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【 壮観！２０１点の作品を展示 第26回ライオンズ国際平和ポスターコンテスト 】 

テーマ 「私たちの世界、私たちの未来」  年々関心が高まり、本年度は２０１点の応募がありました。 

 ２５日（月）午後１時より盛岡南ショッピングセンター「ナックス」に全作品を展示をしました。 

 どの作品もテーマに沿って丁寧に描かれており、展示にも力が入りました。（参加 L．９名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５日（火）午後１時中央公民館で審査会が行われました。 

髙橋セツ子氏を審査員にお願いし、ライオン７名が参加し 

て審査をしました。資格の基準外で大変惜しまれた作品 

２点を特別賞として表彰します。おめでとうございます。 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１３年１１月号 

 

< 審査結果 > 

最優秀賞 紫波第三中 ２年 木村 朋佳さん 

優秀賞  日詰小学校 ５年 岩本 真依さん 

     古舘小学校 ５年 田中 花歩さん 

特別賞  古舘小学校 ５年 橋場 未知さん 

     紫波第三中 １年 谷地明日香さん 

入 賞  日詰小学校 ６年 佐藤 広大さん 

     日詰小学校 ５年 米澤  璃さん 

     日詰小学校 ５年 谷地  星さん 

     古舘小学校 ５年 晴山 里菜さん 

     古舘小学校 ５年 佐々木蓮斗さん 

     古舘小学校 ５年 山本 綺乃さん 

     星山小学校 ６年 福士 寛室さん 

     星山小学校 ６年 畠山 太星さん 

     赤沢小学校 ５年 藤原 歩未さん 

     水分小学校 ５年 細川 和哉さん 

     上平沢小学校６年 和智  隼さん 
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 【 LCIF20 ドル献金 】 

   21 日（木）クラブ員一人あたり 20 ドルを献金しました。 

    献金額 ８４，２８０円（43 人×20 ドル×９８円）   

  今回は、「献金会員」を選択しましたので、後日献金会員ピンが送られてきます。 

 

【アイバンク支援「ひかりの箱」募金 】 

   21 日（木）アイバンク支援事業「ひかりの箱」に１７，７０８円募金をしました。 

   これは、10 月１５日第二移動例会でみなさまにご協力いただいた募金です。 

 

【MJF1000 ドル献金 】 

   ２５日（月）須川敏昭会長が MJF1000 ドル献金をしました。 

 

【雨も寒さも 何のその！秋の味覚を満喫した家族会】 

   10 日（日）朝８時に紫波町商工会前を出発、秋田県打当温泉「マタギの湯」に行ってまいりました。 

    マタギの食を継承した「じゃんご料理」、男性と女性と別と言うことで、宿に着き,大きなザル？お膳？ 

目指して席をとったら数が合わない。（昔話でも大きなつづらと小さなつづらどっちがいいと言ってる 

のにー！） 

    まあまあ、どぶろく「マタギの夢」でも味わいましょう．第４回全国どぶろく研究大会最優秀賞の

お味はと、張り切ってオーダーしたところ、本日は１升のみしかお出しできませんとのこと。 

   分け合って味わったどぶろくは、本当に美味しい、格別の味がしました。 

   本日のメイン料理「クマ鍋」は、皆、神妙に口に運んで、ウンウンうまい。楽しい家族会でした。 
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                            田沢湖の秋田犬 

 < 参加 L.10 名 家族 11 名 事務局員 合計 ２２名 > 

 

 

【１１月の会議等】 

 

５日（火）第一例会 1172 回 １２：１５～ ビアック・大盛軒   １８名出席                               

 例会出席率 ９３．１％ （MC３６名含む） 

幹事報告及び協議事項 

① ZC 表敬訪問並びに矢巾 LC との合同例会の報告 

② 第二回献血推進運動の報告 

③ 第二回薬物乱用防止 PR 活動の報告 

④ 花巻東 LC CN40 周年記念式典の報告   他 

 

１１日（月） 矢巾・紫波 LC 合同ライオンズクエスト打合せ会    

１８：３０～ 茶や・ぽん太   紫波 LC６名 矢巾 LC５名 合計 11 名出席 

協議事項 

① 基本事項の確認  ② 準備チェック  ③ 当日の役割分担 

以上の項目を話し合い、開催に向けて、各中学校を廻ります。 

 

ツーショット 

コーナー 

オラが一番 
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１２日（火） 平成２５年度ライオンズクラブ献血推進研究会  

13 時より岩手県赤十字血液センターで開催され、高橋純子ライオンが出席しました。 

県内のライオン４９名が集まり血液事業の現状について聞いてまいりました。 

冬に向かって献血が少なくなってくる。又、若い人の献血が必要で、更なる推進活動をお願いしたい。 

 

１２日（火） 理事会   １８：３０～ 茶や・ぽん太   １０名出席 

協議事項 

① 第２６回国際平和ポスターコンテスト審査結果の報告 

② 332‐B 地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座について・・・ 

L.阿部正弘  L.佐々木幸一  L.高橋純子 ３人は受講 

③ LCIF20 ドル献金について・・・・献金会員として、正会員４３名分献金する。 

④ アイバンク支援ひかりの箱について・・・今までの募金総額 17,708 円を送金する。 

⑤ 新会員オリエンテーション開催について・・・L.阿部正弘 L.佐々木幸四郎が受講 

⑥ クリスマス家族会について・・・12 月 17 日「ナックス」で開催。内容は、会員親睦委員会に一任 

⑦ バザー用品・カレンダー販売について・・・12 月 23 日「ナックス」で開催。 

    12 月２０日までにカレンダー・バザー用品・タオルの拠出をお願いする。 

⑧ けやき学園とのプランター配布について・・・本年度はけやき学園のみで配布 

⑨ ライオンズクエスト・ワークショップについて・・１月 11 日～12 日に矢巾 LC と合同で開催 

⑩ NPO 法人ゆう・もあ・ねっと主催「紫波一中・働く人から聞こう！」・・・12 月５日開催 

    L．大野 晴久  L.須川 敏昭  L.田森悠太郎 三人講師として派遣 

 

１３日（水） 第２回婚活委員会   １８：３０～ 茶や・ぽん太   ６名出席 

 第２回の情報交換をしました。 < 乞う：ご期待 > 

                           

１５日（金）歴代会長会  １８：２５～ 誠寿司 １８名参加 

 事前アンケートで日帰りの声があり、誠寿司での開催となりました。 

１９名のご案内に１８名が参加され、有意義な会長会でした。 

 

１９日（火）第二例会 第１１７３回  １８：３０～  

ビアック・大盛軒 １８名出席 例会出席率 ９１．３７％（MC３５名含む。） 

１１月の誕生 

 L．足澤 輝夫   L．橘 冨雄   Ｌ．簗田 豊   ～ おめでとうございます ～ 

例会に先立ち、Ｌ．大野晴久にキー賞が贈られました。 

  この賞は、新会員のライオニズム紹介に成功し、協会の会員増強と発展に貢献したライオンに送られ

ます。 

幹事報告及び協議事項 

① 秋の家族会の報告 

② 矢巾・紫波 LC 合同ライオンズクエスト打合せ会の報告 

③ 平成２５年度ライオンズクラブ献血推進研究会の報告 

④ 歴代会長会の報告       他理事会の協議事項 参照 
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21 日（木）会員親睦委員会  １８：30～ スナック・ルパン ９名参加 

 １２月１７日（火）開催のクリスマス家族会について話し合われました。 

 盛りだくさんのイベントを企画しております。ご家族皆様のご参加をお待ちしております。 

 

2３日（土）ガールスカウト岩手県第１１団発団式  

 10 時 30 分よりオガールプラザ情報交流館において、発団式並びにお祝いの会が行われました。 

 ガールスカウト岩手県第１１団は、４月から活動を再開しております。 

 須川会長が参加し、祝辞を述べてまいりました。 

 

2７日（水）第１回紫波冬まつり実行委員会  

 ２０１４年１月 18 日に紫波冬まつりがラ・フランスエリアで開催されます。それに伴い第１回実行委

員会が紫波町役場で午後６時より開催され、阿部正弘幹事が出席しました。 

 

2８日（木）332‐B 地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座  

 13 時より、アイーナ いわて県民情報交流センターで養成講座が開かれました。 

 当クラブから、L.阿部正弘 L.佐々木幸一 L.高橋純子 ３名が受講しました。 

 この講座は、内閣府・厚生労働省・警察庁・文部科学省から正式後援認定をいただいているもので、 

 低年齢化する薬物汚染の現状を把握し、青少年を薬物乱用から守るために、ライオンズクラブとして正

しい知識を深め、更なる活動推進を図ることを目的に開催されます。 

 

 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

１２月の例会及び事業等の予定 

平和ポスター撤収 １２月 １日（日） １６：００ 盛岡南ショッピングセンター「ナックス」 

第一例会 １２月 ３日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

働く人に聞こう １２月 ５日（木） １２：５０ 紫波第一中学校 

新会員オリエンテーション １２月１０日（火） １５：００ 花巻市「風の季」 

理事会 １２月１０日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

第２回ガバナー諮問委員会 １２月１３日（金） １７：００ グランシェール花巻 

第二移動例会 １２月１７日（火） １８：００ 盛岡南ショッピングセンター「ナックス」 

クリスマス家族会 １２月１７日（火） １８：３０ 盛岡南ショッピングセンター「ナックス」 

２R1Z 前三役年末懇親会 １２月１８日（水）  花巻市 渡り温泉 

バザー用品・カレンダー販売 １２月２３日（月）  ８：３０ 盛岡南ショッピングセンター「ナックス」 

                             

♪♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪ 

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。 


