
   

第 1292 回 12 月 第二 例会   
                          日 時 2017年12月21日(木)   18:00～ 

                                   場 所 ホテルシティプラザ北上     

☆★☆ 次 第 ☆★☆      
司会進行  ライオン･テーマー  Ｌ.柴田英雄      

１.開会宣言並びに開会ゴング                       第一副会長Ｌ.小瀬川泰志 

２.国旗に敬礼、国歌斉唱                             出席ライオン全員 

３.ライオンズクラブの歌斉唱                            出席ライオン全員 

４.会長あいさつ                             第一副会長Ｌ.小瀬川泰志 

５.ゲスト紹介                                 幹事 Ｌ.阿部 豊 
和 賀 ライオンズクラブ 会長 Ｌ.田村 浩美 (たむら ひろみ) 

              幹事 Ｌ.中野  厚 (なかの あつし)   
  北上国見ライオンズクラブ 会長 Ｌ.佐々 木正幸  (ささき まさゆき) 
              幹事 Ｌ.菅原  浩 (すがわら ひろし) 
          ライオン・テーマー Ｌ.菊池 元宏（きくち もとひろ）   
  江釣子ライオンズクラブ 会長 Ｌ.阿部 裕明 (あべ ひろあき) 

 幹事 Ｌ.髙橋 政輝 (たかはし まさき) 
          ライオン・テーマー Ｌ.高橋  乃 (たかはし おさむ)    

6.ゲストへ記念品贈呈                           
   

7. 幹事報告                                  幹事 Ｌ.阿部 豊 

 (1)終了済の行事    

12月 ７日(木) 第1151回12月第一理事会            18:00～ ホテルシティプラザ北上   
12月 ７日(木) 第1291回12月第一例会 〔晩酌例会〕       18:30～ ホテルシティプラザ北上   
12月 ７日(木) 出席委員会開催 『出席アワード』について      例会終了後  ホテルシティプラザ北上 

出席者  担当第二副会長L.中野義明、出席委員長Ｌ.菅原好昭、副委員長Ｌ照井 將、 
幹事L.阿部 豊、会計L.山内春雄、事務局員 

  
12月 ７日(木)  ２Ｒ２Ｚ ゾーン事務局 執行部会議           例会終了後  ホテルシティプラザ北上 

出席者   2R2Z ZC L.川辺迅志、同ZC 付幹事L.中野義明、同副幹事L.田鎖智也    
12月 ８日(金) 公共施設の献血支援 〔岩手県農業研究センター〕                 9:30～12:00 

出席者  保健副委員長Ｌ.菊池進一、事務局             受付 27名、400ml  22名    
12月 ８日(金) 国際委員会『ラスベガス国際大会・屏東市獅子會周年記念について』 12:00～ ホテルシティプラザ 

出席者  国際委員長Ｌ.高橋勇喜、委員Ｌ中村好雄、委員L.川辺迅志、委員L.及川綾子、 
幹事L.阿部 豊、事務局員   

12月 ８日(金) 公共施設の献血支援〔北上済生会病院〕               14:30～16:30 
出席者  保健副委員長Ｌ.菊池進一、事務局             受付 23名、400ml  17名    

12月13日(水) 北上レオクラブ 12月例会          16:30～ 北上コンピュータ･アカデミー 
出席者  レオYCE副委員長L.中野義明、事務局員     

12月13日(水)  北上レオクラブ へ カレンダー届､値段付準備         北上コンピュータ･アカデミー   
12月19日(火) 江釣子ライオンズクラブ忘年会例会                18:30～ きたかみ川 
出席者    2R2Z ZC L.川辺迅志、ZC付幹事L.中野義明、ZC付副幹事L.田鎖智也、 

        第一副会長L.小瀬川泰志、幹事L.阿部 豊、会計L.山内春雄      
12 月20 日(水) 『集団資源回収団体説明会』             18:30～ 日本現代詩歌文学館 

出席者    市民環境委員長L.高橋美津男 
 
 

 



   

(2)今後の行事 
12月23日(土) 歳末クリスマス献血               10:30～12:00 北上さくら野 南側広場 

出席予定  担当第一副会長Ｌ小瀬川泰志、保健委員長Ｌ.飯川昌人、同副委員長Ｌ菊池進一、 
      保健委員L.斎藤次彦、保健委員L.近藤正彦、保健委員L渡辺雅博、レオ顧問Ｌ.及川 力、 

レオ YCE副委員長L.中野義明、レオ YCE委員L青柳秀夫、レオ YCE委員L片方寛之、 
レオ YCE委員L小野寺 郷、幹事L.阿部 豊、会計L.山内春雄     

12月24日(日) 北上レオクラブ・カレンダー展示販売        10:00～17:00 さくら野 １階エントランス   
12月25日(月)  ライオンズクエスト・セミナー           13:00～15:10 市立鬼柳小学校 
       ｢教職員向け・校内体験型セミナー｣ 
出席予定  名誉顧問 L.中村好雄、担当第三副会長L.伊藤桂樹、第一副会長L.小瀬川泰志、 

第二副会長L.中野義明、教育委員長L.田鎖智也､同副委員長L.及川義明、 
委員L和田勝司、委員L佐藤隆夫、委員L髙橋 香、委員L橋本昌弘、 
委員L齊藤智幸、委員L伊藤文洋、幹事L.阿部 豊、会計L.山内春雄、事務局員     

 12 月26日(火)  第一回 指名委員会 開催                 16:00～ ホテルシティプラザ北上 
出席予定  委員Ｌ中村好雄、委員L 阿部吉夫、委員L川辺迅志、委員L.和田勝司、委員L.佐藤隆夫 
      委員L.大川正裕、委員L.及川 力、委員L.千田和秋、委員L.中野義明、 

第一副会長L.小瀬川泰志、幹事L.阿部 豊     
12月29日(金) ～ １月４日(木)   北上ライオンズクラブ事務局・ゾーン事務局 年末年始休暇    
 １月11 日(木) 第1293 回 1 月第一例会              18:30～ ホテルシティプラザ北上 

｢健康長寿祈願・厄払い祈祷｣            〔晩酌例会〕登録料 Ｌ.2,000 円 
 傘寿 L.斎藤次彦、L.村上満智夫、L.小野寺国三郎 
  喜寿 L.大川正裕   古稀 L.川辺迅志   還暦L.木村道之       

  １月16 日(火) 北上青年会議所 新春交賀会             19:00～  ホテルシティプラザ北上 
出席予定  第一副会長L.小瀬川泰志    

１月17 日(水) 次期地区ガバナー、第一･第二副地区ガバナー候補者資格審査会 13:30～メトロポリタン盛岡 
出席予定  名誉顧問 L.中村好雄     

１月17 日(水) 地区名誉顧問会議          14:30～ ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング 
出席予定  名誉顧問 L.中村好雄   

１月24 日(水) 北上レオクラブ 1 月例会            16:30～ 北上コンピュータ･アカデミー 
出席予定  レオ顧問Ｌ.及川 力、レオ YCE 委員長Ｌ.小瀬川泰志、レオ YCE副委員長L.中野義明      

  １月25 日(木) ゾーン内新年合同例会並びに新年交賀会   18:30 開会ゴング ホテルシティプラザ北上 
第1294 回 1 月第二例会         〔晩酌例会〕 登録料 Ｌ.3,000円 

      

(3) 12 月のライオンズレート            １ＵＳドル    112 円  
           

8．報告並びに連絡事項                        第一副会長Ｌ.小瀬川泰志 

(1) 重度障害者施設『あけぼの福祉作業所』、『とばせ園』へのタオル支援について 
(2) 北上レオクラブ復興支援カレンダー展 支援について 
(3) 新年第一例会について〔健康長寿祈願・厄払い祈祷〕 
(4) 県立黒沢尻工業高等学校 ラクビー部 全国大会出場に伴う支援について 〔１万円〕 
(5) その他          

9. 委員会報告                                                     各委員会 
      
10. その他                                                報告等のあるライオン      
11. アテンダンスの報告                                     出席委員長  Ｌ.菅原好昭 

         会員 62 名、 出席 L  名、 出席率   ％     
12.閉会宣言並びに閉会ゴング                     第一副会長Ｌ.小瀬川泰志 
 
 
 



 
 
     

☆☆☆ 御協力ありがとうございました  ☆☆☆ 
  

11月１日～ 11月30日分 資源回収事業収益金 
  

マルサ商会  6,855 円   

  新聞 40 kg、 雑誌 100 kg、ダンボール 865 kg、 アルミ ４  kg    

資源協力者  Ｌ.中村好雄、L.照井 將、L. 舘 勇、Ｌ.和田勝司、L.高橋美津男、Ｌ.村上満智夫、 
Ｌ.木内 充、Ｌ.大川正裕、Ｌ.岩壁 剛、L.三宅 靖、L.菅原好昭、八重樫チメさん    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

11月６日・16日 資源回収事業収益金 
  

岩手カレットセンター  3,830 円   資源協力者 Ｌ.千田和秋 
  

  新聞 210 kg、 ダンボール 360 kg、 雑誌  370  kg            

重度障害者施設『 NＰO 法人 あけぼの福祉作業所』支援 
タオル類(フェイスタオル、バスタオル)を寄付  

〔 新品、使用済みどちらでも可 〕      

協力者  L.中村好雄、L.照井 將、L.阿部吉夫、L.斎藤次彦、L.柴田英雄、 

L.斎藤能久、L.千田和秋、L.三宅 靖、L.木村幸男、L.阿部 豊 
    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

カレンダー 協力ライオン 
 

協力者  L.中村好雄、L.照井 將、L.阿部吉夫、L.斎藤次彦、L.柴田英雄 

L.高橋美津男、L.菊池進一、L.佐藤隆夫、L.斎藤能久、L.及川 力、 

L.千田和秋、L.小野寺国三郎、L.岩壁 剛、L.小瀬川泰志、L.佐藤 聡、 

L.齊藤りえ、L.青柳秀夫、L.田鎖智也、L.木村幸男、L.阿部 豊 
  

           

中古眼鏡リサイクル収集 
海外支援事業 

 

協力者  L.中村好雄、L.照井 將、L.阿部吉夫、L.斎藤能久、L.大川正裕、 

L.三宅 靖、L.木村幸男 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


