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【 親睦を深めた ２R1Z・ZC 表敬訪問並びに矢巾 LC との合同例会  】 

15 日（火）１８時より、盛岡南ショッピングセンター「ナックスホール」にて、黒須 ZC・伊藤 ZC 付幹

事を迎え、矢巾 LC との合同例会を開催しました。 （出席者 矢巾 LC 23 名 紫波 LC 24 名） 

                                                                      

 

                                     

                                                                      

                                                                                                                                                                       

                      

話題は尽きず  ⇒ 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 集まったお金は、来年に開催される 

ライオンズクエスト・ワークショップ 

に役立てます。 

 テールツイスターはどこでもモテモテで、 

 聞いてる人聞かない人、皆ニコニコ献金！ 

 周りは笑顔でいっぱいです。 

       今日は結婚記念日でして⇒⇒⇒ 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１３年１０月号 

 

ファイン    100 円 

ドネーション 37,731 円 

 

イヤー！優勝してしまった！

ハハハ・・この笑顔 

 

例会に先駆けて、岩手ゴルフ

倶楽部に於いて親睦ゴルフ

コンペが行われました。 

矢巾 LC １０名                                

紫波 LC  ７名 

プチ情報によれば、プロ並み 

上手、上の上・・云々 

予想は難しかったとか？ 

優 勝 Ｌ．高橋 貞夫                         

準優勝 Ｌ．藤原 康夫 

３ 位 Ｌ．廣田 利光 

懇親会の席上で表彰をし、 

満場の拍手で祝福しました。 

 おめでとうございます。 
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光の箱募金 35,416 円 両クラブ 17,708 円の募金となりました。ご協力ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 すがすがしい朝の清掃 ライオンズ奉仕デー・ライオンズ通り清掃  】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【第二回献血推進運動】  

   （ 参加ライオン 10 名 事務局員 ） 

天気に恵まれ、71 名が受付に来てくださいました。５名の

方が残念ながら、問診のみで不適格でしたが、テントまで足を

運んでくれたことは、ひとえに、クラブ員の勧誘努力の成果と

感謝します。クラブ員も 6 名の方が献血をされました。 

  

 

1９日(土)１０時～1７時 

サン・ビレッジ紫波（産業まつり会場） 

で来場者に献血を呼びかけました。 

 受付 71 名（内：問診で不適格 5 名） 

４００ml ４２名 ２００ml １４名 

献血できなかった人 １５名 

ゲストスピーチ 

紫波警察署 警部補 小松直則氏 

薬物乱用の実態とこわさについて講演。お話を伺うほどに、薬物

乱用防止活動には力を入れていかなければと思いました。 

又、詐欺の手口、交通安全（早めの点灯・ハイビームの適切利用）

など、自分で安全防御意識を持つことが大切と話されました。 

6 日（日）6 時３０分より

ライオンズけやき並木通り

のゴミ拾いをしました。 

別の通りでは、町内会の清

掃があり、付近は一斉に綺麗

になりました。 

通りには、あまりゴミは落

ちていませんでしたが、タバ

コのポイ捨てが目立ち、大人

のマナーの悪さを拾い集め

ました。 

参加ライオン 

L.16 名 事務局員 
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【薬物乱用防止 PR 活動】 

会場内は、年齢層も千差万別で、巾広い PR になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（みんなでピース！中のチラシを読んでネ） （これ、何なのっす？） 

輝く未来がある子どもたち、その子どもたちを見守る世代、みんなで、薬物乱用撲滅を目指しましょう！  

 

【ガールスカウト岩手県第１１団活動支援】 

15 日（火）活動を休止していたガールスカウト第 11 団が活動を再開しました。地域で活動する子ども

たちを支援するため第 2 例会席上で励まし 10,000 円助成しました。 

 

【１０月の会議等の報告】 

 

１日（火）第一例会 第１１７０回   １２：１５～ ビアック・大盛軒 ２０名出席 
例会出席率 ８９．６５％（MC３２名含む。） 

幹事報告及び協議事項 

① 幹事杯ゴルフコンペの報告  ② ペットボトルキャップ回収の報告 

③ 紫波町タグラグビーフェスタ“1３の開催支援報告 

④ 第３７回ライオンズクラブ県下少年剣道選手権大会参加助成の報告 

⑤ 東和猿ヶ石 LcCN35 周年記念式典の報告 

1９日(土) １０時～1３時 

サン・ビレッジ紫波（産業ま

つり会場）で手作りチラシと

ティッシュ２００組を手渡

しました。 

 参加ライオン ４名    

 

 

お隣は、消防のブース。 

若さみなぎる血がほしいとは、なかなか言い出せ 

ませんでした。 （気の弱い吸血鬼．。。。。） 
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１日（火）青少年育成委員会   第一例会終了後～ ビアック・大盛軒 ９名出席 

 協議事項 

① 第２６回ライオンズ国際平和ポスターコンテストについて 

１） 審査会 11 月５日（火）１３：００～ 

２） ポスター展示 １１月２６日～12 月１日 盛岡南ショッピングセンター｢ナックス｣ 

３） 展示準備 11 月２５日 １３：００～  撤収 １２月１日 １６：００～  

② ゆう・もあ・ねっと支援について  他 

 

３日（木）第１回 GMT．GLT 委員会合同会議 

 １２時 20 分よりホテルメトロポリタン盛岡において、合同会議が開催され、GMT 委員の阿部正弘ラ

イオンが出席しました。 

 

４日（金）婚活委員会  １８：３０～  茶や・ぽん太  ６名出席 

 婚活委員会を立ち上げました。委員長は塚田ライオンです。皆様情報をお寄せ下さい。 

  

８日（火） 理事会   １８：３０～  茶や・ぽん太  １３名出席 

協議事項 

① 第 26 回国際平和ポスターコンテストについて・・・・１日の青少年育成委員会議事参照 

② ゆう・もあ・ねっとの支援について・・・・共催できる ACT に支援する。 

③ 矢巾との合同例会の進め方・・・・役割分担等話し合う。 

④ 川原光善・エイジィーシュート記念コンペの開催について・・１１月 20 日盛岡南ゴルフで開催 

⑤ 陸前高田 LcCN40 周年記念式典について・・・11 月 24 日 4R 内で開催 

 

１５日（火）第二移動例会 第 1171 回  １7：00～ 

 盛岡南ショッピングセンター「ナックス」 24 名出席 例会出席率 96.55％（MC３２名含む。） 

 ◆１０月の誕生は該当がありませんでした。 

幹事報告及び協議事項 

① 第 1 回 GMT・GLT 委員合同会議の報告  ➁ 紫波町タグラグビー‘13 の報告 

③ ライオンズ奉仕デー「ライオンズ通りの清掃」の報告 

④ 第 37 回ライオンズクラブ県下少年剣道選手権大会の報告  他 理事会の協議事項 参照 

 

２２日（火）ライオンズクエスト委員会  １８：３０～  茶や・ぽん太 ５名出席 

 1 月に予定しておりましたライオンズクエスト・ワークショップの日程が確定しました。それに伴い 

 クエスト委員会を立ち上げ、委員長に中里暉基ライオンが選ばれました。 

 大きな事業です。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

  

婚活委員 

 L.塚田 司郎    L.須川 敏昭    L.阿部 正弘    L.佐々木幸四郎 

 L.中里 暉基    L.西葛  馨    L.佐々木 幸一   L.佐々木 文子 
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２７日（日）花巻東 LCCN40 周年記念式典  

 11 時より、渡り温泉「ホテルさつき」において、４０周年記念式典が開催され、須川会長他８名が出席

しました。 

 予告ご案内「渡り温泉の入浴券」・スピード登録クラブ、最多数登録者クラブ等のラッキーカードなど 

 多彩なおもてなしを楽しんでまいりました。 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

１１月の例会及び事業等の予定 

第一例会 １１月 ５日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

国際平和ポスター審査会 １１月 ５日（火） １３：００ 紫波町中央公民館 

秋の家族会 １１月１０日（日）  ８：００ 秋田県 打当温泉 

献血推進研究会 １１月１２日（火） １３：００ 岩手県赤十字血液センター 

理事会 １１月１２日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

歴代会長会 １１月１５日（金） １８：２５ 誠寿司 

第二例会 １１月１９日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

L.川原光善・エィジィーシュート 

記念ゴルフコンペ 
１１月２０日（水）  ８：００ 盛岡南ゴルフ倶楽部 

国際平和ポスター展示準備 １１月２５日（月） １３：００ 
盛岡南ショッピングセンター 

「ナックス」 国際平和ポスター展示 
１１月２６日（火） 

１２月 １日（日） 

  

                             

 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

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。 

１０～１２月分の会費を受け付けております。  １ヶ月毎の納入もできます。 

発行責任者は、会長Ｌ．須川敏昭でした。 

 

 


