
 

ＫＡＳＨＩＷＡ ＳＡＫＵＲＡ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ 

２０２０年度 

（２０２０．７．１～２０２１．６．３０） 

６月 第二（ファイナル）例会 式次第 

柏さくらライオンズクラブ 第６７７回例会 

２０２１年６月２１日（月）１８：３０ ノブレス・オブリージュ 

 

＜ガバナースローガン＞ 

守 伝 創 新 

伝統に誇りを！挑戦なくしてチャンスなし！ 

  

＜会長スローガン＞ 

慈しみの心で奉仕の輪 

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

司  会 ライオン・テーマー         Ｌ橋本  淳 

１．開会ゴング（全員起立）        会  長        L 吉田  進 

２．国歌君が代及びライオンズ・ヒム斉唱（ＣＤ対応…斉唱なし）   全    員 

３．ガバナー及び会長スローガン唱和（各自声を出さずに唱和）    全    員 

４．会長挨拶               会  長        Ｌ吉田  進 

５．幹事報告及び予定事項説明       幹  事        Ｌ横尾 好永 

６．地区情報テクノロジー／・リジョン会員増強委員報告              L 栗山 茂夫 

７．準備理事会 ２０２１年度 ACT 予算等の説明（各資料は３ページに記載）       

会  長        L 吉田  進 

資料説名               事 務 局        Ｌ石原 洋司 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ブレーク タイム～⁂～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

１．テール・ツイスタータイム              

                  進 行         事 務 局        L 石原 洋司 

      三役に花束贈呈     プレゼンテーター            L 篠木 光子 

      記念日ワイン贈呈       〃    会  長        L 吉田  進 

      清心流空手道総本部 清心館 道場開設祝い贈呈          L 吉田  進 

      ドネーション発表            テール・ツイスター   L 篠木 光子 

    ２．出席率の発表    指導力育成・会員委員会委員長        L 畠山 一弘 

    ３．会計報告                会  計        L 渡辺 俊雄 

４．また会う日まで（ＣＤ対応…斉唱なし）                    全    員 

５．閉会ゴング               会  長        L 吉田  進 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 
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柏さくらライオンズクラブ 

２０２１年 6 月 21 日（月） 

【幹事報告】 

●6 月１３日（日）柏さくら LC 単独献血キャンペーン 

              場 所：柏駅東口周辺 

              参加者：＜終日＞石原・吉田 

                  ＜午前＞横尾・川島・田中・篠木・泉 

                  ＜午後＞渡辺・原田・吉田（奥様） 

 ２００㎖ ４００㎖ 成分 不採血 合計 

献血バス（初） １名 ４７名 ０名 ７名 ５５名 

 

【予定事項】 

６月２１日（月）第二（ファイナル）例会１８：３０～              

 

              ◎ノブレス・オブリージュにて対面形式による例会実施 

              ◎準備理事会 

              ◎吉田次期会長より２０２１年度 ACT 予算等の説明 

 

    ●第１０３回ライオンズクラブ国際大会 モントリオール・バーチャルイベント 

              期間：２０２１．６．２５～２９ 

              登録者：石原 ＊登録料５０ドルはクラブ負担 

 

【２０２１年度：２０２１．７．１～２０２２．６．３０】 

 

     ７月 ５日（月）第一（ファースト）例会 １８：３０～             

 

             ◎ノブレス・オブリージュにて対面形式による例会実施 

             ◎第１回臨時理事会 

 

    ●７月１８日（日）愛の献血かしわ合同キャンペーン 場所：柏駅周辺 

             時間：９：３０～１１：４５  ３名 吉田・石原・〇〇 

１３：００～１６：００  ４名 吉田・石原・〇〇・〇〇 

 

     ７月１９日（月）第二例会 １９：００～         ノブレス・オブリージュ 

 

 

 ●７月３１日（土）第１回キャビネット会議 ➡オンライン会議 

             出席者：木村（英） 

 

     ８月 ２日（月）第一例会 １９：００～         ノブレス・オブリージュ 

 

２ 



    ●８月２０日（金）第１回ガバナー諮問委員会 ＊開催方法等詳細は後日発信の予定 

             出席者：吉田・横尾・渡辺 

 

８月２３日（月）第二例会 １９：００～         ノブレス・オブリージュ 

 ◎お盆休暇の関係から開催日を第４週に変更 

                                             

☆慶弔報告☆（記念品は６月第二例会でお渡し致します） 

 誕 生 日 結婚記念日 

５月 泉  雅之（ １日） 

木村 典子（ ５日） 

橋本  淳（１０日） 

石原 洋司（１９日） 

川島 大典（１５日） 

６月 栗原 昭山（ １日）済 

松原  司（ ４日） 

盛田 修治（１７日） 

山本  忍（ ６日）済 

神永 隼人（１９日） 

 

２０２１年６月 第１回準備理事会（運営予備会議）議案書 

 

開催日時：２０２１年６月２１日（月）  １８：３０～ 於：ノブレス・オブリージュ 

出 席 者：６月第二（ファイナル）例会出席者 

本来であれば６月第二（ファイナル）例会に先立ち理事会を開催すべきところではある 

  が、「まん延防止等重点措置」摘要期間が６月２０日（日）まで延長されたことから 

  本日理事を含む出席会員立ち合いのもと以下の内容を確認し、７月５日（月）第一 

  （ファースト）例会の前に開催する臨時理事会に議案として付議することとした。 

【議 案】 

  第一号議案 会長スローガンの承認について 

 

  第二号議案 ２０２１年度（２０２１年７月～２０２２年６月）理事会構成員及び 

        クラブ組織（役員・委員会）の承認について…一部訂正有 臨時理事会に付議致します。 

 

  第三号議案 ２０２１年度 例会及び主要行事の開催について 

 

  第四号議案 ２０２１年度 クラブ年間計画の承認について 

 

  第五号議案 クラブ会費の決定及び納入期限（上半期）について 

 

  第六号議案 クラブ会費等取扱金融機関について 

 

  第七号議案 クラブ年間予算の決定について 

 

  第八号議案 クラブ組織一覧表（全会員分）…一部訂正有 臨時理事会に付議致します。 

３ 



＜第一号議案＞                                        

ライオンズの誓い 

われわれは知性を高め、友情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 

 

                                              

 

ライオンズクラブ国際協会３３３－Ｃ地区 

20２１-202２年度 地区ガバナーＬ藤原 宏髙スローガン 

「ライオンズはワクワク・ドキドキ」 

～この想いを次の世代に伝えたい～ 

 

                                              

 

ライオンズクラブ国際協会３３３－Ｃ地区 ３Ｒ－１Ｚ 

 柏さくらライオンズクラブ 

２０２１－２０２２年度 会長Ｌ吉田  進スローガン 

慈しみの心で奉仕の輪 

 

                                             

 

事務局 〒２７７－０８２７ 柏市松葉町１－１２－２５－５０６ 石原洋司方 

ＴＥＬ  ０４－７１３２－８５０３ 

ＦＡＸ  ０４－７１３２－８５０３ 

Ｅ－mail s-ishihara@tbu.t-com.ne.jp 

ＨＰ   http://kashiwasakula-lc.com/ 
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【第三号議案】 

柏さくら LC 例会及び主要行事日程（２０２１年７月～２０２２年６月） 

 

【上半期】 

＜２０２１年＞ 

 ７月 ５日（月） １８：３０ 第１回臨時理事会            （ノブレス・オブリージュ） 

    ５日（月） １９：００ 第一（ファースト）例会         （     〃     ） 

   １８日（日）  ９：３０ 愛の献血かしわ合同キャンペーン     （柏駅周辺） 

   １９日（月） １９：００ 第二例会                （ノブレス・オブリージュ） 

 

 ８月 ２日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

   ２３日（月） １９：００ 第二例会                （     〃     ） 

 

 ９月 ６日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

   ２１日（火） １９：００ 第二例会                （     〃     ） 

 

１０月 ４日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

8 日（金） 世界ライオンズデー   ＊前後の土日いずれかで北柏ふるさと公園の清掃活動を実施 

   １８日（月） １９：００ 第二例会                （     〃     ） 

 

１１月 １日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

   １５日（月） １９：００ 第二例会                （     〃     ） 

   ２８日（日） 第２６回わくわく人形劇まつり            （柏市中央公民館） 

 

1２月 ６日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

   20 日（月） １９：００ 第二例会                （     〃     ） 

又は柏さくら LC の移動例会             （開催場所：未定） 

 

＜留意点＞ 

 ・東京オリンピック   開会式：７月２３日（金） 閉会式：８月８日（日） 

 ・東京パラリンピック  開会式：８月２４日（火） 閉会式：９月５日（月） 

 ・８月第二例会は本来１６日（月）が開催日であるが、お盆休暇と重なるため２３日（月）に設定。 

 ・９月第二例会は土・日・月と３連休となるため連休明けの２１日（火）に設定。 

 ・例年９月に開催されているガバナー公式訪問はまだ日時が設定されておりません。 

 ・例年１０月に実施していたチャリティーゴルフ大会について、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し 

本年度は開催を見送り２０２２年当クラブ CN３０周年記念チャリティーゴルフ大会として開催予定。 

 ・チャリティー寺コン（於：増尾山少林寺）の開催については、３密回避・ソーシャルディスタンス等の 

十分な感染症対策を講じることができない為見送りとする。 

 ・例年１２月に開催しているクリスマス例会については、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、本年度

合同例会の開催は見送り、柏さくら LC の移動例会として開催予定。 

  

５ 



【下半期】 

<２０２２年＞ 

 １月１１日（火） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

   ２４日（月） １９：００ 第二例会                （ノブレス・オブリージュ） 

                会長より指名委員の発表 

  

 ２月 ７日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

              次期役員指名会 

   ２１日（月） １９：００ 第二例会                （ノブレス・オブリージュ） 

                次期役員選挙会 

 

 ３月 ７日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

   １３日（日）  ９：３０ 愛の献血かしわ合同キャンペーン     （柏駅周辺） 

   2２日（火） １９：００ 第二例会                （ノブレス・オブリージュ） 

 

 ４月 ４日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

                次期会長スローガン発表 

   １８日（月） １９：００ 第二例会（ノブレス・オブリージュ） 

   ２３日（土）       第６８回地区年次大会前夜祭      （ホテルニューオータニ幕張） 

   ２４日（日）       第６８回地区年次大会         （ホテルニューオータニ幕張） 

 

 ５月 ９日（月） １９：００ 第一例会                （ノブレス・オブリージュ） 

   ２１日（土）～２２日（日）第６８回複合地区年次大会＊予定     （茨城県牛久市） 

2３日（月） １９：００ 第二例会 

 

 ６月 ６日（月） １８：３０  準備理事会               （ノブレス・オブリージュ） 

          １９：００  第一例会                 （ノブレス・オブリージュ） 

次期会長より２０２２年度 ACT 予算等の説明 

   ２０日（月） １９：００  第二（ファイナル）例会         （ノブレス・オブリージュ） 

   ７月１日（金）～５日（火）第１０４回ニューデリー国際大会 

 

 

＜留意点＞ 

 ・１月第一例会は年末、年始をはさみ長期休暇明けとなるため１月１１日（火）に設定 

 ・３月第二例会は月曜日が春分の日と重なる為、翌日２２日（火）に設定 

 ・５月度の例会はゴールデンウイークと重なる為、９日（第２月曜日）及び２３日（第４月曜日）の 

  開催とした。 

 ・本年度より２週間早く、６月第一例会前に準備理事会を開催し、次期会長より２０２２年度 ACT 予算等 

  の説明を行う。 

 

 

６ 



＜第四号議案＞ 

柏さくらライオンズクラブ 年間計画 

（２０２１年７月～２０２２年６月） 

 

慈しみの心で奉仕の輪 

 

在籍会員数 正会員  名（内家族会員 名） 

会員増強      名 

今期の主なアクティビティ計画 

（抜粋） 

１．わくわく人形劇まつり ２０２１年１１月２８日（日） 

２．増尾のもりでいっしょにあそぼう 

３．清心流空手道総本部 清心館支援 

４．酒井根中学校吹奏楽部保護者の会支援 ２０２２年３月３１日（木） 

５．東葛飾ミニバスケットボール連盟 柏支部支援 

６．薬物乱用防止教室の開催 

７．愛の献血かしわ推進協議会支援 

８．社会福祉法人（緑の会・美野里会・望陽会）支援 

９．北柏ふるさと公園清掃活動 世界ライオンズデーとしての活動 

献血 合同献血：２０２１年７月１８日（日） 柏駅周辺 

     ２０２２年３月１３日（日）  〃 

単独献血：２０２２年６月予定      〃 

アクティビティ資金獲得計画 １．第２８回チャリティーゴルフ大会…取り止め 

２．第６回チャリティー寺コン   …取り止め 

ＬＣＩＦ寄付 ＭＪＦ１０００ドル寄付  名 ＊会員個人からの拠出金にて対応 

キャンペーン１００寄付    ＊クラブとしての対応なし 

他（５０）ドル寄付    名 ＊クラブ事業費からの拠出金にて対応 

その他  

 

南部老人福祉センターいきいきふれあい祭り焼きそば模擬店は、収益金少額につき予算化せず。 

尚、開催については未定。 
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＜第五号議案＞ 

クラブ会費の決定及び納入期限 

 

６６,０００円 

（２０２１年７月～２０２１年１２月） 

 

＜明細＞ 

正会員 

クラブ運営費（６ヶ月）       ４８,０００円     ＊月額 ８,０００円 

クラブ事業費（６ヶ月）       １８,０００円     ＊月額 ３,０００円 

クラブ会食費（６ヶ月）          ━            ━     

計                 ６６,０００円     ＊月額１１,０００円 

 

家族会員 

クラブ運営費（６ヶ月）       １２,０００円     ＊月額 ２,０００円 

 

一括納入期限：２０２１年８月２０日（金） 

 

 

 

＜第六号議案＞ 

 

クラブ会費等取扱金融機関の決定について 

 

銀行名：みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金 ２５２２５６１ 

口座名：柏さくらライオンズクラブ 

    会計 石原 洋司 
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【第七号議案】 

クラブ事業費年間予算案（２０２１年７月～２０２２年６月）について 

 

【事業費】 

事業内容 今期実績 来期予算 備考 

愛の献血かしわ推進協議会 

千葉県アイバンク協会 

日本網膜色素変性症協会 

柏子どもの文化連絡会 

（わくわく人形劇まつり） 

（増尾のもりでいっしょにあそぼう） 

酒井根中学校吹奏楽部後援会 

酒井根小学校クラブ活動活性化支援金 

清心流空手道総本部 清心館 

      〃 

東葛飾ミニバス連盟 柏支部 

社会福祉法人 緑の会 

社会福祉法人 美野里会 

社会福祉法人 望陽会 

手賀沼エコマラソン協賛金 

柏まつり実行委員会 

柏レイソル後援会 

柏市国際交流協会 

社会を明るくする運動柏市推進委員会 

JRPS チャリティーゴルフ支援金 

下田の杜（しただのもり）里山フォーラム 

ＮＰＯ法人クリヴェール 

スペシャルオリンピック支援金                                                

緊急災害支援金 

LCIF 寄付 

＜前期＞５０ドル：２８名 ２０ドル：９名 

１００,０００ 

０ 

０ 

１００,０００ 

 

 

１２０,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

１００,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

中 止 

〃 

1０,０００ 

１０,０００ 

１０,０００ 

１６,０００ 

０ 

      ０ 

中 止 

0 

 

１６４,０００ 

１００,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

１００,０００ 

 

 

１２０,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

 

１００,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

３０,０００ 

１０,０００ 

中 止 

1０,０００ 

１０,０００ 

１０,０００ 

１６,０００ 

１０,０００ 

１０,０００ 

０ 

７０,０００ 

 

１６４,０００ 

今期も寺コン中止 

支払時期を７月に変更 

    〃 

 

２０２１年１１月２８日開催予定 

２０２２年 ５月開催予定 

２０２２年３月３１日開催予定 

 

 

道場開設お祝い金 

 

 

 

 

前期は中止 

今期も中止 

 

 

 

 

新規 賛助会費 

新規 賛助会費 ＊設立認証申請中 

前期中止、今期発生せず 

前期発生せず 

 

＜今期＞５０ドル：２８名 ２０ドル：５名 

小 計 ８１０,０００ ９４０,０００  

MJF１０００ドル寄付 １口 １０８,０００ 未 定  

前期の MJF１０００ドル寄付は個人対応（１口：石原）今期は未定 

愛の献血かしわ推進協議会に対する支援は今期もチャリティー寺コンは開催しないので今期も同額を計上 

 

【収益事業】 

事業内容 前期実績 今期予算 備考 

チャリティー寺コン 

チャリティゴルフ大会 

南部老人福祉センター焼きそば模擬店 

中 止 

中 止 

中 止 

中 止 

中 止 

開催未定 

会場の３密・ソーシャルディスタンスを考慮し中止 

２０２２年１０月 CN３０周年記念コンペとして開催予定 

飲食を伴うイベントにつき十分な感染対策がとれない為 

９ 


