
東日本大震災復興支援・令和元年台風19号支援エクスカーション

『三陸鉄道リアス線に乗って～日帰りの旅～』　中止となりました

332-B地区年次大会代議員会
※集会での議決ではなく議決方式変更(郵送)

国際地球デー（植樹ACT） 盛岡市中央公園

西根ライオンスクラブ50周年記念式典は中止となりました
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★3月定例理事会 　※3月6日（金）17：30～　ホテルメトロポリタン盛岡　ニューウイング

*月次収支報告…会計Ｌ佐藤啓子より2月分の収支報告がございました。

*盛岡LC60th記念式典について…式典実行委員会実行委員長Ⅼ宮田謙より、
　盛岡LC60th記念式典開催について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、3/15(日)に
　ついては中止とし、6/7(日)に改めて開催する運びとなりましたことの報告がございました。

*協議事項
　①会員入会について
　…先般、出席会員委員会にて承認を賜りました、入会希望者につきまして、
　　 入会のご承認を頂戴致したく、ご協議をお願い申し上げます。
　　《入会希望者》
　　・有限会社タイキ代表取締役　      　藤井義弘　様　[SP　L.樋下　 光]
　　・株式会社ロックス代表取締役　    　大﨑哲雄　様　[SP　L.樋下　 光]
　　・ホテルニューカリーナ料飲支配人　荻原鉄二　様　[SP　L.佐藤 啓子]　⇒全会一致で承認

　②3月第二例会日程(案)並びに6月第一例会振替(案)について
　…期初にご承認を頂戴しておりました年間スケジュールにつきまして、3月15日(日)盛岡LC60th
　　 記念式典日を第二例会振替としておりましたが、先日ご案内の通り、新型コロナウイルス感染
 　　症の影響により6月7日(日)へ式典延期となりましたので、再度3月第二例会日を設定いたした
　　 くご協議をお願い申し上げます。それに伴い、6月第一例会につきましては、6月7日(日)
　　 盛岡LC60th記念式典日に振替と致しますことも併せてご協議をお願い申し上げます。
　　【3月第二例会(案)】2020年3月15日(日) ⇒ 2020年3月27(金)12:15～例会
　　【6月第一例会振替(案)】2020年6月4日(金) ⇒ 2020年6月7(日)盛岡LC60周年記念式典
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⇒全会一致で承認
　③4月第一例会　会場変更について
　…期初にご承認を頂戴しておりました年間スケジュールにつきまして、4月定例理事会並びに
　　 第一例会開催場所の変更についてご協議をお願い申し上げます。
 　　　　2020年4月3日（金）　＊理事会17:30～　＊例会18:00～
　　　　[ 会場変更 ]  ニューウイング　⇒　盛岡八幡宮　　　　　　　　　　　　　⇒全会一致で承認

　④今年度国際地球デーＡＣＴについて
　…ここ数年取り組んでおりました、盛岡市への桜の木の植樹活動を今年度も実施致したく、下記
 　　の通りご提案申し上げます。後日事務局よりご案内を致しますのでご協力をお願い致します。
　　　　　【日時】　2020年4月18日（土）　※AM9:00～(※集合時刻8:50)
　　　　　【場所】　盛岡市中央公園（県立美術館側・昨年と同場所の予定）
　　　　　【内容】　オオヤマザクラ　大きめ（3.5ｍ）　１本の植樹　　　　　　 　　⇒全会一致で承認

　⑤第2回親睦ランチ会について　…計画委員長L佐藤仁志より
　…今期中に第2回親睦ランチ会を開催したいと思います。来期はⅬ佐藤啓子が会長となり、
　　 女性会員の親睦を深めて会員を増やす為の懇談会を企画させて頂きたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　⇒全会一致で承認
　⑥その他
　＊会長Ⅼ山戸常雄より…事務局員の勤務時間外補填について ⇒ 三役一任で検討
　＊キャビネット副幹事Ⅼ赤坂勝より…4/25(土)エクスカーションについてご協力をお願いします。
　　 また、3号車・4号車に乗車しバスの中でお弁当等配る方をⅬ赤坂の他にどなたかご協力を
　　 お願いしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ Ⅼ佐野公房（立候補にて）
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★第1433回例会 　※3月6日（金）18：00～　ホテルメトロポリタン盛岡　ニューウイング

*盛岡LC60周年記念表彰（会長より賞状・記念品の贈呈）
　…本日欠席の該当者(下記〔　〕内)については、後日例会にて贈呈させて頂きます。
　
　　＊長期在籍者　１８名　　→　　表彰状名「長期在籍会員表彰」
　　　・５０年以上　L.鎌田哲爾　　（１名）
　　　・３５年以上　〔欠：L.伊藤英明 L.阿部昭典〕　(２名)
　　　・３０年以上　L.宮田謙　　　（１名）
　　　・２５年以上　L.平野喜嗣  L.松田恭一  L.赤坂勝　(３名)
　　　・２０年以上　L.佐久間修一  L. 佐藤美恵子　　(２名)
　　　・１５年以上　L.橋本幸典  L.関根信  〔欠：L.餘目英男〕 　(３名)
　　　・１０年以上　L.佐藤啓子L.樋下光
　　　　　　　　　　 〔欠：L.吉田ひさ子 L.伊藤完治 L.藤澤月子 L.佐藤裕厚〕　(６名)

　　＊長期連続皆勤者　　７名　　→　　　表彰状名「長期皆出席会員表彰」
　　　・３０年以上　　L.宮田謙　　　(１名)
　　　・２５年以上　　L.赤坂勝　　　(１名)
　　　・１５年以上　　L.関根信　　　(１名)
　　　・１０年以上　　L.佐藤啓子　L.樋下光　〔欠：L.吉田ひさ子 L.伊藤完治〕　(４名)

　　＊高齢者　(満８０歳以上)　→　　表彰状名「高齢在籍会員表彰」
　　　　L.鎌田哲爾…８３歳（2019.7.6）　　〔欠：L.伊藤完治…８０歳（2020.3.29）〕　　(２名)

*次期役員案掲示
　…その他、立候補等がある場合は、お早目に三役または事務局までお申し出ください。
　　 次期役員案は、例年通り4月第1例会〔選挙会〕を経て決定人事となります。

*国際協会より
　 マイルストーン・シェブロン・アワード贈呈　　　35周年　Ｌ．宮田　　謙
　　　 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  　　　　25周年　Ｌ．佐久間　修一

*協議事項・報告事項　…　同日開催されました理事会上程事項と同様につき割愛

≪行事参加報告≫
　【2月17日(月) ７LC会長会】　L山戸常雄
　【2月17日(月) 2019－2020年度全日本FWTセミナー】　L吉田ひさ子
　【2月18日(火) 332-B地区第66回年次大会 第2回連絡会議】L平野喜嗣　L伊藤完治
　　L佐久間修一　L伊藤英明　L赤坂勝　L樋下光　L関根信　L山戸常雄　L佐野公房
　【2月21日(金) 第3回キャビネット会議】 L平野喜嗣　L伊藤完治　L佐久間修一
　　L伊藤英明　L赤坂勝　L伊藤良正　L関根信　L樋下光　L橋本幸典　L晴山博邦
　　L吉田ひさ子　L山戸常雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[計：12名]
　【2月22日(土) レオクラブ　ひかりの箱街頭募金並びにカレンダー展益金贈呈式】
　　L山戸常雄　L関根信
　【2月22日(土) アイバンク該当PR】 L佐藤啓子　L三上信幸
　【2月26日(水) 盛岡LC60周年記念事業 NPO法人こどものみらいプロジェクトゆめドリ 贈呈式】
　　L宮田謙　L山戸常雄　L佐野公房　L佐藤啓子　L赤坂勝　L晴山博邦
　【2月26日(水) 盛岡LC式典開催協議会】　※サイン順
　　L赤坂勝　L宮田謙　L山戸常雄　L晴山博邦　L樋下光　L吉田ひさ子　L佐藤仁志
　　L関根信　L伊藤良正　L佐藤啓子　L佐野公房　L佐久間修一　L松田恭一　[計：13名]

＊報告事項
　①盛岡南ライオンズクラブ結成45周年記念式典開催中止のお知らせが届いております。

　②第30回盛岡ライオンズクラブ旗争奪リトルリーグ野球大会 支援ACTについて
　…当クラブ継続ACTとなっております上記支援ACTにつきまして、リトルリーグ岩手県協会より
　　 試合開催日程のご連絡がございましたので、お知らせいたします。
　　【日時】　2020年5月30日(土)　　　　　【会場】　盛岡南リーググラウンド
　　【協賛金額】　205,000円　(※例年同様　協賛金200,000円＋賞状・賞状ケース購入費5,000円)

　③ライオンズクラブ国際協会332-Ｂ地区 第66回年次大会・親睦ゴルフ大会並びに東日本大震災
　　復興支援・令和元年台風19号支援ｴｸｽｶｰｼｮﾝ『三陸鉄道リアス線に乗って～日帰りの旅～』
　…大会式典につきましては、例会振替行事となりますので、奮ってご参加くださいますよう、
　　 よろしくお願い致します。また、4/22（水）代議員会の委員については、三役一任と致します。
　　【代議員会】 ※三役一任　　2020年4月22日（水）　盛岡グランドホテル
　　【エクスカーション『三陸鉄道リアス線に乗って～日帰りの旅～』】　※会員全員へ案内
　　　2020年4月25日（土）　盛岡発⇒三陸鉄道久慈駅～リアス線～宮古駅
　　　　　　　　　　　　　　　　 登録料　10,000円（バス代、三陸鉄道乗車代、お弁当代、他）
　　【LCIFキャンペーン１００　チャリティゴルフコンペ】　※会員全員へ案内
　　　2020年5月16日（土） 安比高原ゴルフクラブ　参加費　3,000円　（※自己負担）
　　【大会式典】　※会員全員へ案内　～例会振替行事～
　　　2020年5月17日（日）　盛岡グランドホテル　　*受付　9：30～10：30
　　　*式典　10：30～11：30　*基調講演　11：30～12：30　*祝賀会　12：30～14：30
　　【締　　 切】　代議員会・エクスカーション…4/3(金)　　大会式典・祝賀会・ゴルフ…4/13(月)

　④2020年度第7回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・北海道
　…新型コロナウイルス感染症の影響による大会中止についてお知らせが届いております。

　⑤会員動静について（表1、表2参照）



　 　

　

　*ファイン       　…　10,900円　〔累計：198,065円〕
　*ドネーション 　…　101,000円　〔累計：313,000円〕
　　　　　　　　　　　　　誕生祝 （L松田恭一　L山信田寧）
　　　　　　　　　　　　　結婚祝 （L平野喜嗣　L関根信　L渡邊忠夫）
　　　　　　　　　　　　　その他※クラブ内受賞
　　　　　　　　　　　　　L松田恭一　L平野喜嗣　L関根信　L渡邊忠夫　L赤坂勝　L鎌田哲爾
　　　　　　　　　　　　　L樋下光　L佐藤啓子　L宮田謙　L佐藤美恵子　L佐久間修一　L橋本幸典
　　　　　　　　　　　　　その他※転勤異動（Ｌ丸山幸一郎）
　*アテンダンス　…　会員65名　〔出席24名 + メーキャップ28名〕 → 80.0％

　25年前の3月6日…Ⅼ佐久間修一が盛岡ライオンズクラブに入会。
　驚くことに、25年前にスーツとネクタイで本日例会に
　ご出席してくださいました‼記念すべき25周年ということで、
　急遽Ⅼ佐久間修一を囲んで記念写真を撮影‼
　Ⅼ佐久間修一、これからも盛岡LCをよろしくお願いいたします♪

★第1434回例会 　※3月27日（金）12：15～　ホテルメトロポリタン盛岡　ニューウイング

*国際協会より
　LCIF１０００ドル献金（1口）　ﾒﾙﾋﾞﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾌｪﾛｰ 楯 及び ピンの贈呈   Ｌ．伊藤　完治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　   　　　 　　　　　　　　 Ｌ．佐久間　修一
≪行事参加報告≫
　【3月18日(水)332-B地区第66回年次大会 第3回連絡会議】
　　L平野喜嗣　L伊藤完治　L佐久間修一L赤坂勝　L橋本幸典　L渡邊忠夫
　　L樋下光　L山戸常雄　L佐野公房
　【3月19日(木)盛岡LC現・次期三役会】
　　L山戸常雄　L佐野公房　L佐藤啓子　L佐藤仁志　L晴山博邦

≪その他の報告事項≫
　①2020-2021年度332-B地区キャビネット事務局委員選出について
　…先般、理事役員の皆様方にはFAXにてご承認を賜りました、
　 　2020-2021年度332-B地区キャビネット事務局委員を選出するにあたり、
　 　当クラブより以下1名を推挙することと致しましたので、ご承認をお願い申し上げます。
　
　　　2020-2021年度332-B地区キャビネット事務局委員　・・・　Ⅼ．千田　宏美

　②第103回シンガポール国際大会中止のお知らせ
　
　　2020年6月26日〜30日に予定されているライオンズクラブ国際大会は、当初予定されていた
　　シンガポールでは開催されないことになりました。シンガポールの保健省は、新型コロナウイ
　　ルス感染症の拡大をさらに抑えるため、6月30日までのすべての大規模なイベントをキャンセ
　　ルすることを発表しました。ライオンズクラブ国際理事会は本日シンガポールから通知を受け
　　取りました。この重要な議題については、4月の理事会会議にて、あるいはそれ以前に、理事
　　会によって審議されます。今月上旬には、私より皆様に、シンガポールでの大会開催につい
　　ては依然として楽観視しているものの、他の開催都市の可能性も探っていることをお伝えしま
　　した。この数週間にわたり執行役員と大会部チームは代替案について模索してまいりました。
　　大会の開催地及び開催時期にまつわるあらゆる変更は、理事会の承認を必要としますが、
　　可能な限り早急にライオンズの皆様に通知いたします。それまでの間、国際本部の大会部
　　チームは、皆様をサポートするために熱心に取り組んでおります。ライオンズクラブ国際協会
　　は、支払済みの登録料の全額を払い戻しいたします。現在キャンセル手続きの詳細を決めて
　　おりますので、登録、チケット、宿泊等のキャンセルについて、現時点では国際協会登録課
　　に問い合わせをすることはお控えいただきますよう、謹んでお願い申し上げます。
　　残念なことではありますが、私たちは引き続きグローバルな組織として、会員の健康と安全を
　　念頭に置きながら、前進を続けます。
　　以上、よろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際会長　ジュンヨル・チョイ

　③次回例会日は4月3日（金）18：00～ 盛岡八幡宮 です。
　　 新会員を4名お迎えいたしますので、是非皆様ご参加くださいますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※同日17：30～理事会あります

　*ファイン      　…　11,300円　〔累計：209,365円〕
　*ドネーション 　…　25,000円　〔累計：338,000円〕
　　　　　　　　　　　　　誕生祝・結婚祝（L伊藤完治）
                             その他※クラブ内受賞（L伊藤英明　L餘目英男）
　*アテンダンス　…　会員65名　〔出席22名 + メーキャップ28名〕 → 76.9％

≪行事参加報告≫
　【2月26日(水) 盛岡ライオンズクラブ指名委員会】　※サイン順
　　L赤坂勝　L山戸常雄　L樋下光　L吉田ひさ子　L佐藤仁志　L関根信
　　L伊藤良正　L佐藤啓子　L佐野公房　L佐久間修一　L松田恭一　　　　[計：11名]
　【2月26日(水) 盛岡LC60周年記念事業 日影門緑地公園『英文併記案内標識』 贈呈式】
　　L宮田謙　L伊藤英明　L山戸常雄　L佐野公房　L赤坂勝　L関根信　L晴山博邦
　【3月4日（水） 7LC合同幹事会】 L関根信　L佐野公房
　【3月4日（水） 第3回地区ガバナー諮問委員会】 L関根信　L山戸常雄　L佐藤啓子　L佐野公房


