
 

●次回のお知らせ                ●今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 本日は家族の皆様を迎えての家族例会です。猛暑にもまけず、明るく、元気に楽しみましょう。 

 勿論、主役は子供さんと奥様達です。 

 

1. 献血活動について 

 7月 26日㈰の献血協力活動に参加しました。

結構協力してくれる人が多く、安心しました。 

会員でほとんど毎回参加している井関利通Ｌ

の献身的な活動に敬意を表します。 

 

2. ＬＣ会員の貢献活動について 

献血協力活動中に 4人の外国人に声をかけら

れましたが、言葉が通じません。相手が差し出

したスマホに「タクシーを呼んでください。空

手の藤原聖一先生に行きたい。」「オーケー、Ｌ

Ｃメンバーのマイフレンド・フジワラ！」と答

えて意気投合。国際交流になったかな？ 

藤原聖一Ｌの国内外における活動貢献に大賛

辞！

【報告】 

７．２１ 定例理事会／大曲プラザたつみ 

７．２５  ふれあい献血キャンペーン 

／よねやとまき店 

７．３０  第１回４Ｒ合同諮問委員会／平熊会館 

８． ２ 中仙 L納涼例会／どんぱん広場 

 

【予定】 

８．１７ 秋田仙北 L納涼家族例会 

／グリーンパレス竹馬 

８．１８ 夏祭りｉｎかわ舟の里納涼祭  

８．２３ 太田秋田 L納涼例会･グランドゴルフ大会 

／奥羽山荘 

８．２７ 定例理事会／大原旅館 

９． ５  ガバナー公式訪問（９月第１例会振替） 

／大曲エンパイヤホテル 

９．１７ ９月第２例会／グランドパレス川端 

９．１９ 女性＆若手フォーラム／協働大町ビル 

９．２３ 剣道錬成大会、広告協賛のお願い 

／大曲中学校 

 

【理事会報告】 

大曲養護学校をささえる会賛助会費  10,000円 

健康づくりサマーキャンプ後援、寄付 10,000円

   1965/08/17 佐々木 一哉 L    1966/08/23 野中 正人 L 

1166回 9月第 1例会（ガバナー公式訪問振替） 
月  日:9月 5日㈯   会 場:大曲ｴﾝﾊﾟｲﾔﾎﾃﾙ 
受  付：16：30～16：50 
公式訪問：17：00～17：50 
懇親会：18：00～20：00 
登録料：5,000円（半額クラブ負担） 
 
 

1167回 9月第 2例会 
月 日:9月 17日㈭   
時 間：18：30～ 
会 場:グランドパレス川端 
会 費：2,000円 
内 容：夜例会 



○小松利光Ｌ 

通所介護施設「デイ・サロン中通」で「うわさのデイ・

サロン見学と介護豆知識」と題した講座が開催された。 

講師を務めたのは施設長の小松利光Ｌ。介護サービス

の仕組みについて冗談を交えながら丁寧に説明し、な

んでも相談してほしいと呼び掛け、たいへん好評であ

ったという記事が、６月１２日の読売新聞に掲載され

た。 

○小松厳一Ｌ 

７月２２日、秋田県電気商業組合青年部設立総会が開

催された。小松厳一Ｌは議長の大役を務め、なおかつ、

副部長に着任された。 

○野中正人Ｌ 

７月２５日、須和町世代交流夏祭りが盛大に開催され

た。焼き物係として、大奮闘している野中正人Ｌが目

撃された。 

○渡部英治Ｌ 

７月２７日、大仙・仙北・美郷北都会が開催された。 

講師の藤原正彦氏の話を最前列で真剣に聞いている

渡部英治Ｌの姿が、 

７月３０日の秋田民報に5.7㎝×9.0㎝の大きさで掲

載された。 

○佐藤良治Ｌ 

７月２８日、大曲食品衛生協会の夏季一斉巡回指導が

行われた。 

佐藤良治Ｌの指導している姿が、 

８月４日の秋田民報に２枚の写真で掲載された。 

残念ながら、正面からの写真はなかった。 

○渡部英治Ｌ・小松典彦Ｌ・下山陽Ｌ・小山功Ｌ・ 

井関利道Ｌ 

７月１６日、大曲養護学校の中学部のみなさんが、 

西根地区と花火通り商店街のクリーンアップを行っ

た様子が、７月１８日の某紙に掲載された。 

ボランティアで参加した大曲ライオンズクラブの

面々が写真にちっちゃく載っていた。 

○遠田博士Ｌ 

第８９回全国花火競技大会のプログラムが桟敷券の

引き換えとともに発行されている。 

プログラム中の大会提供の紹介文章は遠田Ｌが作成

したもの。 

副テールツイスターからお褒めの言葉をいただいた。 

○厨川事務局員 

７月１８日・１９日に開催された６４回秋田県中学総

体バドミントン競技において、 

娘さんが、女子団体 優勝・個人ダブルスの部 優勝 

という輝かしい成績を残した。 

東北大会での活躍も期待される。 

 

① 挨   拶  高橋 大輔Ｌ（レクリエーション委員長）  ②乾  杯 佐藤 良治 L 

③ 懇   談    ④ビンゴ大会   ⑤ 中締め  大友 康夫 L 

ふれあい献血キャンペーン 

日  時 平成 27年 8月 30日（日）午前 10時～12時、午後 1時～4時 

場  所 イオンモール大曲店 緑の広場 

内  容 献血及び献血の呼びかけ（クラブジャンバーを着用下さい） 
 

第 8回女性＆若手フォーラム 

月  日 平成 27年 9月 19日（土）  開催場所 協働大町ビル（秋田市） 

時  間 13：00～15：30       参 加 費 500円  



横手ライオンズクラブ結成 40周年記念式典 

月 日 平成 27年 10月 18日（日）  開催場所 松與会館  登録料 8,000円（半額クラブ負担） 

登録受付 13：00～14：00  式  典 14：00～15：00  祝  宴 15：30～17：00 

※参加の皆様へ利用交通手段を追ってご連絡致します。 

第 54回 OSEALフォーラム・バンコク 5日間 

■ 旅行期日：2015年 12月 3日（木）～12月 7日（月） 3泊 5日 

        ＊バンコク市内ホテル 3連泊+復路機中泊 1泊 

■ ご旅行代金（秋田空港発着） ＊添乗員同行 

＊20名様以上参加で 122,000円＊15名様以上参加で 128,000円＊10名様以上参加で 136,000円 

＊上記旅行代金には空港諸税、燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞを含みます。ﾂｲﾝをお二人でこ利用の場合のお一人様

の金額となります。ご旅行条件等につきましては別途ご案内させていただきます。 

＊フォーラム登録料( US＄110、9/16～US＄120)は別途となります。団体登録を希望される方は 

   8月 31日までにお申し込みください。 ＊登録手数料 3,240円を別途申し受けます。 

個人登録(http://www.oseal2015.org/)は各自にてお願いします。 

＊お一人部屋追加代金(33,000円)は別途となります。 

■ お申込み期限：2015年 8月 31日（金） ＊先着順 30名様となります 

■ お申込み方法：別紙「海外旅行お伺い書」に記載の上(大会登録、332Fの夕べ参加希望も同時 

にご記載ください)、下記旅行会社宛て FAXにてお願いいたします。 

   ＊観光のご案内は別途させていただきます。 

■ 旅行取り扱い 及びお申込み先（株）日本旅行東北 秋田支店 

 

FAX：62-6494 

ご氏名                
 

いずれかに○印をつけて 8月 25日まで事務局へご返信願います。 

 

☆ふれあい献血キャンペーンに  

 参加します（ 午前 ・ 午後 ・ 全日 ） ・ 参加しません 

☆9月第 1例会（ガバナー公式訪問）に  参加します  ・  参加しません 

☆第 8回女性＆若手フォーラムに   参加します  ・  参加しません 

☆横手ＬＣ結成 40周年記念式典に   参加します  ・  参加しません 

☆第 54回 OSEALフォーラム・バンコクに  参加します  ・  参加しません 

ＦＡＸ返信票 


