
◆１Ｒ　ＲＣ　　岡崎　元紀

月 日 活　動　内　容 場　　所

1 福山ライオンズクラブＣＮ６０周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

6 福山北ライオンズクラブＣＮ２５周年記念ゴルフ大会 福山Ｃ．Ｃ

10 上下ライオンズクラブＣＮ５０周年記念式典 ｼﾞﾐｰｶｰﾀｰ・ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ

13 １Ｒ２Ｚ国際平和ポスターコンテスト展示会 府中天満屋

15 福山松永ライオンズクラブＣＮ５５周年記念式典 アルセ

22 福山芦田ライオンズクラブＣＮ４０周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

3 福山北ライオンズクラブＣＮ２５周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

4 地区ガバナー、第一及び第二副地区ガバナー候補推薦委員会 ホテル大広苑

11 １Ｒ３Ｚ合同親善ゴルフ 福山Ｃ．Ｃ

16 第２回 １Ｒリジョン会議 福山ニューキャッスルホテル

17 日本アイバンク協会認定サポーター講習会 備後地場産業振興センター

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 アルセ

地区ＹＣＥ活動援助基金管理委員会

第２回 ＲＣ・地区委員長会議

第２回 キャビネット会議

28 ＣＥＰ(クラブ向上プロセス）研修会 ホテル大広苑

12 3 福山あいライオンズクラブ「あい音楽祭」 北部市民センター

◆２Ｒ　ＲＣ　　弓場　秀俊　

月 日 活　動　内　容 場　　所

19 地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員会ライオンズクエストセミナー 広島県立総合体育館

27 第25回浮城ふれあいコンサート(三原浮城ライオンズクラブ主催) 三原リージョンプラザ

3 三原ライオンズクラブ　CＮ55周年記念式典 三原国際ホテル

4 地区カバナー、第一・第二副無地区カバナー候補推薦委員会 ホテル　大広苑

16 第２回地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員会 三原国際ホテル

25 へんこつ苑

10
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19 薬物乱用防止教育認定講座養成講座 アルセ

25 第１回YCE援助基金管理委員会 へんこつ苑

25 第2回ＲＣ・委員長会議 へんこつ苑

25 第2回キャビネット会議 へんこつ苑

26 第2回地区カバナー諮問委員会 ホテル白竜湖リゾートセンター

28 CEP(クラブ向上)研修会 ホテル　大広苑

12 16 第２回　２Ｒリジョン連絡会議 三原国際ホテル

◆３Ｒ　ＲＣ　　田中　育実

月 日 活　動　内　容 場　　所

10 上下LC（CN50)1R・2Z ｼﾞﾐｰ・ｶｰﾀｰｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ

13 日本ｱｲﾊﾞﾝｸ協会認定ｻﾎﾟｰﾀｰ講習会(西部） 広仁会館2F

4 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・第一及び第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補推薦委員会 大広苑

4 RC打合せ（1R～5R)特別委員会の開催行事について 大広苑

6 大崎上島東野LC（ＣＮ30） 大広苑

10~13 55ＯＳＥＡＬﾌｫｰﾗﾑ（香港） 香港

17 日本ｱｲﾊﾞﾝｸ協会認定ｻﾎﾟｰﾀｰ講習会(東部） 備後地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座(東部） アルセ

21 3R・1Z・第2回ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ・諮問委員会 呉阪急ﾎﾃﾙ

23 大崎上島大崎LC（ＣＮ50） ﾎﾃﾙ清風館

25 YCE援助基金管理委員会 へんこつ苑

25 第2回　RC・委員長会議 へんこつ苑

25 第2回　ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 へんこつ苑

28 CEP（ｸﾗﾌﾞ向上）研修会　担当2R弓場・徳永 大広苑

30 3R・2Z・第2回ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ・諮問委員会 へんこつ苑

1 第３回地区献眼等　委員会 アーバンビュー・グランドタワー

8 3R次期・地区役員・委員指名推薦打合会 呉阪急ホテル
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9 第63回地区年次大会（第4回）準備委員会 大広苑

10 薬物乱用防止教育認定講師養成講座(西部） 広成開発

12 呉6LC会長幹事会 呉森沢ﾎﾃﾙ

13 3R・1Z・濱井ZC杯ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ （郷原）ｸﾚｲﾄﾝﾍﾞｲﾎﾃﾙ

◆４Ｒ　ＲＣ　　大谷　保

月 日 活　動　内　容 場　　所

15 盲導犬を普及の為の本通りパレード 広島市中区本通り

23 北広島大朝ＬＣ結成35周年記念大会 グリーンヒル大朝

2 第2回大会参加・平和・アラート委員会 ひのはら

4 地区ガバナー、第1及び第2副地区ガバナー候補者推薦委員会 ホテル大広苑

15 4Ｒ2Z第２回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル委員会 メルパルク広島

17 4Ｒ1Z第２回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル委員会 広島サンプラザ

25 第1回地区YCE活動援助基金管理委員会

25 第2回RC・委員長会議 へんこつ苑

25 2016～2017年度国際平和ポスターコンテスト選考会 へんこつ苑

25 第2回キャビネット会議 へんこつ苑

28 CＥＰ〔クラブ向上〕研修会 ホテル大広苑

10 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 広成開発　貸会議室

16 第5回佐伯区中学生平和ポスター・コンテスト表彰式 佐伯区民文化センター

◆５Ｒ　ＲＣ　　竹田　史朗

月 日 活　動　内　容 場　　所

1 広島あさひL.C 記念事業パレード 薬物乱用防止・犬猫殺処分ゼロ 広島本通り

13 日本アイバンク協会認定サポーター講習会 広大医学部校内　広仁会館

14
2017-18年度　第一及び第二副地区ガバナー候補推薦委員会
委員長：広島L.C の池田康彦元ガバナー

在広L.C合同事務局会議室

27 東広島ウエストL.C第29回チャリティゴルフ 加茂C.C

12
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4 地区ガバナー　第一及び第二副地区ガバナー候補推薦委員会 ホテル大広苑

4 5R .2Z 第二回ガバナー諮問委員会 広島リーガロイヤルホテル

11 5R .1Z 第二回ガバナー諮問委員会 エンジェルパルテ

12 広島あさひL.C CN35周年記念大会 ANAクラウンプラザホテル

17 5R.3Z  第二回ガバナー諮問委員会 庄原グランドホテル

第一回YCE援助基金管理委員会

第二回RC. 地区委員会会議

第二回キャビネット会議

26 YCE. オリエンテーション ホテルニューヒロデン

26 安芸L.C 結成55周年記念大会 広島リーガロイヤルホテル

12 10 L.C 薬物乱用防止教育認定講師養成講座（広島西部地区） (株)広成開発貸会議室

◆１Ｒ１Ｚ　ＺＣ　　三谷　哲也

月 日 活　動　内　容 場　　所

1 福山ライオンズクラブＣＮ６０周年記念式典 福山　　福山ＮＣＨ

8 福山南ライオンズクラブ　福山港周辺清掃活動 福山　　福山港周辺

10 上下ライオンズクラブＣＮ５０周年記念式典 甲奴・上下　　ジーミーカーター

15 福山松永ライオンズクラブＣＮ５５周年記念式典 福山　　アルセ

19 ＦＭ福山出演【ＭＣ：福山ニューＬＣ丹下幹事】 福山　　ＦＭ福山スタジオ

21 １Ｒ１Ｚ親善チャリティーゴルフ大会 福山　　福山ＣＣ

21 第４回１Ｒ１Ｚゾーン運営会議 福山　　食遊庵たおごし

22 福山芦田ライオンズクラブＣＮ４０記念式典 福山　　福山ＮＣＨ

24 次期ＬＱワークショップ（市内私立５校）開催について 福山　　アルセ

3 福山シティライオンズクラブ　少年少女サッカー大会　 福山　　ふれあいランド

3 福山北ライオンズクラブＣＮ２５周年式典 福山　　福山ＮＣＨ

9 麻薬・覚醒剤乱用防止運動広島大会 広島　　広島国際会議場

10 第２回地区会則・ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員会　 竹原　　キャビネット事務局

10

25 へんこつ庵
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16 第２回１Ｒ連絡会議　 福山　　福山ＮＣＨ

17 日本アイバンク協会認定サポーター講習会 福山　　場産業振興センター

18 第５回１Ｒ１Ｚゾーン運営会議　 福山　　春秋

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座　 福山　　アルセ

22 第２回１Ｒ１Ｚガバナー諮問委員会並びに会員委員会 福山　　福山ＮＣＨ

25 第２回キャビネット会議 安芸津　　へんこつ苑

26 第２回１Ｒ２Ｚガバナー諮問委員会並びに会員委員会 神石高原　　光信寺の湯ゆっくら

28 ＣＥＰ（クラブ向上）研修会 竹原　　ホテル大広苑

2 １Ｒ地区役員・地区委員　　 大崎上島　　ホテル清風館

6 福山ピースライオンズクラブ例会訪問 福山　　例会会場

16 第６回ゾーン運営会議　 福山　　ダイニング　R.CS'S

・次年度地区役員・地区委員の選考依頼について

１Ｒ・１Ｚゾーン・チェアパーソン　　　　　　　　　　　　　　福山東ＬＣ

１Ｒ地区大会参加・平和・アラート委員　　　　　　　　　　　　福山東ＬＣ

１Ｒ地区献眼・献血・薬物乱用防止・環境保全・保健福祉委員　　福山ニューＬＣ

・１Ｒ・１Ｚ合同例会開催について

日時　２０１７年　５月２６日（金）

会場　アルセ

協議　・１Ｒ・１Ｚの８クラブで開催する

　　　　・正会員全員登録をお願いする

・１Ｒ・１Ｚ親善チャリティーボウリング大会

日時　２０１７年　２月　5日（日）

受付　０９：２０ ～ ０９：４５

開会式　１０：００ ～

競技開始　１０：２０ ～

表彰式・懇親会　１２：００ ～

・（仮称）３３６－Ｃ地区１Ｒゴルフ選手権大会

11
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日時　２０１７年　４月１５日（土）

場所　松永カントリークラブ

対象者　・各ゾーンゴルフ大会におけるネット上位5名及びグロス上位5名、

　　　　　・１Ｒリジョン連絡会議構成者、

　　　　　・その他（ZC推薦枠として各ゾーン2～3名）

◆１Ｒ２Ｚ　ＺＣ　　山田　康視

月 日 活　動　内　容 場　　所

1 福山ライオンズクラブ結成60周年記念大会 福山ニューキャッスル

10 上下ライオンズクラブCN50周年記念大会　式典 ジミー・カーターシビックセンター

10 上下ライオンズクラブCN50周年記念大会　祝宴 上下町民会館

13～

18

3 福山北ライオンズクラブＣＮ２５周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

10 第２回　地区会則・ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員会 キャビネット事務局

16 　第２回１Ｒ．リジョン連絡会議 福山ニューキャッスルホテル

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座（東部） アルセ２Ｆ

12 なし

◆１Ｒ３Ｚ　ＺＣ　　栗山　則博

月 日 内　　容 場　　所

1 福山LC結成60周年記念大会 福山ニューキャッスルホテル

2 １R3Z親善ソフトボール大会 三菱電機福山製作所グラウンド

6 福山北LC　CN25周年記念ゴルフ大会 福山カントリークラブ

10 上下LC　CN50周年記念式典 ジミー・カーターシビックセンター他

26
１Ｒ．２Ｚ　第２回地区ガバナー諮問委員会及び第３回ゾーンレベル会員
委員会　合同会議 光信寺の湯　ゆっくら 

10

11

平和ポスター展示会　 府中天満屋



13 日本アイバンク協会認定サポーター講習会（西部） 広仁会館

15 福山松永LC　CN５５周年記念大会 アルセ

19 福山平成LC　CN23周年記念例会 ウェディングパルコ　アルジェント

22 福山芦田LC　CN40周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

3 福山北LC　CN25周年記念式典 福山ニューキャッスルホテル

5 福山芦田ＬＣ　動物園まつり 福山市立動物園

10 第２回地区会則・ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員会 キャビネット事務局

11 １Ｒ３Ｚ親善ゴルフ大会 福山カントリークラブ

16 第２回１Ｒリジョン連絡会議 福山ニューキャッスルホテル

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座（東部） アルセ

22 臨時福山地区ＬＣ合同事務所運営委員会 福山ニューキャッスルホテル

23 福山シニアＬＣボランティアロード草取り・ばら苗１００本植え込み ボランティアロード

23 第４１回神辺音楽祭 福山市神辺文化会館

25 第２回キャビネット会議 へんこつ苑

28 ＣＥＰ（クラブ向上）研修会 ホテル大広苑

1
１Ｒ３Ｚ・会長・第一副会長・幹事・会計・会員委員長忘年会及びゴルフコ
ンペ

ＪＦＥ瀬戸内海ゴルフ倶楽部・青冥

2 1R 地区役員・地区委員忘年会  ホテル清風 館

3 福山あいライオンズクラブ　第７回あい音楽祭 福山市北部市民センター

11 福山新市ライオンズクラブ　青少年育成講演会参加 新市公民館

12 第３回会長幹事会 ウェディングパルコアルジェント

12 第２回地区ガバナー諮問委員会並びに第３回ゾーンレベル会員委員会 ウェディングパルコアルジェント

15 神辺ライオンズクラブ　　ＹＣＥ受入来日生　歓迎会出席 ワールドビュッフェ蔵王

27 地区ＹＣＥ　来日生　見送り 福山駅

◆２Ｒ１Ｚ　ＺＣ　　山本　一郎

月 日 活　動　内　容 場　　所

10 8 2R.1Z第１回ガバナー諮問委員会 尾道国際ホテル
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16 第2回地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員会 三原国際ホテル

17 日本ｱｲﾊﾞﾝｸ協会認定ｻﾎﾟｰﾀｰ講習会（東部） 備後地域地場産業振興センター

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座（東部） アルセ（福山）

25 第2回キャビネット会議 へんこつ苑

28 CEP（クラブ向上）研修会 ホテル大広苑

16 2Rリジョン連絡会議 三原国際ホテル

22 2R.1Z　会長会議 尾道商工会議所ビル

◆２Ｒ２Ｚ　ＺＣ　　中間　軍三

月 日 活　動　内　容 場　　所

19 地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員会 広島県立総合体育館

27 第25回浮城ふれあいコンサート 三原リージョンプラザ

3 三原LC　CN５５周年記念大会 三原国際ホテル

13 ２Z内　合同アクテイビティ 久井町　岩海

16 第2回地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員会 三原国際ホテル

17 日本アイバンク協会認定サポーター講習会 備後地域地場産業振興センター

19 ２Z内　ZC杯ゴルフ大会 フォレストヒルズ＆リゾート

25 第２回キャビネット会議 東広島市安芸津町　へんこつ苑

26 第２回ガバナー諮問委員会 ホテル白竜湖リゾートセンター

28 CEP（クラブ向上）研修会 大広苑

18 ライオンズクエスト・ワークショップ 三原市中央公民館

26 ２Z内　第２回会長・幹事会 久井就業構造改善センター

◆３Ｒ１Ｚ　ＺＣ　　濱井　雅彦

月 日 活　動　内　容 場　所

6 大崎上島東野（CN30） 大広苑

10 55OSEALフォーラム 香港
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13 　　　　　〃 〃

21 第2回ゾーンレベル並びにガバナー諮問委員会

25 第2回キャビネット会議 大広苑

12 1 第3回献眼・薬物乱用等委員会

◆３Ｒ２Ｚ　ＺＣ　　亀山　博司

月 日 活　動　内　容 場　　所

10 13 (公財)日本アイバンク協会認定サポーター講習会 広仁会館

6 大崎上島東野ライオンズクラブＣＮ30周年記念大会 ホテル大広苑

23 大崎上島大崎ライオンズクラブＣＮ50周年記念大会 ホテル清風館

25 第2回キャビネット会議 へんこつ苑

28 CEP(クラブ向上)研修会 ホテル大広苑

30 3R2Z第2回ゾーンレベル委員会・第2回ガバナー諮問委員会 へんこつ苑

9 第６３回地区年次大会(第４回)準備委員会 ホテル大広苑

10 薬物乱用防止教育認定講師養成講座(広島西部) ㈱広成開発　貸会議室

◆４Ｒ１Ｚ　ＺＣ　　下戸　國夫

月 日 活　動　内　容 場　所

2 第２回地区・大会参加・平和・アラート委員会　 　ひのはら

15 ４Ｒ２Ｚ 第２回諮問委員会＆ゾーンレベル会員委員会 メルパルク広島

17 ４Ｒ１Ｚ 第２回諮問委員会＆ゾーンレベル会員委員会 広島サンプラザ

26 第２回キャビネット会議＆懇親会 へんこつ苑

◆４Ｒ２Ｚ　ＺＣ　　井上　博夫　　

月 日 活　動　内　容 場　　所

20 ４Ｒ２Ｚ　第３回ゾーン内親善ゴルフ大会 広島安佐ゴルフクラブ

23 北広島大朝ＬＣ　結成３５周年記念大会 グリーンヒルおおあさ
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25 広島城北ＬＣ　例会表敬訪問 メルパルク広島

2 第２回地区大会参加・平和・アラート委員会 ひのはら

10 広島可部ＬＣ　例会表敬訪問 安佐北区民文化センター

10 北広島大朝ＬＣ　例会表敬訪問 グリーンヒルおおあさ

15 ４Ｒ２Ｚ　第２回ガバナー諮問委員会・ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ会員委員会 メルパルク広島

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座（広島東部） アルセ

25 第２回キャビネット会議 へんこつ苑

25 国際平和ポスターコンテスト選考会 へんこつ苑

12 特になし

◆５Ｒ１Ｚ　ＺＣ　　阿部　隆

月 日 活　動　内　容 場　　所

14 次期第一、第二副地区ガバナー推薦委員会 合同事務局

19 クエストセミナー 県立総合体育館大会議室

10 第二回ガバナー諮問委員会5R1Z エンジェルパルテ

8クラブ（会長・幹事・委員長）

25 第二回キャビネット会議 竹原：へんこつ苑

26 YCE・委員会・オリエンテーション ニューヒロデンホテル

26 安芸LC　CN55周年　式典 リーガロイヤルホテル広島

28 CEP研修会 竹原：大広苑

10 薬物乱用防止認定講師養成講座 広成開発　会議室

21 広島ニューシティLC　例会出席 銀河

◆５Ｒ２Ｚ　ＺＣ　　上田　憲治

月 日 活　動　内　容 場　　所

1 「ダメ。ゼッタイ。薬物乱用防止活動及び犬、猫殺処分ゼロ運動」パレード参加広島平和公園→金座街

13 日本アイバンク協会認定サポーター講習会 広仁会館
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14 2017～2018年度第一並びに第二副地区ガバナー候補推薦委員会 在広ＬＣ合同事務局会議室

27 献眼提供者への通夜参列・感謝状の献呈（ホスト：広島あさひＬＣ） 龍仙寺

4 5Ｒ2Ｚ　第2回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会 リーガロイヤルホテル広島

9 「麻薬・覚醒剤乱用防止運動・広島大会 広島国際会議場「ダリア」

12 広島あさひＬＣＣＮ35周年記念大会 ホテルグランヴィア広島

17 5Ｒ3Ｚ　第2回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会 庄原グランドホテル

25 第2回キャビネット会議 へんこつ苑

26 第2回地区ＹＣＥ・国際関係委員会及び冬期オリエンテーション ホテルニューヒロデン

26 安芸ＬＣ結成55周年記念大会 リーガロイヤルホテル広島

28 ＣＥＰ（クラブ向上）研修会 ホテル大広苑

10 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 （株）広成開発　貸会議室

13 YCE来日生お出迎え 広島駅

27 ＹＣＥ来日生お見送り 広島駅

◆５Ｒ３Ｚ　ＺＣ　　西上　至

月 日 活　動　内　容 場　　所

22  5R3Z交流ｱｸﾃﾋﾞﾃｨ・庄原LC   平和ポスター地元表彰式 ジョイフル

26 5R3Z交流ｱｸﾃﾋﾃｨ・三次LC    熊本震災ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ表彰式 三次ロイヤルホテル

27 検眼者遺族様へ厚生労働大臣  感謝状持参 三次平安閣

4 第２回５R2Zガバナー諮問委員会・ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ会委員委員会　 広島リーガロイヤルホテル

17 第２回５R3Zガバナー諮問委員会・ｿﾞｰﾝﾚﾍﾞﾙ会委員委員会 庄原ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

20 第2回5R3Z・ZC杯　　　 リージャスクレストGC

26 第2回ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会議 へんこつ苑

12 8 第3回5R3Z会長幹事会議　　　　　「庄原ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ」 庄原ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
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◆地区会則・PR・ライオンズ情報・IT委員長　　島田　清豪

月 日 活　動　内　容 場　　所

10 上下ライオンズクラブ　CN50式典 ジミーカーターシビックセンター

15 福山松永ライオンズクラブ　ＣＮ55式典 福山アルセ

26 福山芦田ライオンズクラブ　ＣＮ40式典 福山ニューキャッスルホテル

26 第2回キャビネット会議打合せ キャビネット事務局

3 福山北ライオンズクラブ　ＣＮ25式典 福山ニューキャッスルホテル

16 １Rリジョン連絡会議 福山ニューキャッスルホテル

22 1R1Z 第2回 地区ガバナー諮問委員会 福山ニューキャッスルホテル

23 大崎上島ライオンズクラブ　ＣＮ50式典 清風館

25 ＲＣ委員長会議・キャビネット会議 へんこつ苑

26 １R2Z　第2回地区ガバナー諮問委員会 光信寺の湯「ゆっくら」

28 ＣＥＰ研修会 ホテル大広苑

5 地区会則・ライオンズ情報・PR・IT委員会 WEB会議

12 1R3Z　第2回地区ガバナー諮問委員会 福山　アルジェント

19 フラワーフェスティバル実行委員会 広島合同事務局

◆地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員長　　澤野　学

月 日 活　動　内　容 場　　所

8 2R1Z第一回ガバナー諮問委員会 尾道国際ホテル

10 上下LC　CN50周年 上下町ジミーカーターシビックセンター

19 ライオンズクエストセミナー 広島市立総合体育館

16 第3回地区青少年・ライオンズクエスト・LCIF委員会 三原国際ホテル

25 第2回キャビネット会議・第2回RC委員長会議 安芸津町　へんこつ苑

26 2R1Z第2回ガバナー諮問委員会11：00～12：30 尾道市　グリーンヒルホテル

26 2R2Z第2回ガバナー諮問委員会16：00～17：30 ホテル白竜湖リゾート

28 CEP（クラブ向上）研修会 竹原市　大広苑
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12 第1回336複合地区内　準地区青少年・ライオンズクエスト・RAP委員長連絡会議 336複合地区ガバナー協議会事務所

16 2R連絡協議会 三原国際ホテル

17-18 ライオンズクエストワークショップ2R2Z 三原市中央公民館

◆地区献眼・献血・薬物乱用防止・環境保全・保健福祉委員長　　日谷　博光

月 日 活　動　内　容 場　　所

5 献眼11号発生（山県加計LCへ指示と感謝状） 山県加計LC

13 日本アイバンク協会認定サポーター講習会（西部）（聴講者：71名） 広大構内・広仁会館

13 献眼12号発生（山県加計LCへ指示と感謝状） 山県加計LC

21 献眼13号発生（竹原LCへ指示と感謝状） 竹原LC

献眼14号発生（竹原LCへ指示と感謝状） 竹原LC

22 献眼研修例会で講演（大崎上島東野LC） 大崎上島東野LC

27 献眼15号発生（ 広島あさひLCへ指示と感謝状） 広島あさひLC

8 献眼16号発生（山県加計LCへ指示と感謝状） 山県加計LC

8 献眼17号発生（ 三原浮城LCへ指示と感謝状） 三原浮城LC

9 献眼18号発生（福山ピースLCヘ指示と感謝状） 福山ピースLC

9 麻薬・覚醒剤乱用防止運動広島大会（聴講者: ライオンズ関係83名）広島国際会議場（ダリア）

11 献眼19号発生（10/25に発生・多臓器提供のため報告が遅れた由）直接バンクヘ（スポンサークラブ無

14 献眼20号発生（広島平和LCへ指示と感謝状） 広島平和LC

17 日本アイバンク協会認定サポーター講習会（東部）（聴講者：59名） 備後地区地産振興センター

19 薬物乱用防止教育認定講師養成講座　（東部）(聴講者：124名） 福山市（アルセ）

1 第３回「地区献眼等委員会」（広島・アーバンビル） 広島アーバンビル

8 献眼21号発生（竹原LCへ指示と感謝状） 竹原LC

10 薬物乱用防止教育認定講師養成講座（西部）(聴講者：76  名） （株）広成開発　会議室

31 献眼登録者（ドナーバンク）（7月～12月）318 名増（昨年度比：38.8% 増）ひろしまドナーバンク

◆地区大会参加・平和・アラート委員長　　本田　正治
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月 日 活　動　内　容 場　　所

10 23 北広島大朝LC　35周年記念大会 グリーンヒル大朝

2 第2回　地区大会参加・平和・アラート委員会 広島　ひのはら

10 第55回　OSEALフォーラム香港（10日～12日） 香港

15 4R2Z　第2回ガバナー諮問委員会 メルパルク広島

17 4R1Z　第２回ガバナー諮問委員会 広島サンプラザ

25 第２回　RC・地区委員長会議～キャビネット会議 安芸津町　へんこつ苑

第３回　地区大会参加～委員会　＆　平和ポスター選考会 　　　　〃

12 5 ポスター入賞作品報告 キャビネット事務局へ

◆地区YCE・国際関係委員長　　増田　耕士

月 日 活　動　内　容 場　　所

10 なし

4 ５R－２Z諮問会議（懇親会前挨拶のみ参加） リーガロイヤルホテル広島

25 地区YCE援助基金管理委員会 へんこつ亭

25 キャビネット委員長会議・キャビネット会議 へんこつ亭

26 地区YCE委員会議（第２回） ホテルニューヒロデン

26 2016冬期YCE派遣・受入れホストファミリーオリエンテーション ホテルニューヒロデン

28 CEPクラブ向上ワークショップ研修参加 大広苑

12 ３３６複合YCE委員長会議 岡山複合事務局

13 冬期YCE受入れ生　迎え 博多駅～福山～広島駅

20 冬期YCEミニキャンプ（関西方面２泊３日） 京都～大阪

21 冬期派遣生見送り（マレーシア行き） 関西空港

27 冬期YCE受入れ生帰国　見送り 広島駅～福山～新大阪駅
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