 
 松林再生活動松林再生活動松林再生活動松林再生活動 

 

キャビネットキャビネットキャビネットキャビネット    

    

４４４４    RRRR－４－４－４－４    ZZZZ    

 

 
・元地区ｶﾞﾊﾞﾅｰの月 

・会員増強の月 

 （2 月～4 月） 

・地区年次大会 

 アワード申請書提出 

・地区ガバナーの月 

・3/12（月） 第第第第 3333 回回回回    

ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会ガバナー諮問委員会    

・3/12（月）第第第第 3333 回回回回    
ゾーンレベルゾーンレベルゾーンレベルゾーンレベル会員委員会会員委員会会員委員会会員委員会  

    

・4/15（日） 

第第第第 66664444 回回回回 337337337337----AAAA    

地区地区地区地区年次大会年次大会年次大会年次大会    
（（（（    アクロス福岡アクロス福岡アクロス福岡アクロス福岡        ））））    

    

・4/25（水） 
4444ＲＲＲＲ4444Ｚ親善ゴルフ大会Ｚ親善ゴルフ大会Ｚ親善ゴルフ大会Ｚ親善ゴルフ大会    

（ホスト：太宰府ＬＣ） 

・5/ （ ） 

第４回第４回第４回第４回ガバナガバナガバナガバナーーーー    

諮問委員会諮問委員会諮問委員会諮問委員会（対馬）（対馬）（対馬）（対馬）    

・5/27（日） 

・第第第第 66664444 回３３７複合回３３７複合回３３７複合回３３７複合    

地区年次大会地区年次大会地区年次大会地区年次大会    
（（（（熊本市熊本市熊本市熊本市    ﾎﾃﾙ日航熊本ﾎﾃﾙ日航熊本ﾎﾃﾙ日航熊本ﾎﾃﾙ日航熊本））））    

・第 2 回新会員研修会 

（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ） 

・次期三役研修会 

・第 101 回国際大会 

 6/29（金）～7/3（火） 

（ｱﾒﾘｶ・ﾈﾊﾞﾀﾞ州 

   ﾗｽﾍﾞｶﾞｽ） 

そ のそ のそ のそ の 他他他他    

・ﾗｲｵﾝｽﾞ創立者報恩の月 

・1/ （ ）  
4444 団体名刺交換会団体名刺交換会団体名刺交換会団体名刺交換会    

新春名刺交換会     

・1/ （ ）伊都文化会館 
糸島市商工会新春交糸島市商工会新春交糸島市商工会新春交糸島市商工会新春交流会流会流会流会    

・糸島駅伝大会 

・指名委員会 

 

    ・4/ （ ） 

第 3 回親睦ｺﾞﾙﾌ 

ｺﾝﾍﾟ（遠征） 

・5/ （ ）海扇寿し 

（ｸﾗﾌﾞ内（ｸﾗﾌﾞ内（ｸﾗﾌﾞ内（ｸﾗﾌﾞ内））））新会員研修会新会員研修会新会員研修会新会員研修会    

 

・次期準備理事会次期準備理事会次期準備理事会次期準備理事会    

    （侍寿し）（侍寿し）（侍寿し）（侍寿し）    

・第 4 回親睦ｺﾞﾙﾌ 

ｺﾝﾍﾟ（会長杯） 
（（（（                                                    ）））） 

 


