
    

第 1320 回 ２月 第二 例会    
                          日 時 2019年 ２月28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.ライオンズクラブの歌斉唱                           出席ライオン全員   
４.会長あいさつ                                会長 Ｌ.小瀬川泰志  
５.『北上ライオンズクラブ次期理事指名会』                  議長 会長 Ｌ.小瀬川泰志 

 指名委員会の指名した理事候補者の発表                  指名委員長 Ｌ.及川 力 

６.幹事報告                                 幹事 Ｌ.田鎖智也 
(1)終了済の行事   
２月14日(木)  教育委員会 開催『平和ポスター展示会･表彰式について』     19:45 頃 ～ 例会場 

出席者  担当第三副会長Ｌ.阿部 豊、委員長L.髙橋 香、副委員長Ｌ.高橋勇喜、会長L 小瀬川泰志、 
幹事L.田鎖智也、会計L.佐藤 甲  

 ２月19 日(火) 第３回キャビネット会議               11:00～ メトロポリタン盛岡(本館)   
２月19日(火)  第３回 指名委員会 開催                    18:30～ ホテルシティプラザ北上 

出席者  委員長L.及川 力、副委員長L 照井 將、委員Ｌ中村好雄、委員L 阿部吉夫、 
            委員L川辺迅志、委員L.菊池進一、委員L.阿部 豊、  

２月22 日(金) 和賀ライオンズクラブ歳祝い例会                18:30～ 幸楼 
出席者  会長L.小瀬川泰志、幹事Ｌ.田鎖智也、会計Ｌ.佐藤 甲   

２月22 日(金) ポスター展準備・貼り付け等会場設営    14:00～  さくら野 東館 ３階 多目的ホール 
出席者  委員長L.髙橋 香、副委員長Ｌ.高橋勇喜、会計L.佐藤 甲、テール･ツイスターL.関 里美 

L.及川綾子、Ｌ.小瀬川 敦、事務局員  
２月23 日(土) 平和ポスター展示会10:00～17:00、            さくら野 東館 ３階 多目的ホール 

出席者  委員長L.髙橋 香、副委員長Ｌ.高橋勇喜、会長L 小瀬川泰志、会計L.佐藤 甲 
L.柄谷和哉、事務局員  

２月23 日(土) 平和ポスター 表彰式 13:00～               さくら野 東館 ３階 多目的ホール 
出席者  委員長L.髙橋 香、副委員長Ｌ.高橋勇喜、会長L 小瀬川泰志、事務局員   

２月24 日(日) 平和ポスター展示会10:00～、 片づけ 15:00～        さくら野 東館 ３階 多目的ホール 
出席者  担当第三副会長Ｌ.阿部 豊、委員長L.髙橋 香、委員L.及川義明、委員L.笠井成人 

L.斎藤能久、L.伊藤桂樹、L.髙橋隆宏、L.菅原好昭、会長L 小瀬川泰志、 
テール･ツイスターL.関 里美、事務局員  

２月26 日(火) 国際委員会開催 『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北上 
出席者   委員長L.及川 力、副委員長L.菊池進一、委員L.中村好雄、委員L.菅原好昭、 

会計L.佐藤 甲、(株) 北上交通観光、事務局員   
２月26 日(火) CN 55 周年記念式典 第１回 総務委員会        12:00～ ホテルシティプラザ北上 

出席者  CN 55 周年実行委員長L.阿部吉夫、担当実行副委員長L.川辺迅志、 
第一副会長L.中野義明、同事務局長L.千田和秋、同事務局次長L.髙橋隆宏 
総務委員長L.佐藤隆夫、同副委員長L.髙橋 香、委員L.山内春雄   

２月28 日(木) CN 55 周年記念式典 第１回 屏東委員会              17:30～ 例会場 
出席者  CN 55 周年実行委員長L.阿部吉夫、担当実行副委員長L.菊池進一、 

同事務局長L.千田和秋、屏東委員長L.高橋勇喜、同副委員長L.佐藤 甲、委員L.菅原好昭 
委員L.及川綾子、委員L.中村達也   

２月28日(木) 第1165回 ２月第一理事会             18:00～ ホテルシティプラザ北上     
(2)今後の行事 

３月 1 日(金) 北上レオクラブ ３月例会『２年生を送る会』   13:00～ 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、YCE副委員長L.伊藤桂樹   

３月 ２日(土)  北上コンピュータ･アカデミー 卒業式       ９:00～ 北上コンピュータ･アカデミー 
   出席予定  レオ・YCE 委員長(第一副会長) L.中野義明   

 



３月 ４日(月)  第三回地区ガバナー諮問委員会              18:30～  ブランニュー北上 
出席予定  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   
３月 ５日(火) 財務委員会｢上半期会計監査について｣        12:00～ ホテルシティプラザ北上     
３月 ６日(水) CN 55 周年記念式典 第３回 実行委員会       18:00～ ホテルシティプラザ北上   

月  日( ) 2018 年7 月～ 2019 月年度上半期会計監査           
３月14 日(木)  第1166 回 ３月第一理事会              18:00～ ホテルシティプラザ北上   
３月14 日(木)  第1321 回 ３月第一例会              18:30～ ホテルシティプラザ北上     
３月  日( )  薬物乱用防止啓発セミナー      14:40～15:10 北上コンピュータ･アカデミー   
３月28 日(木)  第1322 回 ３月第二例会              18:30～ ホテルシティプラザ北上               
(3) ２月のライオンズレート            １ＵＳドル    109 円  
    

７. 報告並びに連絡事項                            会長 Ｌ.小瀬川泰志 
(1) アイバンク登録並びにアイバング『光の箱』共同募金について  

募金  ３月15 日(金) 送金 〔御協力をお願いいたします〕  
(2)  CN 55周年記念式典について 

８委員会の委員長は、委員会の進捗状況(予定)等を明記の上   
３月４日(月)までに事務局に提出してください･         

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                                      出席委員長  Ｌ. 阿部吉夫 

         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        

 
 

会員スピーチ               

『元ガバナーの月スピーチ』    名誉顧問 L.中村好雄 
  

         

☆☆━━━━━━━━━━━━  募  集   ━━━━━━━━━━━━━━☆☆ 
     

☆☆☆ 第102 回ライオンズクラブ国際大会ミラノ(イタリア)大会 ☆☆☆ 
   

期  日  ７月４日(木) ～ ７月11 日(木)  登録参加 ７名 (２月28日現在)     
登録申込  L.及川 力、L.齊藤りえ、L.佐藤 甲、L.菅原好昭、 
      LL.及川澄子、LL.佐藤晴奈、Ｎ.佐藤いさ 

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

☆☆☆屏東市獅子會 51 周年記念式典 ☆☆☆ 
  

期 日  ４月18 日(木) ～ 21 日(日)   登録参加 27名 (２月28日現在)     
 L.中村好雄、L.阿部吉夫、L.川辺迅志、L.和田勝司、L.菊池進一、 

L.斎藤能久、L.及川 力、L.千田和秋、L.大川正裕、L.小瀬川泰志、 
L.中野義明、L.齊藤りえ、L.髙橋隆宏、L.田鎖智也、L.阿部 豊、 
L.佐藤 甲、L.菅原好昭、L.関 里美、L.及川綾子、L.齊藤智幸、 
L.中村達也、LL.阿部あさ子、LL.川辺さつ子、LL.高橋映子、 
LL.木内理加、LL.菊池洋子、LL.及川澄子、LL.大川要子、Ｎ.関 由有那 

     



           

☆☆☆ 御協力ありがとうございます  ☆☆☆ 
 

 
  

MJF 1000 ドル献金 協力ライオン 
   

Ｌ. 照井 將 ( ６回目)  109,000 円 ２月献金 
〔クラブ LCIF コーディネーター〕  
Ｌ. 菅原好昭 ( ３回目)  109,000 円 ２月献金(本年度２回目) 

 
             

☆☆☆ 御協力ありがとうございます  ☆☆☆ 
引き続き御協力をお願い申しあげます  

  

1月４日～ 1月31日分 資源回収事業収益金 
 

マルサ商会   2,490 円 
  

  新聞   100 kg、 雑誌   10 kg、 ダンボール  390 kg    

資源協力者      L.中村好雄、L. 舘 勇 、L.高橋美津男、L.村上満智夫、L.菊池進一 
       L.木内 充、L.齊藤りえ 

             

12月11日・ 12月22日分 資源回収事業収益金 
  

岩手カレットセンター  2,670 円  資源協力者 Ｌ.千田和秋 
  

  新聞 60 kg、 ダンボール 290 kg、 雑誌  70  kg             

重度障がい者施設『社会福祉法人いわて共生会あけぼの』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〕(２月28日現在)    

協力者  L.照井 將、L.阿部吉夫、L.斎藤次彦、L.柴田英雄、Ｌ.木内 充、 
L.斎藤能久、L.及川 力、L.千田和秋、L.大川正裕、L.吉田芳男、 
L.三宅 靖、L.木村幸男、L.及川綾子              

中古眼鏡リサイクル収集 〔海外支援事業〕  (２月28日現在) 
  

協力者  L.中村好雄、L.阿部吉夫、L.斎藤次彦、L.千田和秋、L.大川正裕、 
     L.三宅 靖                

使用済み切手並びに使用済プリペードカード収集 (２月28日現在) 
   

協力者  L.中村好雄、L.照井 將、L.阿部吉夫、L.斎藤次彦、L.高橋勇喜、 
L..和田勝司、L.柴田英雄、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.大川正裕、L.三宅 靖、L.及川義明、 
L.青柳秀夫、L.木村幸男、L.笠井成人     

 


