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【 おかわりありますー！ 覗いてみたい楽屋裏、打ち立てそばが待ち遠しい。】 

 佐々木幸四郎・文子ご夫妻ご自慢の手打ちそばのおいしさに感激。うまい！ウマイナーの声が続出した

クリスマス家族会でした。（そばタレは鷹木嘉孝ライオン秘伝のタレです。いかがでしたか。） 

 1７日（火）高橋会員親睦委員長の司会のもと、１８時３０分藤根副委員長が開会宣言。Ｌ．２５名、

家族会員７名、家族５名、事務局員と総勢３８名が集いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ほほ笑みつ 

♪ ♫ ♫           

たからかに                         

歌い・♪♪  

 

かたき握手のうち 友情こめて また会う日まで 健やかに （ 幸多き 良いお年を ） 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１３年１２月号 

 

テールツイスター 

ドネーション 

 ４５，５００円 

ファイン 

    ２６０円 
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【働く人から聞こう】 

５日（木）1２時５０分から紫波町立紫波第一中学校で開催され、紫波第一中学校の１年生が、さまざまな

分野で活躍する大人から体験談を聞きました。社会人一人一人テーブルのブースに着き、グループに分か

れた子どもたちが車座になり２０分の触れ合いを２回実施しました。当クラブからＬ．須川敏昭 Ｌ．大

野晴久 Ｌ．田森悠太郎の３名が参加し、中学生と交流しました。 

 

 

 

【使用済切手・書き損じハガキの送付】 

６日（金）使用済切手５，３１２枚、書き損じハガキ１１４枚を盲老人ホーム「聖明園」へ送付しました。 

ご協力ありがとうございます。 

 

【国際平和ポスターの表彰】 

当クラブ審査の入賞者 16 名に賞状と副賞を贈り表彰しました。（参加Ｌ．３名） 

                                 ９日（月）８時２０分に紫

波第三中学校に出向き、全校

集会で吉田青少年育成委員

長が入賞者に賞状と副賞を

贈り表彰しました。 

又、全校生徒の前で、平和ポ

スターコンテストの概要を 

説明しました。 

古舘小学校・日詰小学校は一

人一人表彰をし、他の小学校

は、鱒沢ライオンと西葛ライ

オンがそれぞれ訪問伝達し

ました。 

 

《 協力された学校には謝礼を、応募者全員には参加賞をおあげしました。 》 

 

【カレンダー・バザー用品チャリティ販売会】 ＜参加Ｌ．９名 事務局員＞ 

 ２３日(月)８時３０分から盛岡南ショッピングセンター｢ナックス｣において、バザー用品並びに２０１４

年のカレンダーを販売しました。今年は須川会長が拠出した、お掃除グッツが格安で大人気でした。 

 笑顔でプッシュしましたが、来客数が少なく、まだまだカレンダーの在庫があります。１月１２日の献

血時に再度挑戦します。ご協力をお願いいたします。 

                                   １００円２００円の世界な

のに、売上は２９，７５０円

もありました。 

                                   ご苦労様でございました。 

 

未来の自分を想像できましたか？ 心豊かな未来を切り開くのは皆さん自身です。 

たくさんの大人が応援しています。         ＜ 主催者 メッセージ ＞ 
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【１２月の会議等の報告】 

 

３日（火）第一例会 第１１７４回   １２：１５～ ビアック・大盛軒 １５名出席 
例会出席率９１．３８％（MC３８名含む。） 

幹事報告及び協議事項 

① 第２６回国際平和ポスター332－Ｂ地区審査結果の報告  最優秀賞 盛岡市上田小 山本花さん 

② LCIF20 ドル献金の報告     ③ ひかりの箱募金の報告 

④ 会員親睦委員会の報告      ⑤ ガールスカウト岩手県第１１団発団式並びにお祝の会の報告 

⑥ MJF１０００ドル献金の報告  ⑦ 第 1 回紫波冬まつり実行委員会の報告 

⑧ 332-B 地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座の報告 

 

３日（火）青少年育成委員会   第一例会終了後  ビアック・大盛軒 ８名出席 
 新年 1 月 12 日（日）に開催される第 42 回紫波町スポーツ少年団柔剣道大会支援について詳細を話し

合いました。当日はライオンズクエストワークショップ・第３回献血推進運動が計画されています。多数

のお手伝いが必要です。皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

１０日（火）新会員オリエンテーション  

１５時より花巻市湯口「風の季」で開催され、阿部正弘ライオンと、佐々木幸四郎ライオンが参加しま

した。このオリエンテーションは、２Ｒ１Ｚ、２Ｚ合同で行われライオンズクラブの意義、組織等概要を

学びます。まだ受講されていない方は次の機会にトライしてください。 

 

１０日（火） 理事会   １８：３０～  茶や・ぽん太  １２名出席 

協議事項 

① 紫波町商工会主催平成２６年新年交賀会開催について・・・・Ｌ．須川敏昭 参加 

② １月第一例会・新年会・理事会開催について・・  第一振替例会 １月 14 日(火) 

                         理事会 １月 14 日(火) 第一例会終了後 

                         第二例会・新年会 １月 21 日(火) 

③ 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 ｢ナックス｣で開催 

④ 第３回献血推進運動について・・・・・１月１2 日 ｢ナックス｣で開催 

⑤ 第 42 回紫波町スポーツ少年団柔剣道大会支援について・・・１月１2 日 紫波町総合体育館で開催 

⑥ “14 紫波冬まつりの協力について・・・１月１8 日（土）会場整備に協力 

⑦ 会員増強について・・・勧奨努力し、会員維持にも努める。 

⑧ その他・・・紫波警察署ゲストスピーチに謝意を込めて「いわて被害者支援センター」に寄付を了承 

 

１３日（金）第 2 回ガバナー諮問委員会  

 １７時から花巻市「グランシェール花巻」で開催され、三役・事務局員が出席しました。 

 ガバナー重点目標である東日本大震災復興支援について石鳥谷・東和・矢巾クラブが事例発表をしまし

た。ZC は、被災者の「心のケア」を中心とした事業が望ましい。又、申請書、実施要項・見積書を提出し

事業の目的を明確にしてほしいと提言されました。 

 家族会員会費の変更についての第 2 回ガバナー協議会の決議事項が報告されました。 
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 後藤地区名誉顧問は、あと半年あります。ぜひ三役が心にきした事項を推進してほしいと結ばれました。 

 

１７日（火）第二移動例会 第１１７５回  １８：００～ 

 盛岡ショッピングセンター「ナックス」 ３３名参加 出席例会出席率 １００％（MC２５名含む。） 

１２月の誕生 

 L．阿部 正弘  Ｌ．佐藤 大実   L．吉田 淳   Ｌ．吉田 俊明   

～おめでとうございます～ 

例会に先立ち須川会長に MJF1000 ドル献金の楯が伝達されました。 

幹事報告及び協議事項 

① 紫波第一中学校「働く人から聞こう」の報告   ② 使用済切手の送付報告 

③ 第２６回平和ポスターコンテスト表彰の報告   ④ 新会員オリエンテーションの報告 

⑤ 第 2 回ガバナー諮問委員会の報告    ＜他 理事会協議事項参照＞                  

       

                                          

 

 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

１月の例会及び事業等の予定 

 

ライオンズ・クエスト ワークショップ 

打合せ 
１月 ６日（月） １８：００ よんりん舎 事務所 

紫波町商工会主催 新年交賀会 １月 ７日（火） １６：００ ナックスホール 

スポ少柔剣道大会支援（準備） １月１１日（土）  ９：００ 自転車管理棟 

ライオンズ・クエスト ワークショップ 
１月１１日（土）  ８：００ 

ナックスホール 
１月１２日（日）  ８：３０ 

第 4２回スポ少柔剣道大会支援 １月１２日（日）  ８：３０ 紫波町総合体育館・大アリーナ 

第３回献血推進運動 １月１２日（日） １３：００ ナックス 

第一振替例会 １月１４日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

理事会 １月１４日（火） 第一例会終了後 ビアック・大盛軒 

332－B 地区会員増強クラブ会長会議 １月１４日（火） １３：３０ 岩手県自治会館 

“１４紫波冬まつり協力 １月１8 日（土） １１：００ ラ・フランス温泉館周辺 

新年御祈祷 １月２１日（火） １７：００ 志和稲荷神社 

第二例会・新年会 １月２１日（火） １８：００ ビアック・大盛軒 

                            ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

１～３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。 

☆ 次期第一副地区ガバナーに、花巻東クラブ L.筒井 學氏を推薦しました。 

☆ 332－B 地区では、台風 18 号による盛岡市玉山区に対する災害義援金 300,000 円を拠出しました。 

☆   〃      台風 26 号による伊豆大島の大雨土砂災害被害に対する義援金をライオンズクラ

ブ国際協会 MD332 へ 500,000 円拠出しました。 

（332 複合地区では、200 万円の拠出が決定しております。） 


