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【 あっという間の一年間でした。ご協力ありがとうございます！ 】 

  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 日（火）第二例会終了後、打上げパーティが開かれました。参加者 27 名と今期で一番出席数の多い

例会となり、一年間の労をねぎらう様に見合わせる顔は皆さん晴れやかでした。今回は会長 100％アワー

ドがない代わりとして会長個人から会員・家族会員へプレゼントが贈呈されました。また、幹事からはお

酒を頂きました！ 

 

 

 

 

 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１６年６月号 

 

 

＜テールツイスター報告＞  ドネーション 70,335円 

今回は全額、2016 年熊本地震に対する義援金に充てられるという事もあり、1 万円札が飛び交う 

テールツイスターとなりました！皆さんの奉仕の心に感謝です！ 
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【 親子ふれあいニジマス釣り大会へ協賛 】 

 26 日（日）に開催された表記大会へ協賛金として 10,000 円を拠出しました。大会の開会式では会長

代理としてＬ西葛 馨が挨拶を行いました。 

【 第 5 回献血推進活動 】 

29 日（水）盛岡南ショッピングセンターナックスにて献血

推進活動を行いました。急遽の開催という事にも関わらず、

多くの方にご協力を頂きありがとうございます。受付者 27

名、400ｍｌ献血 19 名、採血量 7,600ｍｌとなりました。 

（参加者 Ｌ川村哲才、Ｌ佐々木幸一、Ｌ佐藤正明、Ｌ高橋 

純子、Ｌ塚田司郎、Ｌ鱒沢克美、事務局） 

 

 

【 2016 年熊本地震に対する義援金送金 】 

 30 日（木）にＬＣＩＦ日本ライオンズへ打上パーティー時に集めたドネーション 70,335 円を送金し

ました。 

 

【６月の会議等】 

5 日（日）会長杯チャリティゴルフコンペ ＜参加者 9 名＞ 

 岩手ゴルフ倶楽部、新山コースにてゴルフコンペが行われました。会長 L 高橋純子から寄付を頂いて開

催されました。 

7 日（火）第一例会 第１２３４回 １２：１５～  

 ビアック・大盛軒 14 名出席 例会出席率 92.60％（MC36 名含む。）    

幹事報告及び協議事項 

① 332-Ｂ地区第 62 回記念年次大会の報告 ② 332 複合地区第 62 回年次大会の報告 

③ ＣＮ50 周年記念式典正副委員長会議の報告  ④ ラ・フランス温泉館へ植樹の報告 

⑤ 星山小学校へ桜の木寄贈の報告 ⑥ ライオンズの森環境整備の報告 

⑦ その他…伐採後のけやきの木について 

次期に持ち越し（けやきの木は役場の持ち物なので当クラブは要請があるまで何もせず）       

7 日（火）次期三役・事務局員セミナー 13：00～ 

 ベリーノホテル一関にて開催されました。次期会長、次期幹事、事務局で参加しました。 

9 日（木）第４回キャビネット会議 15：10～ 

 ホテルグランシェール花巻にて開催されました。会長のＬ高橋純子、キャビネット役員のＬ阿部正弘の

2 名が出席しました。 

10 日（金）ＣＮ50 周年委員長会議 18：30～ 

 ビアック・大盛軒 9 名出席 

協議事項 

① 各委員会からの報告 
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  1）総務委員会…町長への挨拶や各クラブへの案内は 7 月中までに郵送することとする。 

         来賓へは直接案内を持っていく。リジョン内のＺＣへは来賓として案内を出す。 

  2）記念事業委員会…車はヒノヤ商事に依頼する。セミナーの際に「ライオンズクラブ 100 周年」と

記載してほしいと言われた。これについては今後検討する必要あり。 

  3）式典委員会…ＪＡパーフルパレスは土足禁止。下足入れの袋が必要。スリッパの個数を確認する。 

          矢巾の県議会議員は来賓として呼ばない。各クラブへの案内へは式典会場と祝賀会

会場が違うと明記しておくこと。 

  4）祝賀会委員会…コンパニオンは次期幹事に依頼済み。10 名程度で良いと思われ、現在２社から見

積もりを取っている。アトラクションは「紫波ひめ隊」に決定。大会副委員長に

依頼をし、もち６升、90,000 円で仮予約中。お土産、料理は検討中。 

  5）記念誌委員会…紫波印刷に記念誌作成を依頼。８月末ごろ完成予定。記念事業の車の写真など、７

月末までにそろえ、校正をしたい。 

  6）交通委員会…ファミリー観光へ依頼する。40 人乗り中型１台を２往復。 

 ②その他…次回の開催：7 月２３日（土）18：30～ ビアック・大盛軒 

            次回は副委員長も出席して頂く。 

12 日（日）岩泉龍泉洞ＬＣ5 周年記念式典 

 ホテル龍泉洞愛山にて執り行われ、当クラブからは 2 名が出席しました。 

14 日（火） 理事会・準備理事会 １８：３0～  茶や・ぽん太 11 名 

協議事項 

① 会員の退会について…家族会員 佐々木容子：退会を認める。 

② 親子ふれあい子供ニジマス釣り大会について…出席者：L 西葛馨 協賛金：10,000 円 

③ 第５回献血推進運動について…6 月 29 日（水）12：30～16：30 実施を承認。 

④ 第１回献血推進運動について…7 月 1 日（金）9：30～16：30 実施予定。 

⑤ ライオンズクエストフォローアップについて…矢巾東小学校 9：00～17：00 実施予定。 

⑥ 来期の組織表案承認について…承認を得た。 

⑦ 当クラブＣＮ50 周年記念式典について… 

日時：リハーサル…9 月１７日（土） 本番…9 月１８日（日） 

  場所：式典…ＪＡいわて中央パーフルパレス 祝賀会…盛岡南ショッピングセンターナックス 

  規模：地区内（250 人登録、２００人出席を想定） 

  総予算：450 万円（内登録料：250 万円、負担 200 万円） 

  記念事業：紫波町へ車の寄付（約 140 万円） 

  記念誌：紫波印刷へ印刷を依頼 

⑧ ウイルスバスターの更新について…13,540 円費用が掛かる。承認。               

⑨ その他… 

  1）地震に対する義援金拠出の報告…キャビネットより熊本・台湾へ義援金拠出の報告 

  2）三役引継ぎ会について…6 月 30 日 18：30～ 実施予定。 

  Ｌ塚田より…役場から国体の盛り上がりに欠けるため、何か対策を考えてほしいとのこと。 

        →アクティビティなど行うか、次期社会福祉委員会に一任する。 

準備理事会・協議事項 
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① 次年度の組織について…承認。 

② 各委員会の年次計画・予算について….7 月の理事会までに各委員会を開催し、案を提出してもらう。 

③ 次期使用銀行について…今期同様 東北銀行紫波支店・ＪＡバンク（定期預金） 

21 日（火）第二例会１２３５回  18：30～ 

 ビアック・大盛軒 参加者 27 名 出席率 94.33％（ＭＣ23 名含む） 

          ★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 次期三役・事務局員セミナーの報告 ②ＣＮ50 周年委員長会議の報告 

③ 岩泉龍泉洞ＬＣ5 周年記念式典の報告 ④ 準備理事会の報告 

他、理事会協議事項参照 

23 日（火）会員親睦委員会 18：30～ 出席者 6 名 

 スナック・ルパンにて行われ、来期の年次計画・予算につて話し合われました。 

24 日（金）～28 日（火）第９９回ライオンズクラブ国際大会 

 福岡県にて国際大会が開催されました。当クラブからは１１名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

30 日（木）新旧三役引継ぎ会 18：30～ 出席者 5 名 

 茶や・ぽん太にて開催され、引き継ぎ事項が申し渡されました。 

7 月の例会及び事業等の予定 

第一回献血推進活動 ７月 1 日（金）  ９：３０ 日詰商店街駐車場 

第一例会 ７月 5 日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

理事会 ７月１２日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

第二例会 ７月１９日（火） １8：３０ 盛岡南ショッピングセンターナックス 

第１回キャビネット会議 ７月２０日（水）  ベリーノホテル一関 

ＣＮ50 周年正副委員長会議 ７月２３日（土） １８：３０ ビアック・大盛軒 

 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．高橋 純子でした。 


