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環境保全・市民委員会
主な活動の記録
2020

環境保全・市民委員長 Ｌ長守 寛之

9.17 第３９回高岡動物園まつり～動物慰霊祭
（コロナウィルス対策のため中止）
＊動物慰霊塔周辺の清掃及び寄付金贈呈

2020

10.8 世界ライオンズ奉仕デー
ＺＣ神嶋利夫

幹事クラブ高岡志貴野ＬＣ

①楽しかったこと
一年間委員長をさせていただき、貴重な経験
を積めたこと
②大変だったこと・苦労したこと
当初は分からないことばかりで不安でしたが
皆さんからフォローいただきありがとうござい
ました。
③次期委員長へ伝えたいこと
皆さんが助けてくれます、何の心配もなく
委員長楽しんでください。
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例会スナップ
夏季家族会
2020.8.8(土)
大島北野河川公園

チャーターナイト

C N 5 3 周 年 記念例会

新年例会
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メンバーを偲ぶ例会

結成記念例会

年次例会
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