
 

第 1009 回 理事会･例会並びに入会式及び次期役員指名会 

 

2019 年３月 27 日(水) 

                                18:30～ 巓 升 郭 

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ｽﾞｸﾗﾌﾞの歌 
４）会長挨拶 

５）幹事報告 

(1)キャビネットより次期ゾーンチェアパーソン会議･研修会のご案内が届いております。  

  日 時 4/15(月) 受付 10:30～ ZC 研修会 13:00-17:00 懇親会 17:00-18:30    

  場 所 ホテルニューカリーナ  

 出席者：第二副地区ガバナーL.菊池徳男  次期ゾーンチェアパーソン L.髙橋義典 
 

 (2) アイバンク光の箱募金として 2/27（水）第二例会で募りましたドネーション 23,107 円 

を 3/13(火)キャビネット事務局へ送金しました。 
 

(3) LCIF キャンペーン会員 100$献金 今年度残り１人 52$について３/２６(火)国際財団へ 

送金しました。 <会員４６名×52$×111(ﾚｰﾄ)= 265,512 円> 
 

(4)日本赤十字社血液センターから 12 月クリスマス献血に対して報告とお礼の文書が届いており 

ます。  

  
 

６）委員会報告 

保健委員会 ・・・■ 3/24(日)10:00～16:30 全血献血実施報告 (於)さくら野北上店 
副委員長 L.高橋純也     受付 47 名 採血 38 名 200cc×1 名+400cc×37 名=15,000ml 

４月の予定 

                 ・4/11(木)  9:30-12:00 全血献血協賛 ㈱システムベース 

        ・4/19(金)12:30-13:30     〃     養護老人ホーム北星荘 

        ・4/28(日)10:00-16:30 第 152 回まごころ献血 イオンタウン北上 
              ※広報活動 10:00-12:00 を予定しておりますのでご協力をお願いします!! 

 

市民環境委員会・・・■4/5(金)9:00～  地球環境デー・一斉植樹の一環 

副委員長 L.菅野良康    北上市へ白百合の球根代として目録贈呈 <市役所秘書室に於いて> 

■４/7(日) 6:00～ Ｚ内合同 ACT「あじさい周りのゴミ除去作業」 

     場所：ｻﾄｳﾊﾁﾛｳ記念館側に駐車、あじさいロード集合 

持ち物⇒ ゴム手袋，草刈カマ、熊手等、草刈り機は持参できる方        
 

姉妹交流委員会・・◆４/18(木)18:00～ お花見交流会 於)ブランニュー北上  
委員長 L.佐藤 好徳   さいたま南ロイヤル LC・陸中山田 LC・ZC・ゾーン内各クラブへご案内。 

 

 

７）その他 
 

    

   

８）2019-2020 年度役員指名会(別紙添付) ………  指名委員長 L.高橋 義典 

    

 

 



９） 入会式  

入 会 式 次 第            ■司会進行 会員委員長Ｌ.髙橋 純也 

 
1)開会宣言                       会員委員長 L.高橋 純也 

2)新入会員紹介                  会員副委員長 L.佐藤 好徳 

3)ラベルボタン着用並びに戴帽       第二副地区ガバナーL.菊池 徳男 

4)新入会員の誓約 ・・・   

5)歓迎のことば                                会長 Ｌ.照井  勉 

6)新会員所属委員会の発表                          会長 Ｌ.照井  勉 
<市民環境委員会… 今年度 6 月まで> 

7)新会員あいさつ 

8) 閉会宣言                               会員委員 Ｌ.佐々木正幸 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

10）アテンダンス報告  

   会員 47 名 今日の出席  28 名・出席率 58 ％  …出席・計画委員長 L.林 和幸 

 
 

11）閉会宣言並びに閉会ゴング 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4 月予定  
4/ 5 (金) 執行部打合せ     12:00～   事務局 

4/ 7 (日) Z 内合同 ACT「あじさい廻りのゴミ除去」(第 1010 回早朝例会)6:00～ 展勝地サトウハチロウ記念館駐車場 

4/11(木) 全血献血協賛      9:30～11:00 ㈱システムベース 

4/15 (月) 2019-20 年度ゾーン・チェアパーソン予定者会議  受付 10:30～  ホテル二ユーカリーナ 

   次期ゾーン・チェアパーソン予定者 L.髙橋義典、第二副地区ガバナーL.菊池徳男出席予定 

4 /16 (火) 執行部打合せ     12:00～     事務局 
4 /18 (木) お花見例会(第 1011 回理事会・例会）  18:00～   ブランニュー北上 
4 /19 (金) 全血献血協賛養  12:30～13:30 護老人ホーム北星荘 

4 /28 (日) 第 152 回まごころ献血 10:00～16:30   イオンタウン北上   ※広報活動予定 

新新会会員員ののごご紹紹介介    松松村村
まつ むら

  大大成成
たいせい

   スポンサーＬ.照井 勉    

・生年月日 : 1973(S48)年 10 月 19 日     
・会社/職業： ㈲松村時計店 ／ 小売業 

・役 職 ： 代表取締役     

・会社住所 : 北上市本通り 2-2-1 ツインモール東館 2F     

・自宅住所 : 北上市大通り１-４-20-1001 号 aie 北上駅前          

 

懇 親 会 次 第                     ■司会進行…ﾗｲｵﾝ･ﾃｰﾏ L.髙橋勝樹 

 

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

2 乾  杯(we save)     ・・・・・     次期ｿﾞｰﾝﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ L.高橋 義典 
<今月の誕生者代表> 

    

３.懇 談                                  

4.ローア              ・・・・・        前会長 L.佐々木正幸  

5.閉会のことば          ・・・・・           会計 L.小原 敏弥 


