
    

第 1309 回 ９月 第一 例会    
                          日 時 2018年  ９月13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    
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 

      受付 26名、400ml  20名  
８月30日(木) 前年度 財務委員会                   13:00～  北上LC事務局 

出席者 2017 年 7 月～2018 年 6 月年度 
幹事Ｌ阿部 豊、会計Ｌ山内春雄、財務委員長Ｌ吉田芳男、同副委員長Ｌ大川正裕、  

９月 ４日(火) 専修大学北上福祉教育専門学校の献血支援              15:00～16:30 
      受付 11名、400ml  ９名  

９月 ６日(木) 計画委員会｢LL.旅行･盛岡観武LC 合同例会について｣開催   11:30～ シティプラザ北上 
出席者  担当第一副会長Ｌ.中野義明、委員長L.千田和秋、副委員長Ｌ.小瀬川 敦、委員Ｌ.関 里美 

会長L 小瀬川泰志、幹事L.田鎖智也、会計L.佐藤 甲           以上７名  
９月 ６日(木) 前年度 会計監査会                   13:00～  北上LC 事務局 

出席者  2017年 7月～2018年 6月年度 
会計監査委員L.和田勝司、会計監査委員L.佐藤隆夫、会長代理L.小瀬川泰志、 
幹事Ｌ阿部 豊、会計Ｌ山内春雄、財務委員長Ｌ吉田芳男、   

９月 ６日(木) 重度障がい者施設『社会福祉法人いわて共生会あけぼの』へタオル寄贈 14:45～ 
出席者  前幹事Ｌ.阿部 豊、前会計L.山内春雄、事務局員   

９月10 日(月) 長期計画･アラート委員会『アラート支援事業について』開催   11:30～ シティプラザ北上 
出席者  委員長Ｌ中村好雄、副委員長Ｌ千田和秋、委員Ｌ照井 將、委員Ｌ.和田勝司、 

委員Ｌ.佐藤隆夫、委員L.中野義明、会長L.小瀬川泰志、幹事L.田鎖智也、会計Ｌ.佐藤 甲   
９月10 日(月) 会報ＩＴ委員会『会員手帳、クラブ会報誌について』開催  15:30～ 北上LC 事務局 

出席者  委員長Ｌ三宅 靖、委員Ｌ岩壁 剛、幹事Ｌ田鎖智也   
９月11日(火) ｢第27回 LC少年剣道錬成大会｣打合せ会               12:00～  北上川 

出席者  第一副会長L.中野義明、教育委員長L.髙橋 香    
９月13 日(木) 長期計画･アラート委員会『CN 55 周年記念について』開催   16:30～ シティプラザ北上    
９月13日(木) 第1160回 ９月第一理事会『前年度決算報告 』    18:00～ ホテルシティプラザ北上       

 (2)今後の行事  
９月14 日(金)  北上コンピュータ･アカデミー 献血支援              15:00～16:30  
９月15日(土)  332-B 地区レオフォーラム  集合 北上コンピュータ･アカデミー〔バス〕→ 原敬記念館 

出席予定 レオYCE委員長L.中野義明、会長L.小瀬川泰志、Leo. 12名、小野寺先生  
９月16 日(日)  ゾーン内合同アクティビティ｢アジサイ剪定作業｣     6:00～7:00 展勝地北上川沿の現地 
       ☆ 会員皆様の御協力をお願いいたします。   
９月19日(水)  北上レオクラブ ９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、副委員長L.伊藤桂樹   
９月20 日(木) ゾーン内親睦チャリティ･ゴルフコンペ      スタート 8:35   北上カントリークラブ 

出席予定  L.阿部吉夫、L.及川 力、L.中野義明、L.菅原好昭  
９月27 日(木) 第1310 回 ９月第二例会〔晩酌例会〕        18:30～ ホテルシティプラザ北上 

『 ZC 公式訪問』、『８月･９月お誕生会』           

 



 
９月28 日(金) Ｌ.安澤莊一 国際理事就任祝賀会           14:30～ 紅陽グランドホテル 

出席予定  ２Ｒ２Ｚ YCE 委員L.及川 力 〔332-B 地区内１クラブ１名の割当〕    
９月29 日(土)～９月30 日(日)  北上コンピュータ･アカデミー学園祭  レオがチャリティバザー開催 
     ☆ チャリティバザー用品の御協力をお願いいたします。          
(3) ９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) 長期計画･アラート委員会 災害支援事業について 

(2) 『東洋東南アジアフォーラム・中国(海南島)大会不参加』について 

(3)  ゾーン内合同アクティビティ｢アジサイ剪定作業｣ 9/16(日) 

(4)  その他 ･           

７. 協議事項                             会長 Ｌ.小瀬川泰志 

(1)  2017 年 7 月～2018 年 6 月年度決算報告            前財務委員長 L. 吉田芳男 
           
８. 委員会報告                                                各委員会      
９.その他                                                報告等のあるライオン      
10. アテンダンスの報告                                    出席副委員長  Ｌ.高橋美津男 

         会員 58 名、 出席 L  名、 出席率   ％   
11.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  ☆☆☆ 
     

『いわての学び希望基金』へ 50,000 円寄付   
東日本大震災により被災され､親を失われた児童、生徒に対しての生活支援 
(給付金)、就学支援(奨学金)資金財源へ ライオンレディが寄付 

８月27日付 寄付 (クラブの寄付累計額 1,744,994 円)   
     

☆☆☆ 御協力ありがとうございました  ☆☆☆ 
       

８月１日～ ８月31日分 資源回収事業収益金 
マルサ商会 5,039 円 

 

新聞 137.8 kg、雑誌 65.7 kg、ダンボール 820 kg、アルミ缶 8.6 kg    
資源協力者  Ｌ.中村好雄、L.照井 將、L. 舘 勇、Ｌ.和田勝司、Ｌ.村上満智夫、 

Ｌ.木内 充、Ｌ.三宅 靖、Ｌ.齊藤りえ、Ｌ.菅原好昭、 
髙橋靜雄さん、八重樫チメさん、吉川一郎さん  

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

8/9 資源回収事業収益金   
 

岩手カレットセンター  940 円     

新聞 10 kg、 ダンボール 130  kg     資源協力者 Ｌ.千田和秋       
 



 

☆☆☆ ブラザークラブ周年記念式典  ☆☆☆ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

○ 『室根ライオンズクラブ CN 20 周年記念』〔北上LC 50 周年 登録者２名〕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、保健委員長Ｌ.山内春雄 

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

○ 『釜石リアスライオンズクラブ CN 50周年記念』〔北上LC 50周年 登録者２名〕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〕 
登 録 者  名誉顧問 L.中村好雄、レオYCE委員長L.中野義明       

・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) 

 
   

 


