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第１５４３回 例 会 プ ロ グ ラ ム 
                          令和４年５月２４日 

                      12：30～ 
                      於 ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

・開会のゴング 

・国旗に敬礼 

・国歌「君が代」並びに「ライオンズヒム」演奏 

・お客様の紹介        会長 西洞院 
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・会長挨拶 

・堺フェニックス LC アクティビティお願いについて   MC・IT 委員長 中野 順一郎 

・承認事項 
1. 新事務局員について          会長 西洞院 

・報告事項 
1. 堺 LC 主催 千家十職展示茶会・親子茶会について         会員交流委員長 盛尾 

                               青少年育成委員長 谷本 
2. 世界遺産 百舌鳥・古市古墳群を親子でふれあうウォーキングについて  実行委員会 奥野 
3. キャビネットより             幹事 佐山 

① 第２回全日本 GSTフォーラムについて 
   6月 16日(木) 14:00～ 於 伊丹シティホテル３F「光琳の間」 

 出席者：地区 GSTコーディネータ― 古川、 現・次期会長、西洞院・富田 

現･次期クラブ奉仕委員長（アクティビティ委員長）𠮷𠮷村、東口 

② ３３５複合地区環境保全セミナーについて 
   6月 22日(水) 14:00～ 於 ホテル日航大阪 

出席者：地区コーディネーター 古川、 キャビネット委員 下川 
4. 第４回地区ガバナー諮問委員会について       幹事 佐山 

於ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 
 第一部 16:00～   

出席者：（現･次期）ZC 定、地区委員 髙橋、𠮷𠮷村、会長、西洞院 富田 

第一副会長 富田 佐山、幹事 佐山 奥野、ゾーン司会役 髙橋、中井 

       第二部 18:00～ 

         出席者：次期第 2副地区ガバナー予定者、 

（現･次期） 地区役員 西洞院、下川、ZC 定、キャビネット委員 下川 佐山 

 地区委員 髙橋 𠮷𠮷村、会長 西洞院 富田、第一副会長 富田 佐山、 

幹事 佐山、奥野、 ゾーン司会役 髙橋 中井 

5. 夕張メロンフェアー案内について          幹事 佐山 

・お食事   テールツイスター 川井の活躍 

・ゲストスピーチ  
  「田辺竹雲斎 堺の地で 120 年以上四代にわたり受け継いできた歴史」 四代 田辺 竹雲斎様 



 
 

・出席率の発表                           出席委員長 下川 
         例会出席者   名   出席率     %   
       前例会出席者 ４１名   出席率 ６８．３%    修正出席率 １００% 

・ファイン・ドネーションの発表       テールツイスター 川井 

・理事会・委員会のお知らせ 
・５月２４日(火) 第 1回準備理事会   例会終了後  於 ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

・５月２７日(金) PR・IT委員長     13:30～   於 事務局 

・６月 ２日(木) 定例理事会    18:00～   於 バァンサンク・ブランシュ 

   ・お知らせ 

 ・５月２４日(火) 335複合地区次世代リーダー交流会 13:30～ 於 ホテルモントレグラスミア 

・５月２８日(土) 堺登美丘 LC結成５５周年記念式典 16:15～ 於 ユニバーサルスタジオジャパン 

・５月２９日(日) 335複合地区第 68回年次大会  於 ポートピアホール 
   登録受付 12:00～ 記念講演  13:00～13:50 代議員総会 14:10～14:30  

式  典  14:45～16:30  
晩 餐 会 17:15～19:00 於 神戸ポートピアホテル南館１F 大輪田の間 

・５月３１日(火) 南大阪みささぎ LC子供支援チャリティゴルフ大会 於 天野山カントリークラブ 
・６月 １日(水) 堺陵東 LC CN50周年記念式典     16:30～ 於 スイスホテル南海大阪 
・６月  ４日(土)～５日(日) 次期ＺＣ研修会 受付 12:00～ 於 ホテル・ロッジ舞洲   

・６月１３日(月) 第４回地区ガバナー諮問(委)  
第 1 部 16:00～ 第 2 部 18:00～ 於 ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

 ・６月１４日(火) 計画・財務(委)  各種委員会終了後  於 事務局 

・次例会・次次例会のお知らせ 
・６月１４日(火) 第１例会(第 1544回)  12:30～ 於 ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

          ゲストスピーチ  大阪自衛隊 大阪地方協力本部 援護課 

         信太山分室長  秦 聡史 様  

例会終了後  次期各種委員会 於 例会場 

・６月２１日（火）第２例会（第 1545回） 18:00～ 於 ホテル･アゴーラリージェンシー大阪堺 

       今年度最終例会 

・「また会う日まで」演奏 

・閉会のゴング  
 


