
    

第 1307 回 ８月 第一 例会    
                          日 時 2018年  ８月 ９日(木)  18:30～ 

                                   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.齊藤智幸          

１.開会宣言並びに開会ゴング                         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・ヒムの歌斉唱                           出席ライオン全員 

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

５.幹事報告                                 幹事 Ｌ.田鎖智也 
(1)終了済の行事    
７月29日(日) 『花壇整備』 労力奉仕活動          6:00～ 総合運動公園ウェルカムボード前 

出席者  市民環境委員長Ｌ.斎藤能久、同副委員長L. 柴田英雄、委員L.髙橋隆宏、Ｌ.照井 將 
      Ｌ. 高橋美津男、Ｌ千田和秋、Ｌ.齊藤智幸、Ｌ.菅原好昭、会長L.小瀬川泰志、  

８月1日～５日『水まき』                北上総合運動公園ウェルカムボード前 
  出席者  市民環境委員長L.斎藤能久、副委員長Ｌ.柴田英雄、同委員同委員Ｌ.髙橋隆宏 

     LL.柴田とく子、LL.及川澄子、LL.斎藤良子、LL.千田公子、Leo.２名、事務局員  
８月 ８日(水) 第1 回 ガバナー諮問委員会                18:30～ ブランニュー北上 

出席者   名誉顧問L.中村好雄、2R2Z YCE委員L.及川 力、会長L.小瀬川泰志、 
第一副会長Ｌ.中野義明、幹事L.田鎖智也、会計L.佐藤 甲、事務局員    

 (2)今後の行事  
８月21日(火)  北上レオクラブ８月例会              16:30～ 北上コンピュータ･アカデミー 

出席予定 レオ･YCE委員長L.中野義明、同副委員長L.伊藤桂樹  
８月26 日(日) 『労力奉仕活動』               6:00～ 総合運動公園ウェルカムボード前 
       ☆ 会員皆様の御協力をお願いいたします。  
８月28 日(火) 『わたしの主張』北上地区大会           13:30～ 西和賀町沢内中学校 

〔青少年健全育成金10000 円贈呈〕  
8月29日(水) クラブ三役とゾーン三役打合せ会           16:30～17:00 ブランニュー北上  
8月29日(水) 地区ガバナーとクラブ四役との懇談会        17:20～18:00  ブランニュー北上 

出席予定  会長L.小瀬川泰志、第一副会長Ｌ.中野義明、幹事L.田鎖智也、会計L.佐藤 甲  
8月29日(水) 第1308回８月第二例会〔晩酌例会〕   18:15～開会ゴング    ブランニュー北上 

       『 地区ガバナー公式訪問並びに４LC合同例会 』           当番：和賀ＬＣ   
８月30日(木) 黒沢尻北高等学校へ献血支援           ９:30～16:30 黒沢尻北高等学校       
(3) ８月のライオンズレート            １ＵＳドル    111 円   

 

６. 報告並びに連絡事項                            会長 Ｌ.小瀬川泰志  

(1) 2018 年７月西日本豪雨災害への対応について 
(2)『 地区ガバナー公式訪問並びに４LC 合同例会 』について 

(3) ＺＣ主催「親睦チャリティ･ゴルフコンペ」について 9/20(木) 

(4) ゾーン内合同アクティビティ｢アジサイ剪定作業｣ 9/16(日) 

(5)  その他 ･       
７. 委員会報告                                                各委員会     
８.その他                                                報告等のあるライオン     
９. アテンダンスの報告                                    出席委員長  Ｌ. 阿部吉夫 

         会員 58 名、 出席 L  名、 出席率   ％   
10.閉会宣言並びに閉会ゴング                      会長 Ｌ.小瀬川泰志   

 



☆☆☆ 御協力ありがとうございました  ☆☆☆ 
  

MJF 1000 ドル献金 協力ライオン   
Ｌ. 及川光市 ( ９回目)  110,000 円 ７月３日 献金 

Ｌ. 中村好雄 (29 回目)  110,000 円 ７月24日 献金 
    

７月１日～ ７月31日分 資源回収事業収益金 
マルサ商会 5,895 円 

 

新聞 160 kg、雑誌 380 kg、 ダンボール 715 kg、    
資源協力者  Ｌ.中村好雄、L. 舘 勇、Ｌ.川辺迅志、Ｌ.和田勝司、Ｌ.村上満智夫 
       Ｌ.木内 充、Ｌ.大川正裕、Ｌ.齊藤りえ、Ｌ.小瀬川、八重樫チメさん  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

４/５、４/26、５/１１、６/６、７/１１ 資源回収事業収益金 
  

岩手カレットセンター  2,520 円   資源協力者 Ｌ.千田和秋 
  

  新聞 80 kg、 ダンボール 720 kg、 雑誌  230  kg       
 

☆☆☆ ブラザークラブ周年記念式典  ☆☆☆ 
 

☆☆━━━━━━━━━━━━━  登録募集  ━━━━━━━━━━━━━━☆☆ 
  

○ 『室根ライオンズクラブ CN 20 周年記念』             担当:保健委員会 
  期  日  10 月６日(土) 

時  間  受付 10:00～ 、式典 11:00～ 、祝宴 12:30～ 
     会  場  室根きらめきパーク体育館 (一関市室根町折壁字向山 85) 

登 録 料  Ｌ. 5,000 円 、 LL. 4,000 円〔家族会員含む〕 
登 録 者  名誉顧問 L.中村好雄、 
申込締切  ８月 28 日(火) 〔 北上 LC 50 周年の 登録者 ２名 〕  

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

○ 『釜石リアスライオンズクラブ CN 50 周年記念』          担当:レオ・YCE委員会 
  期  日  10 月 14 日(日) 

時  間  受付 9:45～ 、コンサート 10:30～ 、式典11:00～ 、祝宴12:30～ 
     式典会場  釜石市民ホール (釜石市大町 1-1-9)  TEL 0193-22-2266 
     祝宴会場  ホテルサンルート釜石 (釜石市大町 2-3-3)  TEL 0193-24-3311 

登 録 料  Ｌ. 5,000 円 、 LL. 4,000 円〔家族会員含む〕 
申込締切  ９月 11 日(火) 〔 北上 LC 50 周年の 登録者 ２名 〕   

＊ お知らせ ＊ 
・８月 13 日(月) ～15 日(水)  北上ライオンズクラブ事務局 お盆休み 
・8 月、9 月(該当者無し) の 誕生会は 9 月第二例会にて 行います。    

  
  

8 月・9 月のお誕生ライオン 
  

Ｌ.伊澤哲雄 (8/28)、Ｌ.高橋美津男  (8/5)、Ｌ.及川 力 (8/3) 

Ｌ.小瀬川泰志 (8/22)、Ｌ.髙橋 香 (8/12)、Ｌ.片方寛之 (8/5) 
 

 


