
◎国際会長テーマ『次なる山を目指して』 ◎332 複合地区アクティビティスローガン『「飛躍」生誕 100 年、未来へ奉仕のバトンを共有して』 

◎ガバナーテーマ『100 周年、みんなで楽しもうライオンズ』 ◎332-F 地区アクティビティスローガン『センテニアル、未来の子供にアクティビティ』 

 

会長テーマ  『調 和』  

  会長モットー『心のおもむくままにウィ・サーブ』 

 
 

 

●次回のお知らせ ●今後の予定 

第 1192 回 10 月第 1 例会（ＣＮ50 周年決起例会） 
月 日：2016 年 10 月 6 日（木） 
会 場：グランドパレス川端 
内 容：決起例会・懇親会  
時 間：18：30～ 会 費：2,000 円 

ＣＮ50 周年記念(第 1193 回 10 月第 2 例会振替) 
月 日：2016 年 10 月 16 日（日） 
会 場：フォーシーズン 
内 容：大曲ＬＣＣＮ50 周年記念式典 

式 典：13：30～（10 時までご来場下さい。軽昼食を準備します。） 

 

2016 年 9 月 15 日(木)  第 1191 回 9 月第 2 例会 会場：グランドパレス川端 

正会員：87 名 出席率：63%   ﾄﾞﾈｰｼｮﾝ  15,000 円 司会：副幹事 佐藤賢一Ｌ  記録写真：田沢洋介Ｌ 

平成 28 年 9 月 23 日 

1.会長挨拶 吉方清治郎会長 
こんばんは。最近は朝夕めっきり涼しくなり今夜は中秋の名月です。夏の大曲の花火大会は、桟敷が流されながら

も無事開催され、晴れて素晴らしかったです。その後の台風１０号は、岩手県に上陸し、甚大な被害をもたらしまし

た。被災された方々にはお見舞い申し上げます。 

８月からのクラブの行事では、納涼家族会・ガバナー公式訪問とご協力を頂きまして、有難うございました。納涼

家族会では子供たちが金魚すくいに夢中でした。公式訪問ではガバナーが、国際協会１００周年のレガシープロジェ

クトへの強い思いをお話しされました。 

ところで、キャビネットの方から、周年行事のあるクラブへのＬＣＩＦ一人５０ドル献金の依頼が来ております。

近年の慣例になっているようですが、理事会で了承して頂きました。正会員の皆様には、ご負担をおかけしますが、

チャータ―ナイト５０周年でもありますので、ご理解の上、何卒ご協力の程お願い申し上げます。 

先日、横手愛宕のＣＮ３０周年記念式典に参加してきました。ビデオメッセージを活用した式典、飲食ブースやお

祭り騒ぎの祝賀会など斬新な点がありました。 

さて、われわれのＣＮ５０周年記念式典まで、あと１か月となりました。式典委員会の皆様にはご難儀をおかけし

ており、有難うございます。大曲ラインズクラブは、歴史と伝統にのっとり式典を成功させたいと思います。スロー

ガン「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 地域に根ざして 原点回帰」のもと、式典委員会並びに会員の皆様にはさらなるご協力をお願

いして、挨拶と致します。 

2.幹事報告 福田弘一幹事 
【報 告】 

8/11 中仙ＬＣ納涼例会 3 役出席。 

   8/18 夏祭 in かわ舟の里納涼会 大友Ｌ出席。 

   8/21  ふれあい献血キャンペーン 会長他 4名参加。 

   8/23 秋田仙北ＬＣ納涼例会 会長、幹事出席。 

  8/25 8 月定例理事会 花よしにて 23 名出席。 

  8/28 太田秋田ＬＣ納涼例会 3 役出席。 

9/11 横手愛宕ＬＣＣＮ30 周年記念式典 15 名参加。 

9/13 ＦＷＴ委員会・ニューメンバーセミナー・三役会則セミナー開催 石井第一副会長、幹事出席。 

【予 定】 

  9/18  ふれあい献血キャンペーン 10 時～16 時で行われます。多数の参加をお願いいたします。 

9/19  剣道錬成大会が大曲中学校体育館で行われます。7時集合でお願いします。 

  9/29 9 月定例理事会を大盛館で行います。 

 10/ 6 10 月第一例会（ＣＮ50 周年決起例会）をグランドパレス川端で開催します。 

  10/ 8  秋田千秋久保田ＬＣ50 周年記念式典 8 名出席。  

 10/16 大曲ＬＣＣＮ50 周年式典 フォーシーズンにて開催します。 

 10/23 湯沢秋田ＬＣＣＮ40 周年記念式典の案内が来ております。 

 11/11 第 55 回香港ＯＳＥＡＬフォーラム 参加者はいませんでした。 

3.伝達  「マイルストーン・シェブロン・アワード」 10 周年 中島康Ｌ 
「ライオンズクラブ国際協会 332－F 地区 2016～2017 常任顧問」 榊田進 L 

2016～2017 

大曲ライオンズクラブ例会報 
332F-4R2Z 

発行：総務・IT委員会 



4.委員会報告 
ＣＮ50 周年記念式典実行委員会総務部 下山陽副部長   ＦＷＴ委員会  石井正幸第一副会長 

社会福祉委員会  鈴木直道委員長 

5.ライオンテーマー  黒山誠Ｌ 佐々木一哉Ｌ  

 1954.7.24 佐藤吉友Ｌ  1969.8. 2 鈴木直道Ｌ  1952.8.17 石川肇Ｌ  1948.8.25 佐々木一美Ｌ 

 1953.9. 2 小笠原昌作Ｌ 1949.9.13 加藤秋雄Ｌ  1953.9.23 太田敏彦Ｌ 

6.テールツイスター  青山忠雄Ｌ 小笠原昌作Ｌ 

  

中島康Ｌ だいせん日和 8 月号にて健康の達人に奥様中島裕子様が、目で見る聴診器「超音波

検査」について掲載されております。 

小笠原昌作Ｌ 

 

ＮＰＯ法人げんき情報かがやきにて西仙北野球連盟会長であります小笠原Ｌの記事

が掲載されております。17 日から開催されます全県 500 歳にも出場されます。 

小松厳一Ｌ 8/14 山の手ホテルにて男 42 歳の厄払いを終え、厄が落ち、今後の人生、家庭や仕事、

全てにおいて運気が向上し、大成功を収められでしょう。おめでとうございます。 

古谷武美Ｌ 8/20 秋田民報及びだいせん日和にて大仙市指定無形民俗文化財の角間川の盆踊りの

写真が奥様恵美子様と一緒に掲載されております。 

遠田博士Ｌ 8/23 秋田民報にて大仙市水泳協会主催の夏季水泳競技記録会が開催された記事が掲

載されました。審判部長も務められ、酷暑の中、大変お疲れ様でした。 

越中奉Ｌ 

高橋大輔Ｌ 

8/27 元駐日アフガニス大使館広報官のＪ・プラットさんの講演が、越中Ｌをはじめ、

市民有志の企画で開催された記事がさきがけ新聞に掲載されました。高橋大輔Ｌに

はフォーシーズンの大部屋と大スクリーンを準備して頂きました。 

米沢谷雷三Ｌ 8/6～7 登山同好会の夏季宿泊登山で山形県月山を目指しました。80 歳とは思えぬ健

脚ぶりで、並み居る若手メンバーを横目にトップグループで走破に成功されました。 

遠田博士Ｌ 9/17～18 日本スポーツマスターズ秋田大会に選手団として登録。前日は飲み過ぎる

事なく、無理をなさらず、秋田県の代表として頑張ってください。 

 

7.懇親会    （1）乾杯 加藤秋雄Ｌ   （2）ローア 佐々木一美Ｌ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAX：62-6494 

ご氏名                 
いずれかに○印をつけて ９月３０日まで事務局へご返信願います。 

 

★ＣＮ50 周年記念式典(10 月第 2 例会振替)    参加します ・ 参加しません 

 

★湯沢秋田ＬＣＣＮ４０周年記念式典 
 日  時：平成 28 年 10 月 23 日（日） 

       受付 13：00～13：50、記念式典 14：00～15：00、祝宴 15：30～17：00 

会  場：湯沢グランドホテル  登 録 料：８，０００円(半額クラブ負担) 

そ の 他：利用交通機関は参加の皆様へ追ってご連絡致します。 

 

                         参加します ・ 参加しません 

 

★薬物乱用防止教室開催への参加者を募ります（大曲高等学校１年生２２７名） 
 開催日：平成２８年１０月１９日（水） 

 時 間：１４：０５～１４：５５（集合は 13：50） 

                          参加します ・ 参加しません 

ＦＡＸ返信票 


