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【 ウィ・サーブ！ 元気な新会員紹介】 

 3 月 1 日入会された高橋ライオン、5 日の第一例会で入会式が行なわれ、拍手で迎えられました。 

 

                 新会員  高橋ライオン 

                     スポンサー 山下ライオンが 

力強く声明文を読み上げ 

ました。 

（所属委員会は、 

会員親睦委員会です。） 

                 よろしくお願いします。 

 

【目標を突破！第 4 回献血推進活動  

協力者累計 １４３名 採血量累計 ４４，８００ｍｌ 】 

１９日（火）１３時より盛岡南ショッピングセンターに於いて、第４回献血推進運動が行なわれました。

１３時には受付が賑わい用意した椅子がすぐに埋まりました。受付した方には卵１パック差し上げました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１３年３月号 

 

受付 ３０名 

２００ml １４名  ４００ml  ９名 

＜参加Ｌ．７名 事務局 合計 ８名＞ 

前回からの日数間隔が近く献血できない方

が数人いました。（残念に思います。） 

献血サポーターに登録しております。 

     

氏  名  高橋 龍也 ライオン 

事 業 所  ㈲高橋鉄工所 代表取締役 

住  所  紫波町北日詰字白旗 107－１－８ 

スポンサー Ｌ．山下 俊明 

【ライオニズムの伝統と親交を楽しむ機会を与えられ

たことを感謝して、クラブのご招請をお受けします。】 

《年間 ３回以上献血したライオン》 

 L．高橋 純子 （２００ml ３回） 

 L．西葛  馨 （４００ml ３回） 
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【ひかりの箱 第二次分募金】 

１３日（水）アイバンク支援募金事業「ひかりの箱」に２５，６５６円募金をしました。 

  なんとビックリ！ １次・２次合計が５５，５５５円となりました。感謝申し上げます。 

 

【使用済み切手・書き損じハガキを送付しました】 

１４日（木）使用済切手１０，２８１枚、書損じハガキ１５枚を東京都青梅市にある盲老人ホーム「聖   

明園」に送りました。常日頃回収にご協力いただいておりますが、昨今メール便が増え、切手が集らな

くなってきました。少しでも結構です。ご協力をお願い致します。 

 

【ペットボトルキャプを２４，６３７個回収しました。】 

  １９日（火）回収したペットボトルキャップを「けやき学園」に中里会長が持参しました。 

  けやき学園では、事業としてリサイクルをしています。環境保全、けやき学園支援のために、率先し

て活動に取組みましょう。 

 

【けやき学園葉牡丹プランターの回収】 

 

 

【３月の会議等】 

６日（火）第一例会 第１１３２回 １２：１ 

 

 

 

 

 

 

 

【３月の会議等】 

 

２日（土） 第３回ガバナー諮問委員会  

 １５時３０分より石鳥谷「新亀家」に於いて第３回ガバナー諮問委員会が開催され、三役が出席しまし

た。ＺＣより第２回被災地復興支援買物ツアーを４月６日に実施しますと連絡がありました。 

クラブ会員の皆様、たくさんご参加下さい。 

 

５日（火） 第一例会 第１１５６回  １２：１５～  

ビアック・大盛軒 １９名出席 例会出席率 ７８．３３％（MC２８名含む。） 

～ 例会に先立ち国際会長よりの会員増強ピンが前会長に伝達されました。～ 

幹事報告及び協議事項 

① 第３回ガバナー諮問委員会の報告  他 

 

 

 

２２日（金）１３時から作業開始。 

昨年秋にけやき学園園生が植えた葉牡丹を、園

生と共に町内公共施設８ヶ所に置いていました

が、春を迎えたので回収しました。 

            

<参加ライオン>  

Ｌ．中里 暉基 

           Ｌ．小田中 光雄 

           Ｌ．佐藤 大実 
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５日（火） 第２回指名委員会   第一例会終了後～  ビアック・大盛軒 ９名出席 

 指名委員６名、現三役 全員が出席し、新年度役員の選出について話合いました。 

 

９日（土） 石鳥谷ＬＣ1000 回例会  

 午後４時から石鳥谷町「盛田屋」に於いて石鳥谷ライオンズクラブ 1000 回例会が行われました。 

 ガバナーを始め、キャビネット三役、花北高校、レオクラブ、ゾーン内三役が招待され、総勢約８０人

の関係者でお祝いをしました。当クラブから、中里会長、阿部次期幹事、佐々木次期会計が出席しました。 

 

１２日（火） 理事会   １８：３０～  茶や・ぽん太 １４名出席 

協議事項 

① 指名委員会の報告について・・・１９日の指名会に提出することを了承 

② ひかりの箱募金について・・・・２５，６５６円募金することを了承 

③ けやき学園葉牡丹プランターの撤去について・・・・委員会に一任（時期をみて決める） 

④ 国際地球デー「植樹」について・・・・委員会一任 

⑤ 薬物乱用防止ＰＲ活動について・・・ 委員会一任 

⑥ 春のお花見家族会について・・・・・・委員会一任 

⑦ 帽子・ブルゾンの購入について・・・・ブルゾンは大きいサイズを補充。キャップは各自の管理。 

  

１８日（月） 第二回ＧＭＴ・GLT 委員会 

 12 時１５分より水沢区「リサージュ四季の抄」で開催され、GMT 委員 L．阿部正弘、GLT 委員 

 Ｌ．塚田司郎 お二人が出席しました。 

＊ 会員増強については、多くのクラブが家族会員の退会に苦慮している。又、市町村合併に伴い人の流

れが変わりクラブ運営が大変であるという話もありました。 

＊ 原点に返ってライオンズクラブのあり方を学ぶのも良いということで、新会員オリエンテーションの

DVD を戴いてきたので、活用してほしい。      等々の報告がありました。 

                               

１９日（火）第二例会 第１１５７回  １８：３０～  

ビアック・大盛軒 ２３名出席 例会出席率 ８３．３３％（MC２７名含む。） 

◆ ３月の誕生 

 L．高江柄重幸     L．藤尾 東泉     Ｌ．藤田 正幸    

 Ｌ．藤原  孝     L．佐々木幸四郎       ～ おめでとうございます ～ 

 

幹事報告及び協議事項 

① 石鳥谷ＬＣ1000 回例会の報告    ② ひかりの箱募金２次分送金報告                    

③ 使用済み切手送付の報告       ④  第 2 回ＧＭＴ・ＧＬＴ委員会の報告  

⑤ 第４回献血推進活動の報告     ⑥ けやき学園葉牡丹プランターの撤去について 

⑦ 国際地球デー「植樹」について   ⑧ 薬物乱用防止ＰＲ活動について 

⑨ 春のお花見家族会について     ⑩ 盛岡不来坊ＬＣＣＮ50 周年記念式典について 

⑪ 第２回２Ｒ１Ｚ合同アクティビティ「復興支援買物ツアー」について   他 
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例会終了後 鷹木 嘉孝ライオンのメンバースピーチが行われました。 

 

【土壁修復プロジェクトの談話】 

            町指定文化財「武田家住宅」の２４０年前の土壁を修復しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 すかもしれません。是非綺麗になった武田家を訪ねてみてください。 

 武田家は約２４０年前の江戸時代後期に建てられた、母屋と馬屋 

がＬ字型に続く典型的な南部曲り家で紫波町指定文化財になって 

います。１００坪を超える豪壮な民家で、茅葺屋根は平成 17 年 

から１９年にかけて葺き替えされ、美しく格式の高さを伺わせる 

佇まいを見せています。 

冬まつりには、ライトアップされ、幻想的な美しさが見事です。 

・・・・・・・ 

 11 月の保健だよりで紹介された美味しい食べ物の話を是非聞きたいとのリクエストに、食べ歩きのエピ

ソードを披露されました。 ちなみに今、はまっていることは、年数回ＪＲの割引切符を使って、築地の

寿司屋に行くのが一番の楽しみなそうです。ネタの種類が豊富で、このあたりとは違った味もあるので是

非皆さんも行って見て下さいと結ばれました。 

 

 

例会終了後 次期役員候補者の指名会が行われました。 

《 次期役員候補者名 》 

会長：L. 須川 敏昭   第一副会長：L.足澤 輝夫   第二副会長：L.高橋 純子 

  幹事：L. 阿部 正弘   副 幹 事：L.巻藤 清吉 
会計：L.佐々木幸四郎            副 会 計：L.吉田 俊明 

ライオンテーマ  ：L.佐藤 正明  副ライオンテーマ  ：L.山下 俊明 

テールツイスター：L.佐々木俊彦   副テールツイスター：L.中里 暉基 

会員理事：L.鱒沢 克美       会員委員：L.田森悠太郎 Ｌ．佐々木俊彦 

一年理事：Ｌ.佐々木幸一  Ｌ.鈴木 弘幸   L.塚田 司郎   L.小田中光雄 

2 年理事：Ｌ.巻藤 清吉  Ｌ.諸岡 勝正   L.藤根 房子   L.阿部 王洋 

古い壁を落とし、再利用しながら、土を捏ねる人、

運ぶ人、壁に塗り込める人等３００人の方が手をか

け、240 年前の文化に触れ、歴史を学びました。 

240 年持ったのだから、又２４０年持つと思うが

というお話でしたが・・・ 

どこかに、みんなの思いを埋め込んだら、240 年

前には、紫波にこんな人類？、民族？がいたのか、

世紀の大発見なんてテレビ？（あるのかなー）を賑わ 
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２６日(火)社会福祉委員会 

18 時３０分よりビアック・大盛軒で行われ、国際地球デー、今後の事業について話合いました。 

 (参加Ｌ．9 名) 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

４月の例会及び事業等の予定 

 

国際地球デー｢柏の植樹｣ ４月  日（ ）   岩手県立紫波総合高等学校 

第一例会 ４月 ３日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

第２回復興支援買物ツアー ４月 ６日（土）  陸前高田・大船渡・釜石 

理事会 ４月 ９日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

陸中山田 LC 30 周年記念式典 ４月１４日（日） １１：００ 山田町中央公民館 

第二例会 ４月１６日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

                             

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

目の不自由な方々に愛の光を  

【】角膜移植は人から人の愛の架け橋です【】 
事務局では眼球提供申込書を準備いたしております。みなさまからのお申込をお待ちいたしております。 

使用済切手・書損じはがき・ペットボトルのキャップを集めています。ご協力をお願いします。 

４～６月分の会費を受け付けております。  家族会員の年会費も受け付けております。 

 
発行責任者は、会長Ｌ．中里暉基でした。 

 

 


