
★次期準備理事会　※6月5日（金）17：00～　盛岡八幡宮
　※昨年との相違点のみ抜粋して記載
　【クラブ会費】 ( 期初一括徴収　※二分割振込も可 ) ※今年度に限る
　　・一般会員　納入金額 １００,０００円　( 会費 １００,０００円 )
　　(うち運営費 ６０,０００円 ・ 事業費 １０,０００円 ・ 会食費 ３０,０００円 ・ 積立金 ０円)
　【理事会・委員会等会費】
　　・通常・臨時・準備理事会　会員会費５,０００円/クラブ１,０００円
　　・その他委員会関係　　　　会員会費５,０００円/クラブ１,０００円
　【例会会費】
　　・昼例会　会員会費なし/クラブ１,８００円　　・夜例会　今期はすべて記念例会に該当
　　　※昼・夜例会…前日正午以降のキャンセルは、会費全額を徴収
　【記念例会会費（納涼会・芋の子家族会・新年会・厄落とし祈願・最終例会）】　１０,０００円
　【欠席調整金】　０円　※今年度に限る
　【ＬＣＩＦ献金】　会員１名あたり ＄１００を献金 （ 全額クラブ費より ※１１月送金予定 ）
　【ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ】　２月～３月頃　60ｔｈ記念事業
　　　　★日影門緑地公園『英文併記案内標識』 新規張替　２年目/５年継続
　　　　★ゆめドリへの支援　２年目/３年継続
　【地区年次大会・ゾーン内クラブ式典 登録料】　 個人負担とする ※今年度に限る

　

月 日 曜日 時　間 行　　　事 場　所
★6月定例理事会　※6月5日（金）17：30～　盛岡八幡宮
＊月次収支報告…会計Ｌ．佐藤啓子より、5月分の収支報告がございました。
＊協議事項
　①会員退会並びに新会員入会について　※退会者2名 / 入会希望者 1名
　…上記につきまして、当クラブ会員　L.丸山 幸一郎　・　L.佐野 公房　より退会届並びに、L.丸山幸一郎
　　後任として下記入会希望者より、書類の提出がございました。先般、出席会員委員会にて承認を賜わり
　　ました退会・入会について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≫　牧田 光央(まきた みつお)様　　［SP：Ⅼ.伊藤 英明］
　　　　　　　　　 朝日生命保険相互会社　盛岡支社長　　⇒　全会一致で承認
＊報告事項
　①ヘアドネーションについて
 …キャビネットより、ヘアドネーションについての受け入れ再開のお知らせが届いております。

　②会員動静について（表1・表2参照）
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　③2019-2020年度 第66回年次大会ｱﾜｰﾄﾞ受賞　※国際会長ｱﾜｰﾄﾞ並びにLCIFｱﾜｰﾄﾞのご報告
　　《国際会長アワード》
　　★ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟｱﾜｰﾄﾞ……ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ幹事　Ⅼ伊藤完治　/　ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会計　Ⅼ佐久間修一
　　★国際会長感謝状……地区FWTｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 吉田ひさ子　/　1R1Z ｿﾞｰﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ 関根信
　　《LCIFアワード》
　　★LCIF理事長メダル (個人アワード)……2018-19地区LCIFｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ　Ⅼ吉田ひさ子
　　　・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ100 ﾓﾃﾞﾙｸﾗﾌﾞ……盛岡ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
　　《332複合地区表彰》
　　★ｶﾞﾊﾞﾅｰ協議会議長賞……ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ幹事　Ⅼ伊藤完治　/　ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会計　Ⅼ佐久間修一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★印…6/16開催 第4回キャビネット会議時　贈呈済み

　④第30回 盛岡LC旗争奪リトルリーグ（マイナーリーグ）野球大会 開催について
　…延期となっておりました、第30回 盛岡LC旗争奪リトルリーグ野球大会につきまして、開催日程
　　 が確定致しましたのでお知らせ致します。後日、事務局よりご案内を送付いたします。多数の
　　 ご参加を賜わりますよう、宜しくお願い致します。
　　　【日時】　2020年7月18日（土）　集合8：00　開会式8：15～　※予備日7月19日（日）
　　　【場所】　盛岡南リトル球場
　　　【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）

　⑤2020.7月～2021.6月期年間行事予定表・組織表について
　…先日の次期準備理事会にて承認された次期行事予定表並びに組織表を配布しております。
　　 なお、７月第一例会（7/3金12：15～） は委員会ごとの着席となりますので所属委員会の
 　　ご確認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　*ファイン      　… 13,100円　〔累計：242,365円〕
　*ドネーション  … 101,000円　〔累計：489,000円〕　誕生祝（L藤澤月子）
　　　結婚祝(L伊藤英明　L小笠原進）
　　　その他（L宮田謙　L鎌田哲爾　L佐藤啓子　L佐久間修一　L平野喜嗣)
　　　年祝い（L伊藤英明 L三上信幸 L伊藤良正 L阿部昭典 L関根信 L伊藤完治 L藤澤月子）
　*アテンダンス　…　会員69名　〔出席33名+メーキャップ28名〕 → 88.4％

★第1439回例会　　※6月5日（金）18：00～　盛岡八幡宮
＊国際協会より　【キャンペーン100】個人寄付総額表彰
　　　ライオン・エンパワーメントピンの贈呈 ・・・・・・・・・・Ⅼ.平野　喜嗣
　　　ライオン・アクションピンの贈呈・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅼ.佐久間修一
＊協議事項・報告事項 … 同日開催されました定例理事会上程事項と同様につき割愛
≪行事参加報告≫
　【5月28日（木）盛岡LC次期財務委員会】
　　L佐藤啓子　　L佐藤仁志　　L関根信　　L赤坂勝　　L山戸常雄　　L佐野公房
　【6月3日（水）盛岡LC歴代会長会】
　　L鎌田哲爾　L平野喜嗣　L佐久間修一　L赤坂勝　L関根信　L吉田ひさ子　L伊藤完治　L山戸常雄

　*ファイン      　… 6,500円　〔累計：229,265円〕
　*ドネーション  … 30,000円　〔累計：388,000円〕　誕生祝 （ L伊藤良正）　その他※クラブ内受賞(L阿部昭
典）
　　　　　　　　　　　　 結婚祝 （L餘目英男　L藤井義弘　L佐久間修一　L山戸常雄　L本田成幸 ）
　*アテンダンス … 会員69名　〔出席27名+メーキャップ30名〕 → 82.6％

★第1440回例会(最終例会）   ※6月19日（金）17:30～　ホテルメトロポリタン盛岡　ニューウイング
＊地区ガバナー入場
＊年祝い　（記念品の贈呈）　欠席者については、後日例会にて贈呈
　　《傘寿》　L伊藤完治
　　《古稀》　L伊藤英明 / L阿部昭典 / L藤澤月子　( L橋本幸典：欠 )
　　《還暦》　L関根　信 / L三上信幸 / L伊藤良正　《華甲》　（ L吉田ひさ子：欠 ）
＊国際協会より　【キャンペーン100】個人寄付総額表彰
　　　　　　　ライオン・デディケーションピン 並びに ライオン・コミットメントピン 贈呈・・・・・・Ｌ．宮田  謙
　　　　       ライオン・アクションピン 贈呈・・・・・・Ｌ．伊藤完治
＊国際協会より　マイルストーン・シェブロン・アワード【10周年】  L藤澤月子 / L伊藤カヅ子 / L佐久間敏子
＊2019-2020年度 第66回年次大会アワード（地区ガバナーⅬ.平野喜嗣よりバナー・賞状・記念品の贈呈）
　　《栄光のアワード》
　　　　グッドスタンディング大賞…金賞　/　LCIF優秀賞…金賞　/　会員増強優秀賞…銅賞
　　《ガバナーアワード》　　キャビネット協力賞　/　ガバナー特別賞
　　《LCIFアワード【キャンペーン100 モデルクラブ】》　盛岡ライオンズクラブ
　　《個人賞》　L鎌田哲爾
＊退任三役にラペルボタンの贈呈　第三副会長 L伊藤良正 より現三役に贈呈。
＊感謝のことば　…　第一副会長 L佐藤啓子 より現三役へ感謝のことばが述べられました。
＊退任の挨拶　…　会長 L山戸常雄 より退任のご挨拶がございました。
＊次期役員紹介　…　次期役員の紹介がございました。
＊次期三役に三役ラペルボタンの贈呈　…　現三役より次期三役へ　引き継ぎが行われました。

＊行事参加報告
　【6月8日(月)第14回ライオンいわて編集会議】　L晴山博邦　　L樋下 光
　【6月12日(金)キャビネット事務局委員引継ぎ会】　L樋下 光　　L千田宏美
　【6月16日(火)第4回ZC会議】　L平野喜嗣　　L伊藤完治　　L佐久間修一　　L関根 信
　【6月16日(火)第4回キャビネット会議】　L平野喜嗣　　L宮田 謙　　L伊藤完治　　L佐久間修一
　　　L吉田ひさ子　　L関根 信　　L伊藤英明　　L伊藤良正　　L晴山博邦　　L赤坂 勝　　L樋下　光
＊その他の報告事項
　①１R１Z現・次期ZC・三役会　開催中止について（お知らせ）
　…毎年開催しておりました、「１R１Z現・次期ZC・三役会」は、新型コロナウイルスの感染防止を考慮し、
　　 キャビネット関連の行事も中止されていることを鑑み、今年度の開催を中止することとなりました。

　②地区のホームページに　（　http://www.lc332b.jp/　）「会員向け資料ダウンロード」のページが
　　 できました。このページは　332-B地区の会員の方がパスワードを入力することで閲覧できます。
　　　「会員向け資料ダウンロード」パスワードは…英数半角小文字で　lc332b-iwate  です

　

　　２０２０年、本来で有れば、日本中が歓喜する7月に、盛岡ライオンズクラブ会長を務める事に
　何の疑問も感じていませんでした。
　　しかし、まさかの全世界が停止し恐怖と不安を感じ新型コロナウイルスとの戦いの中、どの様
　にクラブを運営すべきなのか思料しました。
　　先ずは、今出来る事を出来る時に、健康と安全を守りながら安心して参加する例会とクラブ
　活動を継続して参ります。
　　『今日一日は笑顔で過ごそう』
　　笑顔の継承する盛岡ライオンズクラブの一年としたいと思います。

　　＜クラブ運営推進事項＞
　　　１．	クラブ内交流の強化
　　　２．	リモート例会による出席率アップ
　　　３．	ソーシャルディスタンスを配慮した奉仕活動

　以上を、クラブメンバー皆様の協力を得ながら実現していきたいと思います。
　一年間よろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 盛岡ライオンズクラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　 第61代会長　佐藤啓子

2020-2021年度 会長挨拶



　 　

　
★盛岡ライオンズクラブ　60周年金式典・祝宴　　2020.6.19（金）　18：00～　ホテルメトロポリタン盛岡
　去る、2020年3月15日（日）開催予定としておりました、盛岡LC60周年記念式典は新型コロナウイルス感
染症拡大防止の為、6月7日（日）へ延期となり、その後、終息の見通しが立たないことから式典開催を中
止と致しました。会長Ⅼ山戸常雄を筆頭に、幹事Ⅼ佐野公房、会計Ⅼ佐藤啓子が一丸となり最終例会に
合わせて、クラブ内だけの式典を開催する為、限られた時間で準備をして参りました。当日は、34名の会
員にご参加頂き、今期2番目の会員出席率（88.4％）となりました。60周年の盛岡ライオンズクラブは、輝
かしい過去の歴史と今後の未来を見つめ、改めて『We serve』を胸に刻み、節目の年を迎えることができ
ました。会員の皆様、これからも盛岡ライオンズクラブを盛り上げ更なる歴史を築き上げて参りましょう‼‼‼


