
仲良し献血 

 

【目標を突破１５５％達成！ 第 4 回献血推進活動  

協力者累計 １５５名 採血量累計 ５３，２００ｍｌ 】 

１９日（水）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。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【ひかりの箱 第二次分募金】 

１４日（金）アイバンク支援募金事業「ひかりの箱」に１４，３００円募金をしました。 

             １次・２次合計額が ３２，００８円となりました。感謝申し上げます。 

 

【We Serve  オォー（ロアー） 】 

  大迫早池峰ライオンズクラブ CN40 周年記念式典に参加 

  ３０日（日）大迫ふるさとセンターで開催され、当クラブから１９名が参加しました。 

  ２００名を超える参加者を迎え、満席の中和やかな雰囲気で式典が進められました。 

  記念事業は、青少年健全育成事業で、①統合大迫野球スポーツ少年団へユニホーム他贈呈、②市立大

迫中学校へは楽器を贈呈。記念 ACT は総額１００万円でした。 

   

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１４年３月号 

 

 

受付 ３８名 

２００ml  ８名  ４００ml ２１名 

＜参加Ｌ．５名 事務局 合計 ６名＞ 

献血できない方が９名いました。 

（心身共に健康が一番  

次回はぜひぜひ期待しています。） 

献血サポーターに登録しております。 

     

 

              ‹献血をお願いします。›  

《年間 ３回以上献血したライオン》 

      L．高橋 純子 （２００ml ４回） 

  

お・も・て・な・し 

ガバナーの挨拶・ 

祝辞、誰もが声を揃え

て、あたたかいおもて

なしと評価された記

念式典。 

 １３名の会員の心

意気を感じました。 
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‹ 大迫中学校の演奏披露 ›         ‹ 躍動する美女・美女に 箸も止まります ›  

 

【３月の会議等】 

４日（火）第一例会 第１１８０回 １２：１５ 

 ビアック・大盛軒 ２２名出席 例会出席率 ８９．６５％（MC３０名含む。） 

幹事報告及び協議事項 

① 紫波町商工会青年部歳祝い並びに卒業式の報告  

② 第３回ガバナー諮問委員会の開催について 

③ 宮古岩手ライオンズクラブ CN５０周年記念式典について  他 

 

１１日（火） 理事会   １８：３０～  茶や・ぽん太 １２名出席 

協議事項 

① 指名委員会の報告   

② ひかりの箱募金について・・・・   14,300 円を募金する。 

③ 国際地球デー「植樹」について・・・・社会福祉委員会に一任 

④ 薬物乱用防止 PR 活動について・・・  ５月２日 紫波総合高校正門前で実施 

⑤ 春の家族会について ・・・・・・  ５月１１日 内容は会員親睦委員会に一任 

⑥ 会員増強委員会の委員の選出・・・・ 新旧三役 GMT 委員で構成する 

⑦ メンバースピーチについて・・・・・ ４月第二例会 熊谷新町長 

                    ５月第二例会 北日本銀行支店長（新年度幹事銀行） 

⑧ 岩手日報紫波支局長歓送迎会について・・会長・第一副会長参加 

 

１５日（土） 第３回ガバナー諮問委員会  

 １７時より大迫町「ワインハウス湖畔」に於いて第３回ガバナー諮問委員会が開催され、地区 YCE ラ

イオンズクエスト委員・三役・事務局が出席しました。 

ＺＣの報告 

 ①次期 ZC は花巻東 LC 藤田好造ライオン 

 ②緊急積立援助金が 次年度 1 年限り 正会員１人１０００円の拠出となる。 

 ③被災地支援事業を実施する時は被災地側からも了承を取る。又報告書はすみやかに提出すること。 

 ④年次大会は、全員参加のセミナーを新たに設けました。 

ＡＣＴの事例発表：薬物乱用防止活動については 

 ①大迫早池峰 LC・・・・東和 LC の「佐々木ライオン」にお願いして実施した 
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 ②東和猿ヶ石 LC・・・・ライオンズクラブ名の共通 PR 用のパンフを作成してほしい 

会員増強の意味（後藤名誉顧問：談） 

 ①会員を増やさなければ組織は成り立たない。クラブ維持発展のため真摯に取り組んでほしい。 

 クラブに入って良かったと思えるような活動をすれば、会員は増える。 

 勧誘する時は、クラブの活動内容を示して理解していただくのも一案。 

ZC より、ゾーン７クラブ合同アクティビティは「グランドゴルフ」を予定している 

                              

１８日（火）第二例会 第１１８１回  １８：３０～  

ビアック・大盛軒 ２３名出席 例会出席率 ８４．４８％（MC２６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 第３回ガバナー諮問委員会の報告   ② ひかりの箱募金第２次分送金報告                    

                                他 理事会協議事項参照 

前三役にクラブ優秀賞が伝達されました。 

2012～2013 年度 国際会長賞の会員増強賞が披露されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会終了後 塚田司郎ライオンのメンバースピーチが行われました。 

 

【紫波町に移り住んで５０年】 

                    私は、東京に生まれ、５才まで住んでいました。 

                  岩手に来た時は戦時中でしたので、食糧難で食べるものもありませ

ん                んでした。 

９                 昭和３９年９月に商売を始め、結婚し町営住宅に住みました。 

                  当時、ヒノヤさんの昔のスタンド、畠山商店さんのスタンド 

 

 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. 足澤 輝夫   第一副会長：L. 高橋 純子   第二副会長：L. 諸岡 勝正 

  幹事：L. 田森悠太郎   副 幹 事：L．鱒沢 克美   
会計：Ｌ．吉田 俊明            副 会 計：L．高橋 貞夫 

ライオンテーマ  ：L．山下 俊明   

テールツイスター：L. 中里 暉基    副テールツイスター：L．須川 敏昭 

会員理事：L．佐々木俊彦       会員委員：Ｌ．須川 敏昭 

一年理事：Ｌ．吉田  淳  Ｌ．佐藤 大実   L．髙橋 貞夫   L．阿部 正弘 

2 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 
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照井服装店さんの仕事をさせていただきました。 

  ライオンズに入会する余裕もありませんでしたが、縁あって入会しました。 

  不渡り手形をつかまされ、商売をやめようと思った時もありましたが、皆に助けられ今日に至ってお

ります。言葉にも、態度にもなかなか表せないが、妻には本当に感謝しています。 

                   （写真のバックは、二人三脚、いつも支えてくれる奥様です。） 

 

２６日(水)岩手日報紫波支局長 歓送迎会 

   午後６時より盛岡南ショッピングセンター「ナックスホール」で開催され、会長 須川敏昭ライオ

ン、第一副会長 足澤輝夫ライオン お二人が参加しました。 

   新沼雅和支局長のご栄転を祝い、又後任の向川原成美支局長を皆で歓迎いたしました。 

   岩手日報様には、ＡＣＴの度新聞に掲載していただき、活動をおおいに支えていただいております。 

   感謝をするとともに今後のご支援をお願いしました。 

 

 ３１日(月)会員親睦委員会 

18 時３０分よりスナック・ルパンで開催され、春の家族会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 

 

第一例会 ４月 １日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

社会福祉委員会 ４月 １日（火） 第一例会修了後 ビアック・大盛軒 

理事会 ４月 ８日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

第二例会 ４月１５日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

国際地球デー｢柏の植樹｣ ４月  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。 

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．須川敏昭でした。 
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