
日田ライオンズクラブ 年間スケジュール（案）　2020.7-2021.6
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

・盲導犬募金 送金  (厚生委員会) - ・少年少女合唱団 助成金授与 - ・自転車無灯火防止運動 - ・世界ライオンズデー"事故なし運動" 8日（木） ・献血活動、アイ・腎バンク登録運動 14日(土) ・日田共同高等職業訓練校助成金授与 -

 (青少年委員会)  放生会期間中 (市民委員会)  (市民委員会)  (厚生委員会) 15日(日)  (市民委員会)

・YCE派遣・受入 (青少年委員会) - ・大分県アイバンク協会 賛助 - ・YCE派遣・受入 (青少年委員会) -

理事会 ・新年度理事会 1日(水) 7/29(水) 2日(水) 7日(水) 4日(水) 2日(水)

事業

第1501回 22日(水) 第1502回 5日(水) 第1504回 9日(水) 第1506回 14日(水) 第1508回 11日(水) 第1510回 9日(水)

・新年度初例会 ・卓話

・前年度決算報告

・今期事業予算案報告

第一例会

第1501回 22日(水) 第1503回 19日(水) 第1505回 23日(水) 第1507回 28日(水) 第1509回 25日(水) 第1511回 23日(水)

・クラブ訪問（ZC・ZS ・消防長 卓話 ・チャーターナイト記念例会 ・警察署長 卓話 ・クリスマス例会

・アイ・腎バンク委員総会 9日（日） ・ガバナー公式訪問（望山荘） 12日（土） ・薬物乱用防止教育認定講師 養成講座 13日（火） ・第２回ガバナー諮問委員会 21日（土）

・献血推進セミナー 〃 ・北九州中央ＬＣチャーターナイト (姉妹クラブ) 24日（木）   (青少年委員会) -  ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：九重LC

　　　 (厚生委員会) ・ニューﾒﾝﾊﾞｰ・次世代ﾘｰﾀﾞｰ研修 - ・日本アイバンク 講習会 - ・次世代ﾘｰﾀﾞｰ研修会 21日（土）

・第１回ガバナー諮問委員会 30日（日） ・日田すいめいLC野外例会 - ・高千穂LC60周年記念式典（5名） 25日（日）

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：玖珠LC（望山荘） ・国東ＬＣ 55周年記念式典 (12名) -

-

・表敬訪問 ・会報誌そこぎり発行 - ・会報誌そこぎり発行 - ・会員増強月間 - ・会報誌そこぎり発行 -

 （市役所、商工会議所、消防署、警察署）  (情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ委員会)  (情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ委員会) ・クラブ内親睦ゴルフコンペ -  (情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ委員会)

・会計監査 - ・グラウンドゴルフ大会 (市民委員会)  (ゴルフ部) ・事務局 大掃除 -
その他

第二例会

ｷｬﾋﾞﾈッﾄ

Ｒ・Ｚ

４月 ５月 ６月１月 ２月 ３月
・薬物乱用防止教室 (青少年委員会) - ・青少年健全育成ﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 ・献血活動 (厚生委員会) ・少年サッカー大会 助成金授与 ・ウォーキング清掃 (市民委員会) ・「ダメ、ゼッタイ」薬物乱用防止運動

・書損じ葉書・使用済み切手・未使用タオル  (ボウリング委員会) ・少年柔道大会 助成金授与  (青少年委員会)  (青少年委員会)

 寄贈 (FWT委員会) ・献眼登録活動 (厚生委員会)  (青少年委員会)

・天領日田ひなまつり健康マラソン協力 14日（日）

 (市民委員会)

理事会 6日(水) 3日(水) 3日(水) 7日(水) 6日(木) ・期末理事会 2日(水)

事　業

第1512回 13日(水) 第1514回 10日(水) 第1516回 10日(水) 第1518回 14日(水) 第1520回 12日(水) 第1522回 9日(水)

・新年例会 ・卓話 ・卓話 ・卓話

・市長 卓話
第一例会

第1513回 27日(水) 第1515回 24日(水) 第1517回 24日(水) 第1519回 28日(水) 第1521回 17日(日) 第1523回 23日(水)

・上期決算報告 ・商工会頭 卓話 ・花見例会 ・４Ｚ合同例会 ・期末例会

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：玖珠LC

・第３回ガバナー諮問委員会 27日（土） ・北九州中央LC60周年記念式典（9名） - ・第67回地区年次大会 (中津市) 17日（土） ・第67回複合年次大会　(大分市) 29日（土） 第104回国際大会（ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ） 6/25-6/29

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：日田LC（亀山亭） - 　　　　　　　　　　　　　（姉妹クラブ） ・チャリティゴルフ大会 (玖珠LC) 29日(木) ・三光ＬＣ 25周年記念式典 (8名) -

・新春チャリティー （九重LC） - ・宮崎ｵｰｼｬﾝLC30周年記念式典（6名） 3日(水) ・ライオンズの森 清掃・1R交流会 - ・次期クラブ三役セミナー 19日（土）

・延岡LC60周年記念式典（8名） 7日（土） ・日向LC60周年記念式典（4名） 20日（土） ・宇佐ＬＣ 60周年記念式典 (5名) 3日（土）

・久留米ＬＣ 65周年記念式典 (12名) 20日(土)

 　　　　　　　　　　　(スポンサークラブ) ・次期ZC研修会 27日（土）

・都城LC60周年記念式典（1名） 20日（日）

・杵築ＬＣ 60周年記念式典 (7名) -

・別府いでゆＬＣ 45周年記念式典 (7名) -

中津沖代ＬＣ 60周年記念式典 (19名) 27日（土）

・会計監査 - ・会報誌そこぎり発行 - ・会員増強月間 - ・会報誌そこぎり発行 - ・会報誌そこぎり発行 -

 (情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ委員会) ・親睦会 -  (情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ委員会)  (情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ委員会)

・クラブ内親睦ゴルフコンペ（ｺﾞﾙﾌ部） 29日(木) ・準備理事会　・準備委員会 -

第二例会

その他

ｷｬﾋﾞﾈッﾄ

Ｒ・Ｚ


