
 

第 1021 回 理事会・例 会 
 

2019 年 9 月 25 日(水) 

司会進行 ﾗｲｵﾝ･ﾃｰﾏ L.後藤 徹 

 
 

 

１）開会宣言並びに開会ゴング 

２）国旗に敬礼 

３）国歌斉唱並びにライオンズクラブの歌 

４）会 長 挨 拶 

５）幹 事 報 告 

(1)332 複合地区 GAT 合同会議開催案内がゾーン･チェアパーソンに届いております。 

   ■開催 10/16(水) 受付:9:30～ オープニング 10:00～16:00 終了 パレスへいあん(仙台市) 
  

(2)第 58 回東洋･東南アジアフォーラム広島について<11／8(金)～11/10(日)2 泊 3 日>行程表添付 

  ■旅行料金 一人 112,000 円 ■大会登録料 1 人 12,000 円 ■〆切 9/30 

■332ーB 地区の夕べ参加申込〆切 10/4 登録料 @10,000  
  

(3)ゾーン内合同 ACT「第 28 回ＬＣ少年剣道錬成大会」委嘱状が主管クラブより届いております。 

・11/4(月)祭日開催 会場：<北上総合体育館於> …(主管=北上ＬＣ) 

委嘱状 会長 L.菅原 浩→大会副会長    第一副会長 L.梅木 忍 → 大会参与 

教育委員長 L.小笠原正則→大会副委員長  教育委員メンバー → 大会委員 
 

(4) 8/29 開催のわたしの主張北上地区大会への後援に対して御礼の文書が届いております。 
 

(5) 萩の江より第 44 回「感謝祭」のご案内が届いております。 

  ・日時：10/6(日)雨天決行 10:00～14:30 ・場所：萩の江  
  

(6)㈱いわてアスリートクラブより昨年より引続き「夢チケット協賛」についてのお願いの文書が 

届いております。  

◆協賛内容｢夢チケット｣ 2019 いわてグルージﾔ盛岡ホームゲーム観戦チケット無料招待用 
 ※ゾーン内合同 ACT として各クラブ１万円の協賛 

      北上開催 １０／５(土)12:00 キックオフ・１０／２７(日)13:00 キックオフ 北上総合運動公園北上陸上競技場 

 

 

 

６）委員会報告 

●出席計画委員会・・・◆10/12(土)花泉 LCCN5０周年記念式典 <花泉総合福祉センター>     

  委員長 L.鈴木幸雄    登録者 L.菊池徳男 L.伊東六郎  L.佐藤好徳 

           ◆10/13(日)金ヶ崎 LCCN50 周年記念式典<みどり郷アイスアリーナ> 

            登録者 L.菊池徳男 L.髙橋義典 L.照井寛幸 L.菊池元宏 
 

●市民環境委員会・・・ ■世界ライオンズ奉仕デー(早朝清掃)について 
委員長 L 佐々木正幸   10/8(火) 6:00～・集合場所：口内“産直あぐり夢”駐車場集合 

                       ■10/15(火) 萩の江交流会実施予定  ・詳細については後日報告いたします。 
                         

●保健委員会  ・・・ ◆全血献血実施報告  (於)㈱システムベース 
委員長 L.髙橋純也      9/13(金) 受付 19 名・採血 17 名 400cc×17 名=6,800ml  

■今後の協賛予定 

          10/3(木) <9:30～16:３０>   北上市役所本庁舎 
 

●教育･YCE 委員会・・◆第 28 回ＬＣ少年剣道錬成大会 <北上市総合体育館>…(主管=北上 Lc) 

  委員長 L.小笠原正則  11/4(月)<振替休日> 集合･受付 8:30 開会９:00 ライオン帽、上履きを持参。  
                 

●姉妹交流委員会 ・・ ◆9/15-16 開催の陸中山田 LC 秋祭り交流会についての報告 
委員長 L.照井 勉      5 名参加  

 



７）その他 
    ①家族会員の年会費について第二例会においてご請求させていただきます。 

②第 28 回北上市花いっぱい市民集会予定→  日時:10/8(火)13:30～ 日本現代詩歌文学館   

③しらゆりの植栽予定→ 日時:10/26(土)13:00～ 

 
８）アテンダンス報告 …  会員 45 名  今日の出席  30 名・出席率 66.6  ％ 

                                  ・・・出席・計画委員長 L.鈴木幸雄 
 

９）閉会ゴング 

 

 

 

 
 

                        懇親会次第                      

                                          

                     司会進行  ﾗｲｵﾝ･ﾃｰﾏ L.後藤  徹 
 

     

１）開会のことば     ・・・・・             第一会長 L.梅木  忍  
 

２）乾 杯 (we serve)  ・・・・・             9 月誕生者 L.高橋 純也(9/26) 
 

 

懇  談 
 

３）テールツィスター登場  

 

４）ライオンズローア   ・・・・・・           前会長 L.照井  勉 

5）閉会のことば      ・・・・・・          第二副会長 L.佐藤  功 

 

 10 月 予定     
                

10/3 日(木)全血献血協賛  10:00～16:30    北上市役所本庁舎 

6 日(日)萩の江感謝祭    10:00～       萩の江 

 7 日(月)執行部打合せ     13:00～          事務局   

8 日(火)ライオンズデー(早朝清掃)第 1022 回例会) 6:00～ 産直口内あぐり夢」駐車場 

12 日(土)花泉 LC50 周年記念式典 式典 11:00～ 花泉総合福祉センター 
登録者 3 名 L.菊池徳男 L.伊東六郎 L.佐藤好徳 

 

13 日(日)金ヶ崎 LC 50 周年記念式典<受付 10:00～ 式典 11:15～ 祝宴 12:30～>  みどりの郷ｱｲｽｱﾘｰﾅ 

登録者 4 名 L.菊池徳男 L.髙橋義典 L.照井寛幸 L.菊池元宏 
 

15 日(火)萩の江交流会  

21 日(月)執行部打合せ    12:00～         事務局  

23 日(水)第 1023 回理事会･例会 18:30～      ブランニュー北上 

27 日(日)北上 LCCN55 周年記念式典 <受付 10:00～ 式典 11:00～ 祝宴 12:45>  ホテルシティプラザ北上   


