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【 第 29 回ライオンズ国際平和ポスターコンテスト 】 

今年のテーマは「平和！バンザイ！」。笑顔の子供や手の生えた地球がバンザイをしている等、自由な発想

の作品が多くみられました。今年は昨年に比べ作品数が多く、151 点（5 小学校・2 中学校）のご参加を

頂きました。11 月 29 日（火）～12 月 4 日（日）の間、盛岡南ショッピングセンターナックスにて展示

されます。撤収は 12 月 5 日（月）9 時からです。皆さんのご協力お願いいたします！ 

（審査会参加者：5 名 展示協力：9 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 日（火）午後 3 時から中央公民館にて審査会が行われました。細川稔氏を審査員にお願いし、ライオン

共に審査を行いました。また、最優秀賞の田村さんがガバナー特別賞に選ばれました！おめでとうござい

ます！上記の通り 13 点が決まり１２月に表彰が行われる予定です。 

 紫波ライオンズクラブ会報       

                ２０１６年１１月号 

 

< 審査結果 > 

最優秀賞 紫波第一中学校 田村 優衣 さん（ガバナー特別賞） 

優秀賞   上平沢小学校  生内 南帆 さん 

      紫波第二中学校 田口 麗奈 さん 

入賞    水分小学校   吉田 華恩 さん 

星山小学校   阿部 千咲 さん 

      上平沢小学校  浦田 唯花 さん 

      日詰小学校   山影 紫音 さん・内澤 葉月 さん 

              平 智里 さん 

      古館小学校   佐々木 萌名 さん・佐藤 結芽 さん 

              熊谷 若菜 さん・女鹿 心優 さん 
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【 LCIF20 ドル献金 】 

  ２2 日（火）クラブ員一人あたり 20 ドルを献金しました。 

 献金額 ８６，１００円（41 人×20 ドル×105 円）   

   

【アイバンク支援「ひかりの箱」募金 】 

22 日（火）アイバンク支援事業「ひかりの箱」に 12,096 円募金をしました。 

皆さんには沢山の募金を頂きありがとうございました！２回目は 2 月の送金を予定しております。 

 

【MJF1000 ドル献金】※ 

 22 日（火）会長 L 阿部正弘からお預かりした 1000 ドルを LCIF へ送金しました。 

クラブ代表としての献金、ありがとうございました。 

 

【１１月の会議等】 

1 日（火）第一例会 1２４４回 １２：１５～ ビアック・大盛軒 19 名出席                               

 例会出席率 94.33％ （MC31 名含む） 

幹事報告及び協議事項 

① ZC 表敬訪問並びに矢巾 LC との合同例会の報告 ② 50 周年正副委員長会議の報告 

③ 秋の家族会の報告               ④ 献血推進研究会について 

⑤ 薬物乱用防止認定講師養成講座について 

⑥ その他 1）薬物乱用防止大パレードの報告 2）台風 10 号支援活動について  

3）第二副地区ガバナー空席補充の報告 

 

8 日（火）理事会 18：30～ 茶や・ぽん太 8 名参加 

 協議事項 

 ① 国際平和ポスターコンテスト審査会の結果について…本書 1P 参照 

 ② チャリティーバザーについて…委員会に一任 

 ③ 秋の家族会の収支報告について…30,729 円の余剰金が出た 

 ④ クリスマス家族会について…日時：１２月 20 日（火）予定。内容等については委員会に一任  

 ⑤ 第 45 回紫波町スポーツ少年団武道大会について…H29 年 1 月 8 日（日）9：00～ 

                          事業内容は後日、全会員へ通知予定 

 ⑥ 平泉 LC50 周年記念式典について…11 月 20 日（日）参加者を例会で募る 

 ⑦ その他 1）ライオンいわて原稿募集について…寄稿しない 

  

13 日（日） 2R1Z ZC 杯チャリティゴルフコンペ 

 盛岡南ゴルフ倶楽部にてゴルフコンペが開催され、当クラブからは L4 名が参加しました。このコンペ

での益金は全額寄付されるとのことです。 

 

15 日（火）第二例会 第１２４５回  １８：３０～  

ビアック・大盛軒 １8 名出席 例会出席率 90.56％（MC29 名含む。） 

      １１月の誕生 L．足澤 輝夫   L．橘 冨雄   Ｌ．廣田 英俊    

～ おめでとうございます ～ 
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幹事報告及び協議事項 

① 北上国見 LC40 周年記念式典の報告  

② タグラグビーフェスタ‘16 助成の報告  

③ その他 1）L 足澤輝夫の旭日双光章受賞について…医師会と合同、または年明けの例会時に御祝をする 

他理事会の協議事項 参照 

 

22 日（火）ライオンズクラブ献血推進研究会 

 赤十字センターにて献血推進研究会が行われました。赤十字センター施設の説明やライオンズクラブと

しての献血推進の取り組み、他クラブの優秀な実績などの報告がなされました。 

 

25 日（金）332-B 地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座 13：00～ 

 盛岡市「アイーナ」にて講師養成講座が行われました。L.吉田淳が参加し、認定証が交付されました。

この講座は、内閣府・厚生労働省・警察庁・文部科学省から正式後援認定をいただいているもので、低年

齢化する薬物汚染の現状を把握し、青少年を薬物乱用から守るために、ライオンズクラブとして正しい知

識を深め、更なる活動推進を図ることを目的に開催されます。 

 

25 日（金）第 2 回諮問委員会 16：00～ 

 次期 ZC 担当クラブ花巻内、花巻観光物産館「金婚亭」にて諮問委員会が行われました。諮問書は事務

局にて保管しています。ご覧になりたい方は事務局までご一報ください。 

 

 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

１２月の例会及び事業等の予定 

社会福祉委員会 １２月 １日（木） １８：３０ 鮨清次郎 紫波店 

会員親睦委員会 １２月 ２日（金） １８：３０ スナック・ルパン 

国際平和ポスター撤収 １２月 5 日（月）  ９：００ 盛岡南ショッピングセンター「ナックス」 

第一例会 １２月 6 日（火） １２：１５ ビアック・大盛軒 

青少年育成委員会 １２月 6 日（火） 例会終了後 ビアック・大盛軒 

理事会 １２月１３日（火） １８：３０ 茶や・ぽん太 

新入会員オリエンテーション １２月１４日（水） １５：００ ブランニュー北上 

第二例会 １２月２０日（火） １８：００ 未定 

クリスマス家族会 １２月２０日（火） １８：３０ 未定 

                            ※歴代会長会は年明けを予定しております。 

♪♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪ 

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。 

１０～１２月分の会費を受け付けております。  １ヶ月毎の納入もできます。 

発行責任者は、会長Ｌ．阿部 正弘でした。 

※MJF や LCIF について知りたい方は下記 URL をご参照下さい。 

http://332-c.com/pdf/lcifhowtodonate.pdf 


