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【 国際地球デー 柏の植樹 】 

 １３日（土）８時３０より県立紫波総合高校に、高校の校章である柏の樹を６本植樹しました。  

同校野球部員２５名が参加し、一本一本丁寧に植えました。 

  生徒の健全な成長、大会での活躍を期待し、社会福祉委員長の小田中光雄ライオから「生徒には樹の

成長と共にのびのびと、雄々しい立派な社会人になってほしい」とコメントが寄せられました。 

 

  

  

     

 

 

 

 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１３年４月号 

 

 

 

昨年は１２本植樹しました 

成長が楽しみです。 

 

参加Ｌ．１４名 

事務局 

野球部員 ２５名 
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【 元気になって下さい！ 第２回復興買物ツアー 】 

 ６日（土）８時１０分事務所前を出発。 

２Ｒ１Ｚのライオンの皆様と合流し、３０名のツアーとなりました。陸前高田の一本松を見学。 はか

なげな中にも、空に向かって凛とそびえた復興のシンボルを目のあたりにしました。 

大船渡で昼食を頂いた後、屋台村を覗く。プレハブの狭さに苦労が伝わってまいります。夕方から、釜

石のはまゆり飲食店街・呑ん兵衛横町にそれぞれ立ち寄り、釜石の味を満喫してまいりました。 

 （参加 Ｌ．川村 哲才 Ｌ．藤田 正幸 Ｌ．藤根 房子 Ｌ．佐々木容子  事務局員）  

 

【 陸中山田 LC３０周年記念式典 】 

 １４日（日）11 時より山田町中央公民館で式典が行なわれ、L.塚田司郎 L.佐々木俊彦 お二人が参加

しました。陸中山田ライオンズクラブは、332－B 地区５３番目のクラブとして誕生し、震災被害で大変

な中活動しておられます。海の幸をおいしくいただいてきました。 

        

【４月の会議等】 

２日（火）第一例会 第１１５８回 １２：１５～  

ビアック・大盛軒 ２０名出席 例会出席率 ８５％（MC３１名含む。）    

幹事報告及び協議事項 

① 葉牡丹プランターの回収報告  ② 社会福祉委員会の報告 

③ 332－B 地区第 59 回年次大会の開催について ④ 332 複合地区第５９回年次大会開催について 

 

２日（火） 次期役員選挙会   ビアック・大盛軒  

 第一例会終了後 選挙会が開催され、原案通り下記の役員が選出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

二 年 理 事：   L.巻藤 清吉  L.諸岡 勝正  L.藤根 房子  L.阿部 王洋 

 

  

会長あいさつ 

 ライオン誌 ３月号より 【みずからのよきところ】を紹介されました。 

 ｢みずからのよきところをまた友に送る。その人生こそ偉大なる感激そのもの。彼こそライオンと呼ば

るる人｣ 自分の良いところが分からないうちは、友の美点もなかなか見いだすわけにはいかないが、お

互いに温かく見守りいつまでも絆を大切にしていこう。（当日は、中里会長の誕生日でした） 
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２日（火） 会員親睦委員会   １８：３０～  スナック・ルパン ８名出席 

協議事項 

① 春の家族会について 

・ 日時 ４月２９日（月） １１：００   会場 志和稲荷神社 

・ 会費 L．２０００円   中学生以上 １０００円 

 

９日（火） 理事会   １８：３０～  茶や・ぽん太 １３名出席 

協議事項 

① 会員加入について・・・家族会員 高橋ゆかりさん加入 

② お花見家族会について・・・４月 29 日に開催 

③ ライオンズの森環境整備について・・・5 月２５日に実施 

④ ５月第一例会開催について・・・・５月 12 日に振替移動例会とする 

⑤ 帽子の購入について・・・・・・個人所有とし、各自負担 

⑥ 新入会員の招請について・・・・候補者５名へ働きかける。 

⑦ 332－B 地区年次大会・複合地区年次大会の代議員について 

 

 

１６日（火）第二例会  第１１５９回  １８：３０～ 

ビアック・大盛軒 ２４名出席 例会出席率 ７８．６％（MC２４名含む。）    

幹事報告及び協議事項 

◆４月の誕生 

 L．鈴木 弘幸     L．鷹木 嘉孝     Ｌ．中里 暉基    

Ｌ．藤根 房子     L．渡邊 好郎       ～ おめでとうございます ～ 

幹事報告及び協議事項 

① 会員の加入について           ② 第２回復興支援買物ツアーの報告                    

③ 国際地球デー｢柏の植樹｣の報告      ④  陸中山田 LC３０周年記念式典の報告   

⑤ お花見家族会について         ⑥  薬物乱用防止推進運動について 

⑦ 志和稲荷例大祭参加について      ⑧ ライオンズの森環境整備について 

⑨ ５月第一例会開催日について      ⑩ ブルゾン。帽子の購入について 

 

楽しかった春のお花見家族会  花ならつぼみ  花よりイワナ酒  

29 日（月）１１時より志和稲荷神社で、恒例のお花見家族会が開催されました。 

このところの寒さで開花はまだでしたが、みなさんの熱気で、ほんのり色づいたようでした。 
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５月の例会及び事業等の予定 

薬物乱用防止推進活動 ５月 １日（水） ８：００ 紫波総合高校正門前 

志和稲荷神社例大祭 ５月 ５日（日） １１：００ 志和稲荷神社 

第 59 回年次大会親睦ゴルフコンペ ５月１１日（土）  ８：００ 栗駒ゴルフ倶楽部 

332‐B 地区第 5９回年次大会 ５月１２日（日） １１：１０ 奥州市文化会館 Z ホール 

第一移動振替例会 ５月１２日（日）  年次大会移動の車中 

理事会 ５月１４日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

第二例会 ５月２１日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

ライオンズの森環境整備 ５月２５日（土）  ６：００ 城山・ライオンズの森 

332 複合地区第 5９回年次大会 ５月２６日（日） １０：００ 仙台国際センター 

  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。 

 

 

 
 アッつ！ 竹酒に大奮闘 

焼肉・トン汁・お刺身・団子･鮎・イワナの塩焼き  

なによりのご馳走は 話の花です。鱒沢さん秘蔵のお酒 

まで登場しました。 

お燗番・焼肉のお世話ありがとうございました。（参加 L.１８名 家族 8 名 事務局） 

 

 
新入会員紹介 

 家族会員  氏名 高橋ゆかりさん   スポンサー L.高橋 龍也 

 住所 紫波町北日詰字外谷地２７１－７ 

                  《 よろしくお願いします。 》 

 
 

新入会員紹介 

 家族会員  氏名 高橋ゆかりさん   スポンサー L.高橋 龍也 

 住所 紫波町北日詰字外谷地２７１－７ 

                  《 よろしくお願いします。 》 


