第 999 回 理事会･例 会
2018 年 10 月 24 日(水)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)キャビネット事務局から
①ライオンズクラブ国際本部スタディツアーのご案内が届いております。(回覧)
期日:2019.1/13(日)～1/17(木) 会場:国際本部シカゴ 先着 25 名 〆切 11/9 必着
②｢平成 30 年北海道胆振東部地震災害｣に対する義捐金の拠出報告
会員一人当たり 1000 円相当(10$)を地区緊急積立金より拠出。地区内送金金額 1,692,740 円
※クラブ換算 会員 48 名×10$ ×113$(ﾚｰﾄ)=54,240 円
③平成 30 年度ライオンズクラブ献血推進研究会のご案内が届いております。
〆切 10/25(木)
・日時:11/5(月) 受付 12:00～15:00
・場所:ホテルメトロポリタン盛岡ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
(2) 北上市花いっぱい運動推進協議会よりしらゆり植栽についてご案内がきております。
日時：10/27(土)6:30～ ・集合場所：北上総合運動公園内 しらゆり植栽地 展望台付近
(3) あぐり夢口内創業 20 周年記念式典・祝賀会のご案内が届いております。
日時：11/24(土)14:00～ ホテルシティプラザ北上 ※クラブ対して感謝状の授与あるとのこと
(4) 10/13(土)北上西ロータリークラブ創立 50 周年念式典参加に対しての御礼の文書が届いてお
ります(会長 L.照井勉出席)
(5)10/14(日)釜石リアス LC50 周年記念式典参加に対しての御礼の文書が届いております。
会計 L.小原敏弥、L.菊池元宏 出席
(6) 10/9(火)第 27 回北上市花いっぱい運動市民集会へ幹事 L.佐藤 功が出席してまいりました。
(7) 10/10(水)北上市安全安心まちづくり大会へ会長 L.照井 勉が出席してまいりました。
(8)10/14(日)開催第 43 回萩の江「感謝祭」参加に対してお礼の文書が届いております。幹事出席
(9)10/18(木)萩の江交流会に対して御礼の文書が届いております。※利用者さんからの手紙添付
６）委員会報告
◇市民環境委員会 ・・ ◆10/18(木)萩の江交流会実施収支報告<9:00～13:30>
委員長 L.柏葉一夫

収
委員会予算

合

計

入

支 出
51,000 食材･飲物･くだもの等
（ビックハウス）
豚 肉 (軽石精肉店)
51,000

合

計

32,266
16,000
48,266

※ 51,000 ― 48,266＝ 2,734 円残
〇参加協力者 L.柏葉一夫 L.菅野良康 L.菊池徳男 L.髙橋義典 L.伊東六郎 L.佐藤好徳
<L.13名/LL2名> L.佐々木正幸 L.照井 勉 L.菅原 浩 L.佐藤 功 L.小笠原正則 L.髙橋佐久子
L.髙橋 学 LL 菅原千恵子 LL 髙橋あい

◆11 月清掃奉仕 11/11(日) 6:30～
黒沢尻北公園<通称…お旅や>
持参するもの→熊手,竹ぼうき,剪定はさみ等々

◇保 健 委員会 ・・・■11 月予定 11/23(金)祝日) まごころ献血 10:00～16:30 イオンタウン北上
委員長 L.佐藤博明
※当日、午前中 2 時間位の広報活動を予定しておりますので委員並び
に執行部の皆さんはライオン帽持参のうえ,お集まり願います。
◇教育･YCE 委員会・・・■第 27 回 LC 少年剣道錬成大会について
委員長 L.後藤芳晴
11/4(日) 集合 8:00～･開会式 9:00～
和賀西小学校体育館(於)
※ライオン帽、スリッパ持参、多数の参加(応援)協力をお願いいたします。

7） 議事
(1)12 月第二例会日の変更について
12/第四週水曜日 12/26(水)→12/19(水)に変更(年末家族会)

８）その他
①11/11(日) 第 1000 回記念例会について
例会 17:00 から 渡り温泉 ホテルさつき ※午後３時頃より入館できます
8）アテンダンス報告 … 会員 48 名

今日の出席 26 名・出席率

54

％

9）閉会ゴング

■ 司会進行
ﾗｲｵﾝ･ﾃｰﾏ L.髙橋 勝樹

1) 開会のことば

・・・・・・・・・

2) 乾

杯(we serve)

3) 懇

談

第一副会長 L.菅原

・・・・・・・・・・

浩

10 月誕生者代表 L.熊谷幸市
(誕生日 10/15)

4) ローア

・・・・・・・ ・・・

5) 閉会のことば

・・・・・・・・・

前 会 長 L.佐々木正幸
第二副会長 L.梅木

忍

10・11 月行事予定
10/27(土) 6:30～ 白百合の植栽
大堤公園内
キャンプ場付近
〃
本荘 LC 交流 20 周年記念交流会 集合 13:30
北上市役所本庁者
11/4(日) 第 27 回 LC 少年剣道錬成大会 8:00 開場 9;00 開会
和賀西小学校体育館
会長 L.照井 勉 第一副会長 L.菅原 浩 教育委員長 L.後藤芳晴 副委員長 L.小笠原正則
5(月) 平成 30 年度ライオンズクラブ献血推進研究会 12:00～15:00 H ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡
9(金) 執行部打合せ
12:00～
事務局
11(日)

早朝清掃奉仕 6:30～ 黒沢尻北公園

11(日) 第 1000 回理事･例会 17:00～
渡り温泉 一泊
12(月) 第二回 ZC 会議(11:00～)第二回キャビネット会議(13:00～) H ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾆｭｰｳｨﾝｸﾞ
23(木) <勤労感謝の日> まごころ献血 10:00～16:30 広報活動実施予定
イオンタウン北上
<保健委員メンバーL.佐藤博明 L.髙橋純也 L.髙橋義典 L.笠井政雄 L.熊谷幸市 L.高橋佐久子
>執行部 L 照井 勉 L.佐藤 功 L.小原敏弥 L.小笠原正則 L.髙橋勝樹

27(火) 執行部打合せ
28(水) 第 1001 回理事会・例 会

12:00～
18:30～

事務局
ブランニュー北上

)クリスマス献血の実施についてのお願いの文書が岩手県赤十字血液センターより届いて
おります。 日時 12/23(日)10:00～12:00 さくら野北上店南側広場 三クラブ合同
※広報活動実施により「ボランティア活動行事保険」に加入するために参加予定者の登録
を 11/2 までに報告。

② 332-B 地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座について
・日時:11/25(金) 受付 12:30～ 講座:13:00～
・場所:いわて県民情報交流センター(アイーナ)５階会議室 501
?25(金)

〆切 11/7(月)

332-B 地区薬物乱用防止教育認定講師養成講座<受付 12:30～講座:13:00～>
いわて県民情報交流センター(アイーナ)５階会議室 501

入会式

次 第

・・・・・

■司会進行

会員委員長Ｌ.照井 寛幸

1)開 会 宣 言
…………………
会員副委員長 L.高橋 純也
2)新入会員紹介
…………………
スポンサーL.宮川 晃治
3)ラベルボタン着用並びに戴帽 …………………
会長Ｌ.佐々木正幸
4)新入会員の誓約
…………………
5)歓迎のことば
…………………
会長Ｌ.佐々木正幸
6)新会員役職並びに所属委員会の発表 …………………
会長Ｌ.佐々木正幸
… 教育･YE 委員会

7)新会員あいさつ
8) 閉 会 宣 言

…………………

? ? 新会員のご紹介 ☆☆
髙橋 一也 ……

会員委員Ｌ.佐藤 好徳

<推薦書添付>
スポンサーＬ.宮川

晃治

・生年月日 : 1956(S31)年 11 月 10 日
・お

店 / ： 岩手三陸かき酒場／代表

・お店住所 : 北上市諏訪町 1-1-4 リバーサイドビル 2F
・自宅住所 :

奥州市水沢区人明町 2-1-7 レントハウスアテルイ

