
  
 

       第 1013 回 理事会・例 会 
 

2019 年 5 月 22 日(水) 

18:30～ブランニュー北上 

司会進行 ﾗｲｵﾝﾃｰﾏ L.髙橋 勝樹  

 
 

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) 国際本部から 100 周年記念会員増強賞プログラムにおいて「ダイヤモンド 100 周年ライオン」 

ピンが L.高橋純也 L.小原敏弥にまた、ゴールド 100周年ライオンピンが L.髙橋勝樹に届いており

ます。  ※ダイヤモンド⇒スポンサーした新会員が３年と１日、ゴールドは２年と１日存続 
 

(2) 332-B 地区キャビネット事務局より次期三役セミナー開催のご案内が届いております。 

<次期会長 L.菅原浩 次期幹事 L.後藤芳晴 次期会計 L.菊池元宏出席予定>    登録〆切 5/24(金) 

日時：6/10(月) 盛岡グランドホテル    

・受付 10:00～10:20 ⇒ ・開会式 10:30～10:45 ⇒ ・基調講演 10:45～12:00 

・次年度地区運営方針他説明 12:00～12:55 ⇒  < 昼食 13:00～13:40 > 

・セミナー 13:40～14:40 ⇒ ・閉会式 14:50～15:15 
 

(3) 第 4 回ガバナー諮問委員会開催案内がゾーン･チェアパーソンより届いております。 

   日 時 ： 6/12(水)18:30～ ブランニュー北上                 登録〆切  6/4(水) 

出席者： 現三役・次期会長・次期ゾーン三役・第二副地区ガバナー出席予定 
 

(4) 夕張中央ライオンズクラブ会長より令和元年夕張メロンフェアーのご案内が届いております。 

   <現在会員 4 名・家族会員 3 名> 売り上げの一部が活動資金とのことです。 

   受注期間 5／20～7／末  ・発送開始(予定)6/15 から  

販売価格 1 玉(1.6kg)3,850 円 2 玉(3.2kg)6,000 円 ※税･送料込み   事務局まで!! 
 

(5) 萩の江より萩の江だよりが届いております。 
 

            
  

6）委員会報告   

・保健委員会・・・ ◇5 月実施報告 
    委員長 L.佐藤博明   5/10(金)9:30-16:30  北上市役所 

                受付 58 名 採血 53 名  200cc×1 名・400cc×52 名=21,000ml   

                5/17(金) 9:30-11:30  北上警察署 

                        受付 16 名 採血 13 名  400cc×13 名=5,200ml   

 5-6 月予定  5/24(金) 9:30～11:30 富士善工業㈱ 

6/20(木) 9:30～12:30  北上地区自動車整備事業協同組合(於) 
             

・市民環境委員会・・◇ 6/9(日)早朝 6:00～ 清掃奉仕活動  場所…グラスランド男山 
委員長 L.柏葉一夫  ◇ 北星荘慰問について  

6/13(木)10:00～12:00  北星荘(於)  余興⇒ 民謡・踊り<岩月福田会> 
              

7）そ の 他 

① 5/12(日)第 65 回年次大会於いて<登録 30 名/出席 27 名> 

今年度授賞… 栄光のアワード ・姉妹交流優秀賞《金賞》・献血推進優秀賞<銅賞>   

 

8）アテンダンス報告   

      出席・計画委員長 L.林 和幸 ……   会員数 48 名   今日の出席 名・出席率  ％ 
 

9）閉会宣言並びに閉会ゴング 



 

懇親会 次第 

            司会進行 ﾗｲｵﾝﾃｰﾏ L 高橋勝樹 
 

1) 開会のことば    ・・・・・・        次期会長 L.菅原 浩  

2) 乾 杯     ・・・・・・・・ 次期第二副地区ガバナーL.菊池徳男 

 

3) 懇 談 

4) ローア     ・・・・・・・ ・           会 計 L.小原敏弥 

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

  

 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊今後の予定＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

5 月予定                                             

24 日(金) 全血献血協賛  9:30-11:30    富士善工業㈱ 
 

26 日(日) 332 複合地区第 65 回地区年次大会<北上市役所 7:00 出発>   仙台市 江陽グランドホテル 
<代議員会 9:30～･大会式典 12:30～ 祝宴 13:45～> 
  

28 日(火) 18:00～ 現･次期５役並びに各委員長引継準備打合せ会  ブランニュー北上  
   

 

 ６月予定                                             
  

5 日(水) 12:00～  執行部打合せ   事務局 
 

5 日(水) 13:15～14:00 第 4 回ゾーン・チェアパーソン会議 14:10～ 15:00 キャビネット会議         

…第二副地区ガバナーL.菊池徳男出席予定…     ホテルメトロポリタン盛岡 
          

8 日(土) 第 21 回北上市ラクビーフェスティバル  北上市総合運動公園 

※14:00 キックオフ～ 釜石シーウェイブス vs ク神戸製鋼コベルコスティーラーズ  
 

9 日(日)  6:00～  早朝清掃奉仕(第 1014 回例会)         グラスランド男山 
 

10 日(月) 次期三役セミナー     会場：盛岡グランドホテル 

<受付 10:00～ ⇒ 開会式 10:30～  ⇒  基調講演 10:45～ 次年度地区運営方針他説明 ⇒ 12:00  

昼食 13:00～13:40  セミナー 13:40～14:40  ⇒ 閉会式 14:50～15:15 
 

11 日(火) 12:00～ 次期予算委員会          ブランニュー北上  
                  

12 日(水) 18:30～  第 4 回諮問委員会(現三役･次期会長･次期第二副地区ガバナー出席予定) ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰ北上 
 

13 日(木) 10:00～  老人ホーム北星荘慰問            老人ホーム「北星荘] 
 

19 日(水) 12:00～  次期準備理事会                   ブランニュー北上 
 

20 日(木) 9:30～12:30 全血献血協賛   北上地区自動車整備事業協同組合(於) 
          

25 日(火) 12:00～  執行部打合せ              事務局 
 

26 日(水) 18:30～  第 1015 回理事会例会並びに新旧役員引き継会 ブランニュー北上             
                                                                                         

＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊ 

 

  


