第 997 回 理事会・例 会
2018 年 9 月 26 日(水)
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)ライオンズクラブ国際協会 337 複合地区ガバナー協議会議長より「第 3 回ライオンズクエスト
フォーラム全国大会 in 福岡」開催案内が届いております。
・開催 2019,2/8(金)-2/9(土) 福岡市春日市ふれあいセンター・〆切 11/30・参加費 5000 円
(2)キャビネット事務局から「地区クラブ会長会議」
「地区 LCIF セミナー」開催のご案内が届いてお
ります。
日時：10/16(火)10:30～「地区クラブ会長会議」 (於)岩手産業文化センターアピオ
12:00～(昼食有) 会議 13:30～16:30 「地区クラブ会長会議」
※クラブ LCIF コーディネーター 前会長が自動的に登録となっております。
(3)9/20 開催の ZC 主催｢親睦チャリティゴルフコンペ｣結果報告
(L.大森忠一 L.宮川晃治 L.照井 勉 L.菅原浩 L.梅木忍 L.髙橋勝樹

菅原知恵子(家族会員)

梅木正幸(家族会員)

団体優勝→北上国見 LC 準優勝→北上 LC
３位→和賀 LC
個人１位 L 及川 力(北上) ２位千葉 一(和賀) ３位大森忠一
(4)ゾーン内合同 ACT「第 26 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(日)開催 会場：<和賀西小学校体育館於> …(主管=江釣子ＬＣ)
委嘱状 会長 L.照井 勉→大会副会長
第一副会長 L.菅原 浩 → 大会参与
教育委員長 L.後藤芳晴→大会副委員長
教育委員メンバー → 大会委員
(5) 萩の江より第 43 回「感謝祭」のご案内が届いております。
・日時：10/14(日)雨天決行 10:00～14:30 ・場所：萩の江

幹事出席予定

(6) 平成 30 年度北上市安全・安心まちづくり大会 開催案内が届いております。
・日時：10/10(水)14:00～16:00
場所：さくらホール中ホール 会長出席予定
６）委員会報告
●出席計画委員会・・・◆10/6(土)室根 LCCN２０周年記念式典 <室根ふれあいセンター>
委員長 L.林和幸
登録者 L.照井 勉 L.伊東六郎 L.菅原 浩
◆10/14(日)釜石リアス LCCN50 周年記念式典<釜石市民ホール>
登録者 L.小原敏弥 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 柏葉一夫
10/8(月) 6:00～・集合場所：口内“産直あぐり夢”駐車場集合
◆10/18(木)萩の江交流会について 萩の江(於)
当日 9:00 集合、詳細については後日連絡いたします。
●保健委員会

・・・・◆全血献血協賛予定

副委員長 L.髙橋純也

10/16(火) < 9:30～12:00>

10/25(木) <12:30～13:３０>

富士善工業㈱
養護老人ホーム北星荘

●教育･YCE 委員会・・ ◆第 26 回ＬＣ少年剣道錬成大会 <和賀西小学校体育館>…(主管=江釣子 Lc)
委員長 L.後藤芳晴
11/4(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・・・◆本荘ライオンズクラブ交流２０周年記念交流会について
委員長 L.佐々木正幸

10/27(土)15:00～19:30 鶴ヶ池荘(横手市山内)

日程 → 15:00 鶴ヶ池荘集合 後 ぶどう狩予定

16:00～17:00 入浴休憩 → 17:00～19:30 親睦交流会
19:30
解散
※鶴ヶ池荘から送迎バスが出ます。

７）その他
9/12(水)第 996 回理事会において次期 ZC 推薦について歴代会長を召集し、進める発言を
しましたが、いろいろと考慮した結果、歴代会長会議を訂正し、選考委員(2～3 名程)を選出し、
選考委員会にて進めたいのでご協力をお願いしたい。
選考委員については会長一任していただきます。推薦(候補者)については理事会例会において
報告し承認を得たいと思います。
８）アテンダンス報告 …

会員 48 名 今日の出席

23 名・出席率 48.0 ％
・・・出席・計画委員長 L.林

和幸

９）閉会ゴング

10 月 予定
10/ 5 日(金)執行部打合せ
1:00～
事務局
6 日(土)室根 LC20 周年記念式典 式典 11:00～ 室根ふれあいセンター
登録者 3 名

L.照井 勉 L.伊東六郎 L.菅原 浩
8 日(月)ライオンズデー(早朝清掃)第 998 回例会) 6:00～ 産直口内あぐり夢」駐車場
９日(火) 第２7 回北上市花いっぱい運動市民集会 14:30～ 江釣子交流センター

10 日(水)平成 30 年度北上市安全・安心まちづくり大会 14:00～ さくらホール
13 日(土)北上西ロータリークラブ 式典 13:30
ホテルシティプラザ北上
14 日(日)萩の江感謝祭
10:00～
萩の江
14 日(日)釜石リアス LC 50 周年記念式典<受付 10:00～ 式典 11:15～ 祝宴 12:30～> 釜石市民ホール
登録者 2 名

L.小原敏弥

L.菊池元宏

16 日(火)全血献血協賛 9:30～12:00
富士善工業 ㈱(於)
16 日(火) 地区クラブ会長会議」「地区 LCIF セミナー」12:30 岩手産業文化センター
18 日(木)萩の江交流会 9:00～集合 10:00～
萩の江
23 日(火)執行部打合せ
12:00～
事務局
24 日(水)第 999 回理事会･例会 18:30～
ブランニュー北上
25 日(木)全血献血協賛
12:30～13:30
養護老人ホーム北星荘(於)
27 日(土)本荘 LC 交流 20 周年記念交流会
鶴ヶ池荘(横手市山内)

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

・・・・・

２）乾 杯

・・・・・

(we serve)

懇

第一副会長 L.菅原

9 月誕生者

浩

L 髙橋 学

談

３）テールツィスター
４）ライオンズローア

・・・・・・

5）閉会のことば

・・・・・・

前会長 L.佐々木正幸
L.谷 洋一

