
 

【一年間ご協力ありがとうございました。感謝の打上げパーティ】 

  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １６日（火）第二例会終了後、盛岡南ショッピングセンター「ナックス」にて打上げパーティが開かれ

ました。会長杯ゴルフコンペの表彰も行われ、盛り上がりを見せました。また、2 名のコンパニオン代は

会長の L.足澤 輝夫、幹事の L 田森 悠太郎より支払われました。（参加 L.23 名） 

 

 

 

 

 

 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１５年６月号 

 

 

会長 100％アワードが１５名に贈られました！ 
【一年間欠かさず出席されたライオン】 

L.田森 悠太郎 
【出席率 90％以上のライオン】 

L.川村 哲才 L.高橋 純子 L.足澤 輝夫 
L.塚田 司郎 L.中里 暉基 L.藤田 正幸 

皆様、ご協力ありがとうございます。 

＜テールツイスター報告＞ 
ドネーション…72,000 円 ファイン…2,700 円 

～たくさんのご協力ありがとうございました～ 
＊メッセージの紹介＊ 
・ゴルフ優勝 ・古希のお祝い ・クラブ会長卒業 
・次期一年間宜しくお願いします   
・足澤会長と一緒に出来たこと 
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【いわて国体へプランターを寄贈】 

                   ２２日（月）に紫波町役場町長室にてプランター寄贈 

式が行われました。依頼を受けた数に加え、予備分を含 

めた６０個を寄贈しました。プランターは９月のリハー 

サル国体までに花が植えられ設置されます。来年の国体 

時も飾られる予定とのことです。 

 

 

【ネパール大地震へ義援金を送金】 

打上例会時に募金活動を行い、23,616 円（192 ドル）が集まりました。30 日（火）にネパール大地

震の義援金を LCIF へ送金いたしました。 

 

【ガールスカウト岩手県第 11 団へ助成】 

 30 日（火）にガールスカウト岩手県第 11 団の活動助成のため 10,000 円を寄付しました。 

 

【６月の会議等】 

2 日（火）第一例会 第１２１０回 １２：１５～  

 ビアック・大盛軒 17 名出席 例会出席率 92.45％（MC32 名含む。）    

幹事報告及び協議事項 

① 332-Ｂ地区第 61 回記念年次大会の報告 ② 332 複合地区第 61 回年次大会の報告 

③ ライオンズの森環境整備の報告      ④ 次期三役・事務局員セミナー開催について 

⑤ いわて国体へプランター寄贈について       

 

9 日（火） 理事会・準備理事会 １８：３0～  茶や・ぽん太 14 名 

協議事項 

① 会員の退会について… 

正会員 吉田俊明→退会を認める。６月末まで在籍して頂くことで本人からも了承を得ている。 

   家族会員 吉田由美子→説得をする。 

② 親子ふれあい子供ニジマス釣り大会について… 

日時：６月２８日（日）９時～１０時３０分 場所：上平沢地区 滝奈川 

   参加者：L 足澤 輝夫 協賛金：10,000 円 

③ 第１回献血推進運動について… 

日時：7 月 3 日（金）9 時 30 分～16 時 30 分 場所：日詰商店街駐車場 

④ 来年度組織表について… 

委員長は今年度の副委員長が繰上がり、委員については次期三役に一任する。 

⑤ 50 周年委員会組織について… 

４０周年 CN 時の組織表を基にし、退会した人の部分を他の人で埋めることとする。委員会の人員 

については委員長に一任する。会計に L.高橋龍也を任命することで本人にも了承を得た。 

⑥ 第６２回年次大会組織表について… 

ゴルフ委員長に L 吉田淳とし、花巻東 LC に連絡をする。 
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⑦ 筒井學ガバナー誕生・332B 地区 2R1Z ホストクラブ決断祝賀会について… 

日時：６月１５日（月）18：00～場所：ホテル花城 参加者：L 塚田司郎、L 高橋純子、L 阿部正弘 

⑧ 岩手国体プランター贈呈について… 

日時：６月２２日（月）１４時～ 場所：町長室 参加者：幹事、国体委員長、副委員長 

⑨ その他…L 吉田より、よんりん舎にあるライオンズクラブの看板が古くなっているため、直した方が 

いいのではないか。→見積もりを取り、新しくすることとする。 

  

準備理事会 協議事項 

① 次年度の組織について… 

青少年育成委員長については L.中里は辞任したい旨を表明。L 佐々木幸四郎へ依頼をし、副委 

員長は L.西葛へ頼むこととする。 

② ２７年度の行事予定、予算について… 

第一回理事会までに各委員会の予算と予定を立てる。委員については第一例会時に発表し、各自委

員会を開く。 

③ 次期キャビネと委員活動費助成について… 

  助成金額の上限は定めず、その都度支払うこととする。 

④ ライオンズクエストフォローアップについて… 

   日時：平成２８年１月頃 ※矢巾 LC が幹事となり実施する。  

⑤ 例会時の座席について…ライオンテーマに一任 

⑥ テールツイスター活動時期について… 

   毎月行うか、隔月にするかは次期三役に一任することとする。５０周年に向けて行った方が良い。 

⑦ その他…L 塚田より５０周年委員の委員会を開く会議費が欲しい。そのため５０周年委員も組織表 

に乗せてほしい。 

 

１５日 筒井學ガバナー誕生・332B 地区 2R1Z ホストクラブ団結祝賀会 

 ホテル花城にて 18 時より開催。当クラブからは３名が出席しました。 

 

１６日（火）会長杯チャリティゴルフコンペ ＜参加者１２名＞ 

 盛岡南ゴルフ倶楽部にて９時３０分からゴルフコンペが行われました。会長 L 足澤輝夫から寄付を頂い

て開催されました。 

 

１６日（火）第二移動例会 第１２１１回 18：30～ 

 盛岡南ショッピングセンター「ナックス」 ２２名出席 例会出席率 96.15％（MC28 名） 

         ★６月の誕生 

L.須川 敏昭   L.高橋 貞夫   L.高橋 龍也 

～おめでとうございます～ 

幹事報告及び協議事項 

① 準備理事会の報告 ②会長幹事杯ゴルフコンペの報告 他、理事会協議事項参照 
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19 日（火）次期三役・事務局員セミナー 

 ホテル志戸平で 14 時より開催され、L．高橋純子 L．吉田淳 L．高橋貞夫 次期三役と事務局員の 4

名が出席しました。 

本年度のガバナー公式訪問・・・２Ｒ1Ｚは８月 25 日(水)の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月の例会及び事業等の予定 

三役・委員長引継ぎ会 ７月 1 日（水） １8：３０ 茶や・ぽん太 

第一回献血推進活動 ７月 3 日（金）  ９：３０ 日詰商店街駐車場 

第一例会 ７月１４日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

第二例会（打出し） ７月 21 日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒またはナックス 

第一回キャビネット会議 ７月２３日（木） １３：００ ホテル志戸平 

                              

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。 

7～９月分の会費を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。 

2015～2016 年度 

 国際テーマのハイライト   【 命の尊厳と和 】 

 332 複合地区 アクティビティスローガン  【 夢・希望・笑顔でウィ・サーブ 】 

 332-Ｂ地区 アクティビティスローガン 【 家族と共にアクティビティ 】 

 332‐Ｂ地区 ガバナーテーマ   【 思う心 それを行動に！ 】 

 ガバナー重点目標 

     ① 東日本大震災復興  ② 青少年健全育成   ③ 全員参加の運営と事業 
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