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第 49回
姉妹都市親善友好少年交歓研修
（来水）参加報告

８月５日（金）敦賀の小学生23名が今
年も親善友好交歓研修の為、来水さ
れ市長歓迎式が行われました。これ
からも相互派遣を続けていくこと等
で、水戸市と敦賀市の親善を深め、
発展に繋がっていくことでしょう。

（記 塀和会計）
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 委員会報告
８月第１例会 
１）【教育・環境委員会】８月５日（金）午後2時15分より「議会臨時庁舎全員協議室」に於いて「第

49回姉妹都市親善友好少年交歓研修（来水）市長歓迎式」が開催され、当クラブより佐藤（秀）
会長、石川（光）第二副会長、関（義）幹事、塀和会計、野溝教育・環境委員長、村田同副委員
長、Ｌ髙橋（市長）が出席致しました。

　　７日（日）午後12時35分より「京成ホテル 翡翠の間」に於いて「送別のつどい」が開催され、
佐藤（秀）会長、関（義）幹事、塀和会計が出席致しました。併せてみとちゃんグッズをお土産と
して贈呈しました。

２）【教育・環境委員会】８月12日（金）午前９時より「水戸市総合運動公園テニスコート」に於い
て当クラブ主催「第32回水戸市中学生ソフトテニス大会」が開催され当クラブより17名が開
会式・閉会式に出席致しました。また支援金を贈呈致しました。

８月第２例会プログラム

【例会12：00 ～】　
 1 ） 開会のゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　
 2 ） 国歌並びにライオンズヒム斉唱
 3 ） ビジター並びに来賓紹介
　　茨城いのちの電話　　日立・水戸地区代表幹事　田中　康正 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局員　信田　金子 様
 4 ） 会長挨拶
 5 ） 審議事項
 6 ） アワードの贈呈
　　 【100周年記念会員増強賞：新会員が1年と1日グッド・スタンディングで存続すると、　

シルバー 100周年ライオン賞の受賞資格を取得】
　　　期間限定シルバー 100周年ライオン・ピン授与　15名
　　　　Ｌ塀和　紀幸　　Ｌ本城　裕樹　　Ｌ石川　光行　　Ｌ泉　聡太郎　　Ｌ小松﨑重典
　　　　Ｌ宮久保　努　　Ｌ村田　　豊　　Ｌ武藤大志郎　　Ｌ小河原利之　　Ｌ李　　炳昌
　　　　Ｌ沢畑　樹彦　　Ｌ関　　俊治　　Ｌ鈴木　裕治　　Ｌ戸田　　渉　　Ｌ渡辺　秀行
　　【メルビン・ジョーンズ・プログレス・フェロー・ラペルピン　ＬCIF1000ドル献金】
　　　　Ｌ幡谷　仙秀　（11回目）
 7 ） 「卓話」及び「贈呈式」
　　　「茨城いのちの電話の概要と現状」について
　　　　茨城いのちの電話後援会　日立・水戸地区代表幹事　田中　康正 氏
 8 ） 食事タイム
 9 ） T・Tタイム
10） 委員会報告
11） 理事会・幹事報告
12） 出席率・ファイン・ドネーション報告
13） 閉会のゴング
　

2016年8月17日（水）
於 常陽銀行本店８F「大会議室」

司会　Ｌ若　山　　実
12：00 ～ 13：00
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　　【参加者】佐藤（秀）会長、佐藤（隆）前会長、石川（光）第二副会長、関（義）幹事、塀和会計、
　　　　　　 野溝教育・環境委員長、村田同副委員長、Ｌ浅川、Ｌ飯坂、Ｌ石川（道）、Ｌ小河原、
　　　　　　 Ｌ小松﨑、Ｌ関（俊）、Ｌ髙橋（市長）、Ｌ幡谷（仙）、Ｌ正木、Ｌ若山

 理事会報告
８月第１例会 
 １） ７月分会計報告　承認
　　特別家族会員は本年度も入会費は個人負担。年会費はクラブ負担。
２）９月７日（水）　早朝例会について　　
　　護国神社にて境内清掃後例会
３）８月17日（水）　いのちの電話例会訪問日について
　　卓話及び贈呈式を行う
４）８月12日（金）　第32回水戸市中学生ソフトテニス大会について
５）８月26日（金）　水戸LC主催献血について
６）８月５日（金）　鉾田LC納涼例会（参加者）について
７）第55回OSEALフォーラム　香港・マカオについて
８）水戸南LC結成40周年記念式典開催について
９）水戸南LC結成40周年記念チャリティーゴルフ大会について
10） 大洗LCチャリティーゴルフについて
11） その他
　　・タバコに関する地域研修会への参加について

 幹事報告
８月第１例会 
１）８月５日（金）午後６時より「阿字ヶ浦温泉のぞみ」に於いて「鉾田LC納涼例会」が開催され、

佐藤（秀）会長、関（義）幹事、野溝教育・環境委員長の３名が出席致しました。
２）８月８日（月）午後６時半より「和風家庭料理ひらい」に於いて「市内６クラブ合同幹事会」が

開催され、関（義）幹事が出席致しました。
３）８月９日（火）正午より「レストランよこかわ」に於いて「歴代会長会」が開催されました。
４）８月10日（水）午後４時より「水戸市保健センター」に於いて「水戸献血連合会常任理事会及

び献血推進委員会合同会議」が開催され、佐藤（秀）会長、小松﨑保健・福祉委員長が出席いた
しました。

５）茨城県体育協会会長より、賛助会費納入の御礼状が届いております。
６）茨城県防犯協会理事長より、賛助会費納入の御礼状が届いております。
７）水戸葵LC会長・水戸チアフルLC会長より、結成会出席の御礼状が届いております。 

 テールツイスター報告
７月第２例会 

　　 ７月20日（水）  合計 30,000円
　　【ドネーション内訳】
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　　　Ｌ佐藤　秀策 ○各委員長様　１年間よろしくお願いします 5,000円
　　　Ｌ佐藤　隆一 ○前年度決算承認ありがとうございました 5,000円
　　　Ｌ関　　義則 ○第２回理事会時間がなく、大変申し訳ありませんでした！ 5,000円
　　　Ｌ塀和　紀幸 ○大髙（勝）副会計、突然の対応ありがとうございました 2,000円
　　　　　　　　　　 ○皆様、会計予算審議ありがとうございました 3,000円
　　　Ｌ本多　久男 ○新三役、１年間ご苦労様です 5,000円
　　 【誕生祝】
　　　Ｌ髙橋　　靖 ○誕生日の御祝いありがとうございます 5,000円

８月第１例会 
　　 ８月３日（水）  合計 69,000円
　　【ドネーション内訳】
　　　Ｌ幡谷　浩史 ○メルビン・ジョーンズ・フェロー賞ありがとうございます 10,000円
　　　Ｌ佐藤　秀策 ○娘が結婚しました 5,000円
　　　Ｌ佐藤　隆一 ○ クイズの賞品（ジャイアンツ観戦チケット）ありがとうございました。　

ヤッター !! 5,000円
　　　Ｌ関　　義則 ○幹事として1ヶ月が過ぎました。佐藤（秀）会長のもとがんばります
 ○渡辺Ｌカラオケ大変良かったです 5,000円
　　　Ｌ野溝　年成 ○チケット頂きました。ありがとうございました 5,000円
　　　Ｌ石川　雅晴 ○高校野球パーフェクト正解は残念でしたがバスタオルゲットだぜ！ 3,000円
　　　Ｌ関　　俊治 ○ 泉ライオン、大髙（勝）ライオン、すべてアドリブの司会進行おみごと　　

でした。またお願いします 3,000円
　　　Ｌ幡谷　史朗 ○ 長男武史の高校野球が無事終わりました。ベスト８にあともう一歩。　　

さよなら負けでした 3,000円
　　　Ｌ小澤　直樹 ○バスタオルいただきました！（後楽園に行きたかったです…残念） 1,000円
　　 【例会ドネーション】 19,000円
　　 【ファイン】 0円
　　 【誕生祝】
　　　Ｌ粟野　一裕 ○誕生祝ありがとうございます 5,000円
　　　Ｌ坂場　　稔 ○此の度結構な誕生日の御祝品を頂戴いたし誠にありがとうございます
 5,000円

水戸チアフルLC結成会開催
平成28年７月31日（日）
於：水戸プラザホテル
出席者： 幡谷（浩）名誉顧問、佐藤（秀）会長、
　　　　関（義）幹事、塀和会計、L大髙（宣）
　　　　Ｌ大髙（幸）

　鉾田LC納涼例会参加報告
　鉾田LC納涼例会 in 阿字ヶ浦温泉のぞみへ、
８月５日（金）、佐藤（秀）会長、野溝教育・環境
委員長にて参加してきました。 
　当日は下重会長をはじ
め鉾田LCの多くの皆様
ともに、 茂木２R2Zゾー
ン・チェアーパーソンの
乾杯のご挨拶から、ベ
リーダンスのアトラク
ション等楽しい時間を
共有させて頂きました。
 （記 関（義）幹事）
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マンスリー集計表（７月） 月　　　　　計 累　　　　　計

金銭アクティビティ 件　数 金　額 件　数 金　額
5 152,128 5 152,128

労力アクティビティ 件　数 延時間 件　数 延時間
2 38 2 38

献　　　　　血 件　数 量cc 件　数 量cc
0 0

会　員　移　動 前期末 前月末 入会 退会 当月末
116 116 0 0 116

ライオン達の暑い夏！ 強い絆で乗りきろう！

2016  納涼例会
　８月３日（水）に「ライオン達の暑い夏、強い
絆でのりきろう」というスローガンで納涼例会
を担当させていただきました。
　今年はフラダンスで夏気分を演出し、余興大
会で暑さを吹き飛ばしました。委員会立上り後
すぐの例会にもかかわらず、委員会メンバー一
人一人が役割をはたして頂き、大盛況で閉会す
ることができました。当日37名の参加の皆様、
ご協力ありがとうございました。

（記 小河原計画・情報委員長 ）

  熱唱する

 佐藤秀策会長！



2016年8月17日
http://mitolionsclub.org

E-mail:office@mitolionsclub.org

水戸ライオンズクラブ会報
〒310–0031　水戸市大工町 3 – 5 – 4
　　　　　　　 コウリュウビル3F–A号室
電話（029）224－6372　 FAX （029）227－1401
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 おめでとうお誕生日
　　　 8 月 8 日　Ｌ鈴木　葉子　　 8 月12日　Ｌ坂場　　稔
　　　 8 月26日　Ｌ粟野　一裕

代　表   石 川 光 行

有限会社 花 と も 
〒310-0803　水   戸   市   城   南 ２－７－１
TEL：029-226-7100　FAX：029-224-9290
〒319-2265　常 陸 大 宮 市 中 富 町1040－1
TEL：0295-53-5611　FAX：0295-53-5611

水戸店

大宮店

     株式会社

代表取締役  小河原  利之
■環境事業部  ■土木事業部  ■建設事業部  ■一級建築士事務所

建設業許可　茨城県知事（般-24）第33352号

（本　　　社）茨城県水戸市青柳町900-1 TEL：029-212-4550
（郡山事務所）福島県郡山市富田町字乙路後13 Ⅱ201 FAX：029-212-4540
（相双営業所）福島県相馬市中村字川沼234-2-1-202 http://www.eco-city.co.jp./

■本　　社／〒310-0043  水戸市松が丘2-3-23
 TEL. 029-251-1212㈹  FAX. 029-251-1047
■つくば営業所／〒305-0051  つくば市二の宮4-4-21
 TEL. 029-855-7622　  FAX. 029-855-7490

地区ガバナースローガン

アクティビティ・スローガン

変える勇気をもとう
～アイデンティティーを持ち「スクラップ＆ビルド」マインドを継続しよう～

ガバナー方針

１． レガシープロジェクト100周年記念事業に全会員で取り組もう
２． 会員増強と既存会員の活性化で、地域奉仕に貢献しよう
３． ゾーン・チェアパーソンを組織の軸とし、地区委員長、クラブ会長

チームとの包括コミュニティーで意思疎通を図り、前進しよう
４． ライオンズクエストと薬物乱用防止活動を軸として青少年の健

全育成を目指そう
５． 災害に機敏に対応しつつ、環境保全・献血・献眼活動に邁進しよう
６． LCIFで、We Serve

THE  BAIYU

No. 1016

９月第 1例会のご案内
（早朝例会） 9月7日（水） 朝6：00～  於 護国神社

※例会時間を延長する場合があります

～事務局からのお知らせ・お願い～

開局：月～金　AM9:00 ～ PM16:00
★�例会等の出欠ご返信につきましては、食事手配準備等の為
期日までにご連絡下さりますよう、ご協力お願い致します。
★�例会、ACT等で撮った写真データを事務局に
　送ってください。
　　Fax 227-1401 / Tel 224-6372
　　email office@mitolionsclub.org

 

◆9月の予定◆
9月 6日㈫� 第１回水戸ふれ愛献血デー／イオンモール水戸内原店
9月 7日㈬� 9月第１例会（早朝例会）／護国神社
9月14日㈬� 献血推進デー／献血ルームMEET
9月15日㈭� 大洗LCチャリティーゴルフ大会／オールドオーチャドゴルフクラブ
9月19日㈪・㈷���水戸市民ゴルフ大会／水戸ゴルフクラブ
9月21日㈬� 9月第2例会／常陽銀行本店８F
9月29日㈭� 水戸南LC40周年記念チャリティーゴルフ大会／サミットゴルフクラブ


