
 

 

 

 

 

【 第一例会・打出し例会開催 】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【 第１回献血推進運動 】 

 ３日（金）9 時 30 分から日詰商店街せせらぎ駐車場にて 

献血推進活動が行われました。炎天下で体力が奪われること 

に加え、商品券発売イベントと重なり駐車場は大変混雑しま 

した。献血できなかった方も８名と多く、年々協力者が少な 

くなってきています。今後の活動では若い人達に献血に興味 

を持ってもらう事が大切です。頑張っていきましょう！ご協 

力いただいた方、活動に参加して頂いたライオンに感謝感謝 

です！献血された方には卵１パックを差し上げました。（採血量：13,600ｍｌ） 

（参加・献血協力 L L.高橋純子、L.鱒沢克美、L.塚田司郎、L.川村哲才、L.阿部正弘、L.佐々木幸一 

          L.小田中光雄 L.阿部廣 L.鈴木弘幸 L.高橋貞夫） 

 紫波ライオンズクラブ会報  

２０１５年７月号 

 

～ 一年間よろしくお願いします ～ 

 今年は皆様のご協力を頂きながら清掃活

動や草刈りなどのアクティビティに力を入

れていきたいと考えております。 

 ウィ・サーブ「われわれは奉仕する」とい

うモットーを見つめなおし、皆で奉仕活動を

行っていきたいと思慮しております。 

皆様のご協力、活動への参加を宜しくお願い

いたします！ 
 

岩手国体へプラン

ター寄贈の感謝状

を頂きました。 
 

ライオンズクラブ、

奉仕活動とは…。 
楽しく真面目に語

らいます！！ 
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【 国際平和ポスター参加要請 】 

１３日（月）今年度の平和ポスターコンテストへ協力して頂くため、町教育委員会及び町内小中学校へ

参加依頼書をお持ちしました。７月末時点で３校から参加の連絡を受け、今年度も多くの作品が寄せられ

ることが予測されます。１１月のポスター掲示の際には皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

（参加者 L.高橋純子、L.鱒沢克美、L.佐々木幸四郎、L.西葛馨） 

 

【７月の会議等】 

1 日（水）新旧三役・委員長引継ぎ会 １8：30～20：00 茶や・ぽん太 ９名出席 

幹事報告及び協議事項 

① 引き継ぎ事項について…例年通りの項目を引継ぎ    ② その他 

 

7 日（火）第一例会 １2：15～   

ビアック・大盛軒 １５名出席 例会出席率 94.12％（MC３３名含む） 

幹事報告及び協議事項 

 ① 2015～2016 年組織表について  ② 次期三役・事務局員セミナーの報告 

 ③ 岩手国体へプランターの贈呈の報告 ④ 親子ふれあいニジマス釣り大会の報告 

 ⑤ 三役・委員長引継ぎ会の報告    ⑥ ネパール大地震へ義援金献金の報告 

 ⑦ 第一回献血推進運動の報告     ⑧ その他 1）50 周年の委員について 

                          2）よんりん舎に設置している看板修理について 

 

７日（火）青少年育成委員会 第一例会終了後 ５名出席 

 第一例会終了後、ビアック・大盛軒にて青少年育成委員会が開催されました。２０１５～２０１６年の

予定と予算が話し合われました。 

 

14（火） 理事会 １８：３0～   茶や・ぽん太 １２名出席 

協議事項 

① 新入会員について…伊藤正之氏 入会の承認を得た。 

② 賛助会員の会費について…月 3,000 円、年 36,000 円とし、例会時の会食費は都度支払って頂く。 

③ 薬物乱用防止 PR 活動…日時：8 月 25 日（火）7：30～8：30 場所：紫波中央駅前 

④ ライオンズの森整備について…日時：8 月 23 日（日）6：00～ 場所：城山ライオンズの森 

⑤ 打出し例会について…場所：ビアック・大盛軒 参加費：2,000 円 

⑥ 8 月例会等の日程について…第一例会：8 月 4 日（火）12：15～ 

             理事会 ：8 月 11 日（火）18：30～ 

             第二例会：8 月 25 日（火）移動例会（ガバナー公式訪問） 

⑦ ネームプレートの購入について…購入しないことに決定。 

⑧ 第 35 回少年非行等防止合同パトロールについて…日時：8 月 2 日（日）参加者 L.佐々木 幸四郎 

⑨ 2015.7～2016.6 の事業計画と予算…会員親睦委員会以外承認 

⑩ その他 1）会員親睦委員会の委員再編成…現在の会員に加え、昨年度の委員 5 名を異動とする。 

    2）YCE について冬季派遣生について通知が来ている為、第二例会で報告する。 

    3）ZC 訪問について報告。13 日に訪問され、ZC 事務局維持費の拠出を依頼された。 

      会員一名に付き 300 円の拠出とし、理事会で承認された。又、今年度から Z 内で会長 

 会を開催することになった。（第一回は 7 月 29 日） 
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     4）50 周年 CN について…会場としてサンビレッジを H28 年 9 月 24 日・25 日の二日 

間おさえた。予算について次期三役と大会委員長、副委員長で話し合う。 

       5）9 日にキャビネット事務局にて IT 委員長の引継ぎを行った。委員会運営にクラブ内で

1・2 名の手伝いが必要。 

 

21 日（火）第二例会 第１２１３回  １８：３０～  

ビアック・大盛軒  ２0 名出席 例会出席率 94.12％（MC27 名含む。） 

   ◆ ７月の誕生 

 L．藤原 博視  L．佐藤 正明  Ｌ．諸岡 勝正    

～ おめでとうございます ～ 

会議に先立ち三役バッチの交換が行われました。 幹事報告及び協議事項 

① ガバナー公式訪問について           ② 会長懇談会について 

③ ゾーンチアパーソン事務局維持費の拠出について ④ 新入会員について 

その他理事会の議題参照 

打ち出しパーティー 前三役に記念品が贈呈されました。一年間ご苦労さまでございました 

 

２３日（木）第一回キャビネット会議  13：05～ ホテル志戸平 

 湯の杜ホテル志戸平にてキャビネット会議が開催されました。当クラブからは会長 L.高橋、地区国際協

調・大会参加・PR 情報・IT 委員長 L.阿部の２名が参加しました。 

 

２９日（水） 2R1Z 会長・幹事懇談会 16：00～ 花巻駅前「なはんプラザ」 

議題 

・ガバナー公式訪問役割分担並びに７クラブ合同例会の対応 ・第一回諮問委員会について  

・ガバナー方針の推進について              ・合同アクティビティについて   等 

  

８月の例会及び事業等の予定 

第一例会 ８月 ４日（火） １２：１５～ ビアック・大盛軒 

会員親睦委員会 ８月 ５日（水） １８：３０～ スナック・ルパン 

監査会 ８月 ７日（金） １８：３０～ （株）よんりん舎 

理事会 ８月１１日（火） １８：３０～ 茶や・ぽん太 

ガバナー諮問委員会 ８月１９日（水） ８：３０集合 陸前高田市「キャピタルホテル 1000」 

ライオンズの森整備 ８月２３日（日）  ６：００～ 城山 ライオンズの森 

薬物乱用防止 PR 活動 ８月２５日（火）  ７：３０～ 紫波中央駅 

ガバナー公式訪問 

並びに７クラブ合同例会 
８月２５日（火） １８：１５～ 花巻南温泉郷「渡り温泉」 

 

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。 
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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．高橋純子でした 

２０１５-２０１６ 332 複合地区アクティビティスローガン 

 

ガバナー・テーマ 

  
「思う心」それは、家族に対して・仲間に対して又は、小さな物体に対して 

かも知れません。希望や、自分が掲げた目標であったり、世界平和を願う心 

も有ります。人それぞれに「思い」があると思います。「手を貸してあげた 

い。」「あれをすれば、皆が喜んでくれる」そう思っても少しの勇気がたりな 

くて、行動に起せない事がたくさんあります。「我々は、奉仕する」という 

高い理念の元に、今こそ行動に移すときです。思う心を行動に移したいものです。 

ガバナー重点目標 

1.東日本大災害復興 

・心のケア、寄り添うアクティビティに力を注ごう  

・子供達の計画に力を貸そう 

2.青少年健全育成 

・薬物乱用防止授業推進 

・献眼、献血運動の推進 

・ライオンズクエストプログラムの推進 

3.全員参加の運営と事業 

・会員増強 女性会員増強 『アスクワン（一人誘う）』 

・行動するリーダーの育成  ・２０１６年岩手国体への協力 

332-B 地区アクティビティスローガン 

   
・手にホウキ等を持ってのアクティビティ 

・家族の方々にも参加してもらってのアクティビティ 

・飲食を伴わないアクティビティ 
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