
   

第 1323 回 ４月 第一 例会    
                          日 時 2019年 ４月11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    
４月 ７日(日) ゾーン内合同アクティビティ｢アジサイ周りの清掃作業｣       6:00～   展勝地 桜並木 

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.照井 將、委員Ｌ.及川綾子 
Ｌ.及川 力、Ｌ.千田和秋、Ｌ.中野義明、L.三宅 靖、L.及川義明、L.阿部 豊、 
会長L.小瀬川泰志、幹事L.田鎖智也、LL.柴田とく子、LL.木内理加、LL.千田公子、 
LL.大川要子、事務局員   

４月 ８日(月)  332-B 地区 第２回ライオンズクエスト運営委員会 13:00～ ホテルメトロポリタン盛岡 本館４階 
出席者  次期地区ライオンズクエスト副委員長予定者L.中野義明、   

４月 ９日(火)  北上コンピュータ･アカデミー 入学式      受付９:00～ 北上コンピュータ･アカデミー 
   出席者  次期レオ YCE 委員長L 阿部 豊    
４月11日(木) 公共施設の献血支援〔岩手県立中部病院〕              14:30～16:30       

(2)今後の行事 
４月12 日(金) 屏東市獅子會周年記念参加者 打ち合わせ会           12:00～  ホテルシティプラザ北上   
４月12日(金)  332-B地区アワード審査会        12:30～ ホテルメトロポリタン盛岡(本館)   
４月12日(金) 次期 三役打合せ会                   15:00～ 北上ＬＣ事務局 
出席予定  次期会長L.中野義明、次期幹事L.髙橋隆宏、次期会計L.齊藤智幸、事務局員  

４月15 日(月) 第一回次期準備理事役員会    食事18:30～・会議19:00～ ホテルシティプラザ北上 
出席予定  次期会長L.中野義明、次期幹事L.髙橋隆宏、次期会計L.齊藤智幸、L.小瀬川泰志、 

L.及川 力、L.阿部 豊、Ｌ.田鎖智也、L.山内春雄、L.笠井成人、L.八重樫 敏、 
L.片方寛之、L.小瀬川 敦、L.伊藤文洋、L.柴田英雄、L.高橋勇喜、L.千田和秋、 
L.三宅 靖、L.木村幸男、L.阿部吉夫、L 佐藤 甲、L.吉田芳男、L.関 里美、 
L.菅原好昭、L.齊藤りえ、L.平賀雪雄、L.及川綾子、L.髙橋 香、L.菊池進一   

４月  日( )  北上レオクラブ ４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、次期レオ YCE委員長L.阿部 豊   

４月18日(木)  北上国見LC の『お花見会』                18:00～ ブランニュー北上 
  出席予定  第二副会長L 伊藤桂樹、会計Ｌ.佐藤 甲    

４月19 日(金) 専修大学北上福祉教育専門学校の献血支援             15:30～16:30     
４月18日(木) ～ 21 日(日)『屏東市獅子會51周年記念式典参加』  登録参加 ２9名 
登録出席  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   

４月25日(木) 第1324回 ４月第二例会             18:00～ ホテルシティプラザ北上 
        『お誕生会』、『屏東市獅子會51周年記念式典参加者帰朝報告会』      

(3) ３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) ゾーン内合同アクティビティ 展勝地アジサイ周りのゴミ除去と下草刈り作業   
(2)  CN 55 周年記念式典について 

８委員会の委員長は、委員会予算書・計画書(予定)等を５月31日(金)までに事務局に提出してください      

 



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 59 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 
 
     

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

  

☆☆☆ 332-B 地区(岩手県)第 65 回年次大会 ☆☆☆  
  

５月 11 日(土)   親睦ゴルフコンペ  スタート 8：00～ 盛岡カントリークラブ  
    

５月 12 日(日) 代議員会・式典・祝賀会   盛岡グランドホテル        
代議員会  受 付  8:40 ～  9:00   委員会 9:00 ～ 9:20 (資格審査･議事運営･指名選挙) 

   開会式 9:25 ～  9:50   投  票 9:50 ～ 10:15    決議会 10:15 ～ 11:00       
大会式典  受付 10:20 ～ 11:00   式典 11:10 ～ 12:30   祝賀会 12:40 ～ 14:40          
有資格者 １名 332-B地区 名誉顧問 L.中村好雄   
代 議 員 ９名 2R2Z YCE 委員L.及川 力、会長L.小瀬川泰志、次期会長L.中野義明、 
         次期第一副会長L.阿部 豊、次期第三副会長L.山内春雄、幹事L.田鎖智也、 
         会計L.佐藤 甲、次期幹事L.髙橋隆宏               
登録参加  L.中村好雄、L.阿部吉夫、Ｌ川辺迅志、Ｌ.和田勝司、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.大川正裕、 

L.小瀬川泰志、L.中野義明、L.山内春雄、L.髙橋隆宏、L.田鎖智也、L.阿部 豊 
L.佐藤 甲、L.菅原好昭、L.中村達也、L.髙橋哲文、LL.中村祝子、LL.阿部あさ子、 
LL.菊池洋子、LL.及川澄子、LL.大川要子、事務局員  

  
  

☆☆☆ 332 複合地区(東北６県)第65 回年次大会 ☆☆☆  
    

５月 26 日(日)  代議員会・式典・議長午餐会  紅陽グランドホテル(仙台市)          
代議員会  受付  ９:00 ～  9:30   資格審査委員会  9:30 ～  9:50     総会 10:00 ～  11:00    
大会式典   受付 10:00 ～  11:00   式典  11:10 ～  12:30  
午 餐 会     祝宴 13:00 ～  15:00    

       
有資格者 １名 332-B地区 名誉顧問 L.中村好雄    
代 議 員 ９名 2R2Z YCE 委員L.及川 力、会長L.小瀬川泰志、次期会長L.中野義明、 

      次期第一副会長L.阿部 豊、幹事L.田鎖智也、会計L.佐藤 甲、 
      次期幹事L.髙橋隆宏、次期会計L.齊藤智幸 

  
    

☆☆☆ 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      
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 

 
  
  



 
   

☆☆☆ 御協力ありがとうございます  ☆☆☆ 
   む  

   

３月１日～ ３月31日分 資源回収事業収益金 
 

マルサ商会   7,550 円 
  

  新聞   100 kg、 雑誌   220 kg、 ダンボール  1,210 kg、 アルミ   ４ kg    

資源協力者      L. 舘 勇 、L.川辺迅志、L.和田勝司、L.柴田英雄、L.村上満智夫、 
       L.木内 充、L.大川正裕、L.小瀬川泰志、L.三宅 靖、L.佐藤 聡 
       L.齊藤りえ、L.髙橋隆宏、L.髙橋哲文、八重樫チメさん                  

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〕(４月11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 

     



        
４月15 日(月) 第一回次期準備理事役員会    食事18:30～・会議19:00～ ホテルシティプラザ北上 
出席予定  次期会長L.中野義明、次期幹事L.髙橋隆宏、次期会計L.齊藤智幸、L.小瀬川泰志、 

L.及川 力、L.大川正裕、L.阿部 豊、Ｌ.田鎖智也、L.山内春雄、L.笠井成人、 
L.八重樫 敏、L.片方寛之、L.小瀬川 敦、L.伊藤文洋、L.柴田英雄、L.高橋勇喜、 
L.千田和秋、L.三宅 靖、L.木村幸男、L.阿部吉夫、L 佐藤 甲、L.照井 將、 
L.吉田芳男、L.関 里美、L.菅原好昭、L.齊藤りえ、L.平賀雪雄、L.及川綾子、 
L.村上満智夫、L.高橋美津男、L.髙橋 香、L.和田勝司、L.中村達也、L.菊池進一 

 


