第 1025 回 理事会・例 会
2019 年 11 月 27 日(水)pm6:30～
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フﾞの歌
４）会 長 挨 拶
５）幹 事 報 告
(1)国際協会よりメルビン・ジョーンズ・フェローレベルピンが届いております。
Ｌ菊池元宏(4 回目) 1,000$
10/15 108,000 送金に対して
(2)11/19(火)LCIF(MJF1000$)2 名と会員 20$献金をライオンズクラブ国際財団へ送金。
・MJF 第一副地区ガバナーL 菊池徳男(個人献金) 1000$×3 口 (11 月ﾚｰﾄ) 109 円
109,000 円×3 口= 327,000 円(個人献金５回目)
・MJF 会長 L 菅原 浩
1,000$×109 円(11 月ﾚｰﾄ) = 109,000 円
・会員 20$献金 45 名×20$×109 円(11 月ﾚｰﾄ)＝ 98,100 円
(3)キャビネット事務局から
岩手県民情報交流センター アイーナ 5F
①地区糖尿病セミナー 12/3(火)13:30～14:30
地区新会員オリエンテーション 12/3(火)14:45～16:30
〃
出席者 第一副地区ガバナーL 菊池徳男 ZCL 高橋義典 会長Ｌ菅原浩 新会員 L 柴田祥悦 L 千葉敬信
②｢台風 19 号｣大災害支援金について
(1)地区対応として地区緊急積立金より会員一人 1.000 円を LCIF へ送金しました。
<332-B 地区 1,000×1.428 名(家族会員除き)の 1,428,000 円>
※但し迅速に対応に付き今回は、会員 LCIF 献金実績とはなりませんとのことです。
また、台風 19 号緊急支援金について日本ライオンズ･アラート委員会において任意での
受け入れ口座を開設。
振込先→ 三菱 UFJ 銀行 京橋支店(023) 普通口座 0847891
一般社団法人ライオンズ・アラート委員会 委員長 小林聡(こばやしさとし)
(4) 第二回ガバナー諮問委員会について
日時：12/9(月)18:30～
ブランニュー北上
出席者： 三役・第一副会長 第一副地区ガバナー ゾーン三役 出席予定
(5) 江釣子 LC 第二例会&忘年会開催のご案内が届いております。
日時 12/17(火)18:30～
和食 Dining きたかみ川 <ゾーン三役・クラブ三役出席予定>
(6) 11/4(月)開催の第 28 回 LC 少年剣道錬成大会に対して御礼の文書と大会誌が届いております。
当日出席者 第一副地区ガバナーL.菊池徳男 2R-2ZZCL.髙橋義典 会長 L.菅原 浩 前会長 L.照井 勉
第一副会長 L.梅木 忍 幹事 L.後藤芳晴 会計 L.菊池元宏 教育委員長 L.小笠原正則
(7) 日本赤十字岩手県支部北上地区長よりクリスマス献血呼びかけの協力願いの文書が届いて
おります。 日時:12/22(日) 10:30～12:00
さくら野北上店南側広場
登録者 保健委員会 L.髙橋純也 L.髙橋義典 L.安原孝郎 執行部 L.菅原 浩 L.菊池元宏 L.後藤芳晴
(8)「IBC ラジオ･チャリティ･ミュージックソン」への協力依頼が届いております。
日時:12/24(火)12:00～12/25 日(水)12:00 江釣子ショッピングセンターパル

6）委員会報告
◇出席・計画委員会 ・・ ■年末家族会について……※本日 5 時からの委員会報告。
委員長 L.鈴木幸雄
12/18(水)18:00～
ブランニュー北上
◇保健委員会 ・・■11/24 (日)祝日<10:00-16:30> 第 153 回まごころ献血実施報告 <イオンタウン北上>
委員長 L.高橋純也

広報活動<10:00-11:30>協力 L.菅原浩 L.髙橋純也 担当理事 L.髙橋義典 L.安原孝郎
受付 54 名・採血 50 名 400cc×50 名=20,000ml
献血協力(400cc) 会長 L.菅原 浩
L.気仙裕介

12 月予定◆１2/22(日) 10:00～16:00 クリスマス献血

さくら野北上店南側広場
<ゾーン内三クラブ合同協賛、広報活動実施につき委員会、執行部は当日
ライオン帽持参で 10:30 まで集合をお願いします>

◇会員委員会 ・・・ ■退会者について
副委員長 L.佐々木正幸
L.蔡 和嶔 (喫茶 アベーニュ/代表)

7）議 事
(1)退会者の承認について
８）そ

の

…

2019.3 月再入会

承 認

他

9）アテンダンス報告
会員 44 名
今日の出席 28 名・出席率 63.6 ％

……

出 席 ･計 画 委 員 長 L.鈴木幸雄

10）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.後藤 徹
1) 開会のことば
2) 乾 杯

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
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3) ローア
4) 閉会のことば

第一副会長 L.梅木 忍
11 月誕生者代表 L.伊東 六郎

談 >

テールツィスター登場

テールツィスタ―L.及川 純子

・・・・・・・ ・・・
・・・・・・・・・・

前会長 L.照井
第二副会長 L.佐藤

勉
功

12 月の主な行事
12/ 3 日(火) 地区糖尿病セミナー・地区新会員オリエンテーション
アイーナ
9 日(月) 第 2 回ガバナー諮問委員会 18:30～
ブランニュー北上
<ゾーン三役・三役・第一副会長・第一副地区ガバナー 出席予定>
10 日(火) 執行部打合せ
13:00～
事務局
11 日(水) 第 1026 回理事会･例会
12:15 ～
ブランニュー北上
17 日(火) 執行部打合せ
13:00～
事務局
17 日(火) 江釣子 LC 第二例会忘年会 18:30～ <三役・ゾーン三役出席予定> きたかみ川
18 日(水) 年末家族会(第 1027 回理事会･例会) 18:00～
ブランニュー北上
22 日(日) クリスマス献血 Z 内３クラブ合同 10:30～12:00
さくら野北上店南側広場
※広報活動実施に付、ライオン帽持参で… 執行部･保健委員の方々は参加協力を…

24 日(火) ラジオチャリティーミュージックソン 13:00～14:00
※執行部・各委員会から１～2 名の方の参加協力を…

江釣子ショッピングセンター

