
クラブ名 義援金金額 クラブ名 義援金金額

盛岡 ¥30,700 盛岡南 ¥44,800

盛岡不来方 ¥36,500 滝沢 ¥9,300

盛岡中津川 ¥40,000 玉山姫神 ¥31,200

盛岡観武 ¥17,200 総合計 ¥209,700

陸中海岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
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プラザイン水沢第3回キャビネット会議

行　　　事

ニューウイング

場　所

2月定例理事会

2021年2月の行事予定

時　間月 曜日

★2020～2021年度332-B地区ACTｽﾛｰｶﾞﾝ★

ブランニュー北上

例会・理事会等議事報告(1月分）
〒020-0034

盛岡市盛岡駅前通1-44

　④ その他
　　… 三役より
       ⇒ 下期分のひかりの箱募金について、
　　　  2月理事会・例会より開始としたい。
　   　   皆様のご協力をお願いいたします。
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第1456回例会
（スピーチ：財務委員会）

ニューウイング

　⇒ 全会一致で承認

★1月定例理事会　※1月15日(金)11:30～　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晴山博邦より、11月並びに12月収支報告がございました。

＊協議事項
　① フェイスシールド300枚寄付の件　※Ⅼ長棹宏吉【トヨタグループ】より寄贈
　　… 県内トヨタグループ3社（ 岩手トヨペット㈱ / 岩手トヨタ㈱ / ネッツトヨタ岩手㈱ ）より、
　　　　フェイスシールド300枚をご寄付いただきました。活用方法等につきまして、皆様方より
　　　　ご意見を頂戴したい。なお、三役の意向として、4月24日(土)開催予定としている、
　　　　【年次大会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）】で活用できるよう
        に、キャビネットに寄付したいと考えている。
                                                                                     ⇒ 全会一致で承認
　② リモート例会について　（タブレットの購入）
　　… 今年度、会長Ⅼ佐藤啓子の重点目標に掲げております、リモート例会開催について
　　　　必要機材となるタブレットの購入についてご意見を頂戴したい。
　　  ⇒ コロナ禍の中での例会開催となっている今、皆様の携帯を利用しLINEアプリ
　　　   を使用しての例会開催をしたい。1万円程度のタブレット購入については、
　　　   理事役員よりご了承いただいております。

　③ 2020年度7LC合同親善ゴルフ大会 ７LCゴルフ委員会アクティビティ
                                                                     大会ドネーション取扱いについて
　　… 2014年度の開催以降、積立しております大会ドネーションの取扱いにつきまして、
　　　　７LCゴルフ委員会アクティビティとして332-B地区キャビネット東日本大震災義援金
　　　　口座へ全額寄付と致しますことのご承認を頂戴したい。
　　　　≪2014年度以降の大会ドネーション≫
　　　　　　１R１Z 7LCゴルフ委員会合同ACT 東日本大震災義援金　総額209,700円

332-B地区 FWTセミナー

19 金 12:15

釜石LC55th 釜石レオクラブ15ｔｈ
記念式典は開催中止となりました

日

3 水 14:00
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第1455回例会
（スピーチ：市民環境委員会）

11:30

〃

 ☏  019-623-5522
Fax 019-623-5530

✉ qqmb8r69@crux.ocn.ne.jp

『サーバントリーダーを目指し!地域にインパクトを!!』

ニューウイング

▼ 盛岡LCは新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、

1月第一例会（玉山姫神LC合同新年会）の開催を中止としています



　 　

　

★第1454回例会   ※1月15日（金）12：15～　ホテルメトロポリタン盛岡　ニューウイング
＊ゲストご紹介 … ㈱ケア・テック 在宅医療と福祉用具
　　　        　　　 　　居宅介護支援事業所 ケアマネージャー 日景大介 様
＊国際協会より … 2019-2020年度クラブ優秀賞 会長ピン・クラブパッチ　前会長 Ｌ．山戸常雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　100%会計アワード　　　前会計 Ｌ．佐藤啓子
＊国際協会より … 100周年記念会員増強賞(Gold Centennial Award)  Ｌ．晴山博邦 / Ｌ．佐藤仁志
＊国際協会より … マイルストーン・シェブロン・アワード
　　　　　　　　　　　　【15周年】　Ｌ．吉田ひさ子　　【10周年】　Ｌ．樋下里津子 / Ｌ．山戸瞳

＊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

① ポケットチェンジへの協力依頼 ～今年度は紙幣のみに限ります～

【実施期間】 … 2021年2月19日(金)　盛岡LC事務局へご持参ください
【交換できる紙幣】 … 米ドル・ユーロ・中国元・韓国ウォン・ベトナムドン
　　　　　　　　　　  シンガポールドル・香港ドル・タイバーツ・台湾ドル

② こどものみらい古本募金への協力依頼
【実施期間】 … 2021年2月26日(金)　盛岡LC事務局へご持参ください

【対象となる商品】 … ☑ 書籍 = ISBNコードがついているもの

　　　　　　　　　　  ☑ DVD・アルバムCD = 規格品番がついているもの

　　　　　　　　　　  ☑ ゲーム機 = 査定時に遊べる状態にあるもの

※不明な点につきましては、盛岡LC事務局迄お問い合わせください

　　ゲストスピーチ　日景大介 様
　　　演　題『 介護保険の仕組みと利用の流れについて 』

　*ファイン     　… 10,000円　〔累計：114,410円〕
　*ドネーション … 61,000円　〔累計：234,100円〕　結婚祝（Ⅼ大﨑哲雄 Ⅼ樋下光 Ⅼ千田宏美）
　　　　　　　 誕生祝（Ⅼ佐藤啓子 Ⅼ荻原鉄二 Ⅼ佐藤美恵子 Ⅼ赤坂勝 Ⅼ獅子内一義）
　　　　　　　 誕生祝（Ⅼ山戸常雄 Ⅼ三上信幸） その他（Ⅼ晴山博邦 Ⅼ佐藤仁志 Ⅼ佐藤啓子）
　*アテンダンス … 会員67名　〔出席 22名 + メーキャップ 27名〕 → 73.1％

　本日は、ケア・テック居宅介護支援事業所のケアマネージャー日景大介様に 『介護保険の仕組みと
利用の流れについて』 と、題しましてお話をしていただきました。日景さんは、介護施設で3年、その後
デイサービスで4年、ケアハウスの相談員として2年ご勤務され、その資格を活かしケアマネージャーの
資格取得から9年、現在に至ります。
　まずは、①措置制度からの介護保険制度へ…社会全体で支えていく介護保険制度には3つの仕組
みがあり、1.介護保険の利用者の自立支援を目指すこと。2.利用者思いのサービス（自ら選択してサー
ビスを受けられること。）3.給付と負担の関係が明確である社会保険方式を採用している、とのことです。
　次に、②地域包括ケアシステムについて…現在、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が継続
できるように、進められている。これは、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援などのサービスを日常
生活圏域（自宅から30分以内）での提供を目指すものだそうです。介護予防・継続的なケアマネジメン
トの支援などを行う、地域内の高齢者福祉に関するよろず相談窓口となる『地域包括支援センター』、
地域に住む高齢者が多様なサービスを有効活用できるように直接支援する『ケアマネージャー』、この
二つが大きな役割を担っています。
　そして、③介護保険の申請からサービス利用まで…申請→要介護認定→認定結果の通知　この通知
には8通りの結果があり、『非該当（自立）』『要支援1～2』『要介護1～5』となります。原則として、申請後
30日以内に通知されることになりますが、主治医の都合で2ヶ月かかることも中にはあるとのこと。サービ
スを利用する前に、事業所とケアマネージャーが集まる『担当者会議』にて、サービス側にしてほしいケ
アプランを基に話し合い、本人・家族の同意を得て契約、その後サービス利用開始となります。利用す
るにあたり、④具体的な介護サービス内容・費用について…こちらの費用については、皆様方にお配り
しております資料をご参照ください。
　最後に、⑤介護が必要となるきっかけについて…上位が認知症、脳血管疾患（脳卒中等）、高齢によ
る衰弱、更に骨折・転倒、関節疾患（リウマチ等）が続いております。介護が必要となる原因の大半は、
『老化現象』によるものが多く、身体の機能は適切な対策を行えば、維持・改善が可能となります。その
為にも、介護予防として日々の散歩や体操・運動、他者との交流などが大切となります。ケアマネジャー
の日景さんは、その人らしく生活できるようにお手伝いできればと思い業務に臨んでいるそうです。本日
は、詳しくまとめていただいた資料とパワーポインタでのスピーチ、誠にありがとうございました‼‼

＊報告事項
　① クラブ及び地域社会の「奉仕ニーズ調査」について
　　… キャビネットより、クラブ及び地域社会のニーズ調査について依頼が届いて
 　　　 おります。内容について三役でまとめさせていただきましたのでご覧下さい。
　　　　尚、ご意見・ご指摘等ございましたら、幹事Ⅼ佐藤仁志へお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪キャビネット提出締切…1月29日（金）≫

　② 国際平和ポスター・コンテストについて
　　… 332-B地区審査結果並びに332複合地区選考会報告書が届いております。

　③ 2021年7月～2021年8月（夏休み）の
　　　『Lions Questﾗｲﾌｽｷﾙ教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ』事業計画について（お伺い）
　　… キャビネットより、ワークショップ開催計画のお伺いが届いております。

　④ NPO法人スペシャルオリンピックス日本・岩手より
　　… ﾆｭｰｽﾚﾀｰと設立5周年の記念品（ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ電波時計）が届いております。

　⑤ 釜石LC 55周年記念式典、釜石レオクラブ15周年記念式典
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開催中止のお知らせ
　　… 2021年2月27日に予定しておりました記念式典は、コロナウイルス感染症
   　　 拡大防止に配慮し開催中止となりました。（ライオンいわて12月号 P11参照）

事務局よりお知らせ


