
 

【 第 4 回献血推進活動 協力者累計 146 名 採血量累計 4３，２００ｍｌ 】 

１8 日（水）１4 時 30 分より盛岡南ショッピングセンターにて、第４回献血推進運動が行なわれまし

た。残念ながら平日の実施だったことに加え、平常より短時間の活動だったため協力者数は少人数となり

ました。参加されたライオンは積極的に呼びかけを行い、協力いただいた方には卵を差し上げました。 

              

                   ≪年間３回献血されたライオン≫ 

                      L 高橋 純子 

                   いつもご協力ありがとうございます。 

 

 

【 ひかりの箱 第二次分募金 】 

１6 日（月）アイバンク支援募金事業「ひかりの箱」に１７，６４２円募金をしました。 

             １次・２次合計額が ２３，１９７円となりました。感謝申し上げます。 

 

【 高齢者福祉 使用済切手の送付 】 

 盲老人ホーム「聖明園」へ使用済切手を１５，０２２枚送付しました。みなさんのご協力ありがとうご

ざいます。引き続き事務局にてお預かりしますので宜しくお願いいたします。 

 

【 盛岡南ライオンズクラブ CN40 周年記念式典に参加 】 

  14 日（土）盛岡グランドホテルで開催され、当クラブから 7 名が参加しました。２5０名を超える参

加者を迎え、遠いところでは北海道からも参加者がお出でになり、伝統さんさ踊りや民謡ショーなどでお

もてなしし華やかな雰囲気で式典が進められました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１５年３月号 

 

 

受付 13 名 

４００ml 10 名  

献血できなかった方 3 名 

＜参加Ｌ．3 名 事務局 合計 4 名＞ 

ご協力ありがとうございました。 
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【3 月の会議等】 

3 日（火）第一例会 第１２０４回 １２：１５ 

 ビアック・大盛軒 17 名出席 例会出席率 92.59％（MC３3 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 ２７年国際平和ポスターコンテスト協力願い持参及び 

ライオンズクエストフォローアップ参加協力の報告 

③ 第一回指名委員会の報告 

④ その他 1）キャビネット役員の活動費助成について   

 

６日（金）第３回ガバナー諮問委員会 17：00 

  ホテル花城 会長代理、幹事、会計、YCE・クエスト委員、事務局が参加 

・ZC よりキャビネット会議の報告 

・諮問書について主に「クラブ例会の運営について」「あなたのクラブ、あなたのやり方で」の活用の有無

の質問をされた。 

 →紫波 LC は「パンフレットの活用はしていない。女性会員と LL の食事会が初めて持たれた。この会が

クラブの活性化につながると期待している。１月の柔道剣道大会の餅つきで激励をしているが、その反省

会もかねて１５００円会費、クラブから一人当たり 500 円の助成で行った。今回は女性からの発案でこの

会が持たれたが、こういった活動の輪が広がっていけばいいと考えている。」と発言した。 

・会員増強について ZC より会員数 20％増を再度お願いされた。 

・7 クラブ合同アクティビティについて 

 →４月２６日（日）実施予定 各クラブ３万円の拠出をする 

  各クラブ 2、3 名ずつの参加協力をする。 

・その他で矢巾 LC より「１１月１４日（土）に 35 周年記念式典を実施予定。場所は田園ホール、公民

館を使用して行う予定。参加をお願いしたい。」との発言があった。 

 

１0 日（火） 第二回指名委員会   １８：0０～  茶や・ぽん太 6 名出席 

 新年度の役員について、第一回指名委員会の案で打診した結果どうだったのかの報告と、最終的な人事

について話し合われた。 

 

１０日（火） 理事会 18：30～ 茶や・ぽん太 14 名出席 

協議事項 

①指名委員会の報告...例会時に報告した通りに決定したと報告。 

②ひかりの箱募金について...第二次募金は 17,642 円募金する。 

③国際地球デー「植樹」について...4 月 19 日（日）6：30～ 場所：紫波総合高校 桜の木を植樹する。 

④薬物乱用防止 PR 活動について...5 月中に紫波総合高校前にで実施予定。 

⑤春の家族会について...会員親睦委員会に一任。 

⑥アワード申請について...申請できるものすべてに申請。3 月 30 日に申請済み。 

⑦7 クラブ合同アクティビティについて...準備と当日で 4 月 25・26 日の参加。協賛金 30,000 円。 

                   参加者については例会で協議し決める。 
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⑧キャビネット役員の活動費助成について...登録料はすべてクラブ負担とし、更に 1 人に付き 30,000 円 

程度の助成をする。 

⑨第 61 回年次大会及び親睦ゴルフ大会について...代議員は現三役、次期会長、L 塚田とする。年次大会、 

ゴルフについては例会で報告し参加者を募る。 

⑩その他 1）紫波総合高等学校、入学式の出席について...4 月 7 日（火）会長が出席する。 

 

１7 日（土） 第二例会 第 1205 回 18：30 

ビアック大盛軒 23 名出席 例会出席率 92.59％ （MC27 名を含む） 

     ★3 月の誕生 

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  ②332 複合地区第 61 回年次大会について 

③その他 1）今後の三役の家族の家族会員化について 

他 理事会議題を参照 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 日会員親睦委員会 18：30 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

４月の例会及び事業等の予定 

紫波総合高校入学式出席 ４月 ７日（火） １０：００ 紫波総合高校 

第一例会 ４月 7 日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

理事会 ４月１４日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

国際地球デー植樹 ４月１９日（日） ６：３０ 紫波総合高校 

第二例会 ４月２１日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

７クラブ合同アクティビティ準備 ４月２５日（土） ９：３０ 釜石市甲子町仮設団地 

７クラブ合同アクティビティ ４月２６日（日） ９：３０     〃 

盛岡 LC５５周年記念式典 ４月２６日（日） １１：００ ホテルメトロポリタン 

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

 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. 高橋 純子   第一副会長：L. 諸岡 勝正   第二副会長：L. 阿部 正弘 

  幹事：L. 鱒沢 克美   副 幹 事：L. 吉田 淳   

会計：L. 高橋 貞夫   ライオンテーマ  ：L. 小林 春夫   

テールツイスター・会員理事：L. 須川 敏昭  副会員理事：L. 渡辺 好郎 

一年理事：Ｌ．田森 悠太郎  Ｌ．西葛 馨   L．阿部 廣   L．山下 俊明 

2 年理事：Ｌ．吉田 淳    Ｌ．佐藤 大実  L．高橋 貞夫  L．阿部 正弘 

スナック・ルパンにて春の家族会について話し合われました。 参加 L 7 名 
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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 足澤 輝夫でした。 
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