
 

●次回のお知らせ              ●今後の予定 

 
 
 

 

第 1181 回 4 月第 2 例会 2016 年 4 月 21 日（木） 会場：グランドパレス川端 
正会員：89名 出席率： 44％／ドネーション：18,000円／司会：三浦貞義Ｌ／記録：佐藤英夫Ｌ 

1.会長あいさつ 渡部 英治Ｌ
 甚大な被害となった熊本地震で罹災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

改めて義捐金のお願いがあると思いますので、ご協力お願いいたします。 

さて本日は家族会員でもあり、大曲商工会議所副会頭の小松忠信氏より「世界に羽ばたく大曲の花火」

のテーマでゲストスピーチをしていただくことになっております。 

また、次期役員承認の件など盛り沢山の内容となっておりますので、私からは大曲ライオンズクラブ

ＣＮ50 周年という一大イベントの成功に向けて、五十嵐潔式典委員長を先頭に全会員が一丸となって取

り組んでいくことをお願い申し上げ、あいさつといたします。 

2.幹事報告  副幹事 木村 靖和Ｌ 

【報告】 
４．７ ＣＮ５０総務部会 事務局 
４．８ 大曲養護学校入学式大友第２副会長 
４．９ リーダーシップ・ニューメンバー 

・ＦＷＴセミナー 協働大町ビル 
４．１２ ボウリング同好会  

仙北ファミリーボウル 
４．１６ レディの会  山の手ホテル 
４．１７ 国道１３号線クリーンナップ 

７：５０集合  パワー大曲 
４．１７ ゴルフ同好会 大仙市民ゴルフ倶楽部 
４．１８ 会員委員会  大盛館 

４．１８ ＣＮ５０記念事業部会 
エンパイヤホテル 

【予定】 
４．２３ 第４回諮問委員会 エンパイヤホテル 
４．２６ ＣＮ５０記念誌打合せ会 

大曲プラザたつみ 
４．２８ ４月定例理事会  大盛館 
４．３０ 余目桜花火鑑賞会 余目公園運動広場 
５． ８ 第６２回地区年次大会 

（５月第１例会振替） 比内公民館 
５．１２ 第１回準備理事会  大盛館 
５．１９ ５月第２例会  グランドパレス川端 

 

3.次年度役員紹介   佐藤 吉友Ｌ（指名委員長・前会長） 

会      長 吉方清治郎 

前  会  長 渡部 英治 

第一副会長 石井 正幸 

第二副会長 太田 敏彦 

第三副会長 木村 靖和 

幹   事 福田 弘一 

副  幹 事 小松 利光 

  佐藤 賢一 

会   計 越中   奉 

副  会 計 中島  康 

  吉田 邦彦 

ライオンテーマー 佐々木一哉 

副ライオンテーマー 黒山  誠 

テールツイスター 小笠原昌作 

副テールツイスター 青山 忠雄 

特別理事（ＣＮ50 周年式典委員長） 

  五十嵐 潔 

会員理事 井関 利道 

二年理事 佐藤 良治 

  佐々木邦彦 

  野中 正人 

  下山  陽 

  高橋 大輔 

  小松 典彦 

一年理事 藤谷 文雄 

  森本 光博 

  佐藤  徹 

  池田 光英 

  髙橋 正浩 

  髙橋 徳久 

  遠田 博士 

  小松 厳一 

  三浦 貞義 

  糸田 和義 

監査委員 福島 安男 

  石川  肇 

元ガバナー名誉顧問 榊田  進

1182回 5月第 1例会（地区大会振替） 

日 時：5月 8日（日） 開催地:大館市 

1183回 5月第 2例会 

日 時：5月 19日（木）18：30～ 

会 場：グランドパレス川端 



4.アワード贈呈 メルビン・ジョーンズ・フェロー 

渡部 英治Ｌ  髙橋 正浩Ｌ 

5.委員会・その他報告 三浦 正彦Ｌ 余目桜花火鑑賞会について 

6.御祝贈呈      小笠原昌作Ｌ 御子息御結婚 

7.ライオンテーマー 吉川 広樹Ｌ 
2月２日：三浦 正彦Ｌ ３月８日：石井 正幸Ｌ ３月25日：髙橋  忠Ｌ 4月3日：下山 維敏Ｌ 

4月4日：佐々木岩男Ｌ 4月7日：榊田  進Ｌ 4月15日：大友 康夫Ｌ 4月1日：佐藤 賢一Ｌ 

8.テールツイスター  副テールツイスター 越中 奉Ｌ 
○五十嵐 潔 L. 

3/13中仙ライオンズクラブより、老人保健施八乙女荘

にタオル100枚寄贈された際、草薙孝悦会長より目録

を受け取る写真が3／17さきがけ新聞に掲載されてお

りました。 

暖かい表情、スマート、爽やかな姿が素晴らしいです。 

 

○佐藤  徹Ｌ 

３／２６大曲中学校剣道部５０周年記念式典幹事司会

等大変お疲れ様でした。無事盛会に終わりました。徹ラ

イオン 15才の頃、初の全県優勝もかなえて頂きました。

チャーターナイト50周年もよろしくお願いします。 

 

○高橋 大輔 L. 

4/5「グランドパレス川端グループ社員で組織きされた

社友会」20名以上が丸子川河川敷や歩道をクリーンア

ップした奉仕活動が写真入りで紹介されました。 

本日は、代表して、高橋大輔さんにスポットライトに当

たって頂きます。 

 

○福田 弘一 L. 

ボウリング同好会 スコア２１０アップにて優勝です。

おめでとうございます 

 

○米沢谷雷三 L. 

ゴルフ同好会 優勝おめでとうございます 

 

○渡部 英治 L. 

先日発行の秋田県議会だより 4月号に 

2月、第1回定例県議会において、「みらい」を代表し

て知事質問に立っておられました。「大曲開催の国際花

火シンポジウム」始め、民間の力を生かし、夢を与える

秋田県の所見を知事に問う凛々しい写真が添えられて

おります。 

秋田民報4/16日号に 4/13に行なわれた「大曲テンダ

ーライオンズクラブ「丸子のこみち」クリーンアップ」

の記事に大曲ライオンズクラブ渡辺英治会長が駆けつ

け、一緒にほうきがけを・・・と写真入りで掲載されま

した。 

 

○石塚  柏 L. 

最新、市議会だよりに一般質問されている、柏 L.姿と共

に掲載されました。さすが、人文派、民間の歴史資料の

保存や公開企画の質問が印象的でした。広報広聴常任委

員長としても頑張ってください。 

 

○小松利光Ｌ．木村靖和Ｌ． 

「かだるべ・中通り」「笑う門には福来たる」ゼミナー

ル講師頑張って下さい。 

靖和ライオンは、４／１７あの大風の中、東京からの「こ

まち帰省」盛岡すったもんだ3時間待ち我慢の子、おつ

かれさまでした。 

 

○三浦貞義 L. 

本日より大曲中学校ＰＴＡ副会長ご就任されました。 

おめでとうございます。 

 

番外編 

家族会員です ドネーションは無し、紹介のみしてみま

した 

☆小松忠信 さん 

3/15市役所にて第16回国際花火シンポジウム(来年

4/25～29予定)プレ大会概要発表 記者会見 

3/19大曲地域職業訓練センターにて大曲青年会議所の

主催、大曲の産業構想を学ぶ公開講座「花火がもたらす

未来の大仙」で 

第1部「花火産業構想ってなんだ？」と題して公演

を・・・凛々しい 

第2部「花火産業構想が地域にもたらすもの」パネラー

として登場されました。 

3/30市役所で地域ブランド創造に関する、6者連携協

定締結式(観光物産協会代表理事として)秋田民報紙に３

－４月、度々連続で掲載されました。写真数も 6枚に及

びました。

  



9. ゲストスピーチ  小松 忠信氏（家族会員） 

「世界に羽ばたく大曲の花火」 

10. 懇親会 

① 乾 杯  下山  陽Ｌ    ②ローア  石川  肇Ｌ 

 

 

             FAX 返信票       FAX：６２－６４９４ 

 

ご氏名            

 
いずれかに○印をつけて5 月 12 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 

日 時：平成28 年5月15 日（日） 会 場：イオンモール大曲 

内 容：献血及び呼びかけ等 

※ 少しの時間（30 分だけ等）でのご協力でも大変ありがたいので、よろしくお願い致します。 

参加します（午前・午後・全日）・参加しません 

 

☆5 月第 2 例会(5 月 19 日)     参加します  ・  参加しません 


