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【 第 4 回献血推進活動 】 

29 日（火）１3 時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。参加

されたライオンの積極的な呼びかけにより、24 名の方にご協力頂きました。受付をしていただいた方には

卵を 1 パック差し上げました。 

（参加者：L.川村 哲才、L.佐々木 幸一、L.高橋 純子、L.阿部 廣（献血協力）、事務局） 

              

                    

 

 

 

 

 

【 ひかりの箱 第二次分募金 】 

１4 日（月）アイバンク支援募金事業「ひかりの箱」に１2,350 円募金をしました。 

             １次・２次合計額が ３１，３５５円となりました。感謝申し上げます。 

 

【3 月の会議等】 

1 日（火）第一例会 第１２２８回 １２：１５ 

 ビアック・大盛軒 9 名出席 例会出席率 90.74％（MC40 名含む。） 

幹事報告及び協議事項 

① 第３回キャビネット会議の報告  

② 新一年生のための防犯・交通安全教室の報告 

③ 紫波町商工会青年部歳祝い並びに卒業式の報告 

④ ２８年度国際平和ポスター協力願持参の報告 

⑤ にいやま荘・百寿の郷慰問の報告 

⑥ GLT・GMT・FWT セミナー並びに 100 周年記念委員会の報告 

 

５日（土）石鳥谷 LC４５周年記念式典 11：00～ いしどりや新亀屋 

  表記日にちに石鳥谷ライオンズクラブ CN45周年記念式典が開催されました。当クラブからは全

員登録し、実際には１８名が出席しました。アトラクションは「さんさ踊り」と「カントリーダンス」

が披露され、場内は大変盛り上がりました。来年度の当クラブ５０周年に向けていい勉強となる式典で

した。 

 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１６年３月号 

 

 

 

【第 4 回献血者数】             【献血者数累計】 

受付   26 名         受付    150 名 

４００ml 24 名          ４００ｍｌ  130 名 

計    9,600ｍｌ        計      52,000ｍｌ 

献血できなかった方 2 名      献血できなかった方 20 名 
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8 日（火） 第二回指名委員会   １7：30～  茶や・ぽん太 7 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や、一部変更がある人員の報告、確認があ

りました。 

 

8 日（火） 理事会 18：30～ 茶や・ぽん太 13 名出席 

協議事項 

①指名委員会の報告...確定はしていないため本日は報告せず。L.諸岡より辞退の申し出あり。 

②ひかりの箱募金について...第二次募金は 12,350 円募金する。 

③国際地球デーについて…4/22 に近い土日に紫波総合高校で行うこととする。校長が変わり次第確定。 

④薬物乱用防止 PR 活動について...5 月 2 日（月）紫波総合高校前にて 7：00～実施予定。 

⑤春の家族会について...会員親睦委員会に一任。4 月 24 日植樹をした場所で行うのが良いと案が出た。 

⑥アワード申請について...申請できるものすべてに申請する。三役に一任。 

⑦盛岡中津川 LCCN50 周年記念式典について..4/1711：00～ 3 名が参加予定。 

⑧その他 1）東和猿ヶ石 LC の事務所移転について..東和コミュニティセンター⇒L.小川洋征 方 

 

9 日（金）第３回ガバナー諮問委員会 17：30～  レストラン文化 三役、事務局が参加 

・各クラブへ ZC から質問（当クラブへは 2つ） 

 ①会長へ、三役になって印象に残ったことの補足   

  ⇒1 月に行ったスポーツ少年団剣道大会激励の説明をした。また、新一年生のための防犯・交通安

全教室についても触れ、「いかのおすし」など例を挙げて補足とした。 

 ②フォローアップについて 

  ⇒矢巾 LC と合同で行う予定だと告げ、夏ごろの開催予定だと答えた。 

※花巻東 LC より年次大会について 

・参加人数は約 740 名程度を見込み、今回は総合体育館を会場とすることとした。 

・ゾーン内のクラブは年次大会は全員登録をお願いしたい。 

・記念品は 800 個以上を準備している。 

・記念事業については現在検討中。各部会にて各々に詰めている最中。 

 

15 日（火）第 3 回指名委員会 17：45～ ビアック・大盛軒 7 名出席 

 第 2 回目で検討された候補者へ打診した結果を報告。この後の臨時理事会へ提案することとした。 

 

15 日（火）臨時理事会 16：00～ ビアック・大盛軒 11 名出席 

協議事項 

①次年度役員について…指名委員会の提案の通り承認。指名会で発表することとする。 

②ライオンズクエストフォローアップ依頼文書について…矢巾 LC に作成して頂いた通り学校へ通達する。 

③石鳥谷LCとの合同例会又は合同ACTについて…日程的に難しいと思われる為、今回は見送る事とする。 

 

15 日（火） 第二例会 第 1229 回  18：30～ 

ビアック大盛軒 21 名出席 例会出席率 94.44％ （MC30 名を含む） 
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     ★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   

他 理事会議題を参照 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

４月の例会及び事業等の予定 

第 62 回年次大会打ち合せ ４月 ４日（月） １6：００ わたり温泉 

第一例会・選挙会 ４月 ５日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

次期三役打合会 ４月 ７日（木） １８：３０ スナック・ルパン 

理事会 ４月１２日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

盛岡中津川 LC50 周年記念式典 ４月 17 日（日） １１：００ 盛岡グランドホテル 

第二例会 ４月１９日（火） １８：３０ ビアック・大盛軒 

2R1Z 合同アクティビティ ４月２２日（金） １４：００ 石鳥谷ふれあい運動公園 

春の家族会 ４月２４日（日） １１：００ 長岡地区親水公園 

国際地球デー「植樹」 未定   

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

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。 

 

 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. 阿部 正弘   第一副会長：L. 諸岡 勝正   第二副会長：L. 佐々木 幸四郎 

  幹事：L. 吉田 淳    副 幹 事：L. 高橋 貞夫   

会計：L. 高橋 龍也   副 会 計：L 佐藤 大実 

ライオンテーマ：L. 佐藤 大実 副ライオンテーマ：L. 中里 暉基   

テールツイスター：L. 鱒沢 克美  福テールツイスター：L. 高橋 純子 

一年理事：L. 高橋 純子 L. 鱒沢 克美 L. 高橋 貞夫 L. 塚田 司郎 

二年理事：L. 山下 俊明 Ｌ. 阿部 廣   L. 西葛 馨   L. 田森 悠太郎 

会員理事：L. 渡辺 好郎 副会員理事：L. 佐々木 俊彦 

 

発行責任者は、会長 L 高橋 純子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

22 日会員親睦委員会  18：30～ 6 名出席 

スナック・ルパンにて春の家族会について話合われました。 

 


