
＊協議事項
　① 332-B地区第67回年次大会代議員会議案の提案について
　　… キャビネットより、上記についての文書が届いております。
　　　　皆様方よりご提案がございましたらご意見を頂戴したい。　　　⇒ 特になし
　② 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、盛岡市中央公園への植樹活動につきまして、市みどり課より、
　　　　『過去に植樹して頂いた桜の木が弱っているので植え替えをお願いしたい』、とお声かけ頂いて
　　　　おります。植樹のお手伝いをしてくださる小岩井農牧㈱担当者の調べによると、現在6本の枝垂
　　　　桜が弱っている（枯れている）ことが判明しております。つきましては、今年度の植樹活動はその
　　　　中の1本を植え替えする事と考えておりますので、ご承認をお願いしたい。  ⇒ 全会一致で承認
　　　　なお、日程は下記の通りご提案申し上げ、ご案内文書は後日事務局より送付いたします。
　　　【日時】2021年4月17(土)　9:00～ （ 8:50集合 ）
　　　【場所】盛岡市中央公園（県立美術館側）　【内容】オカメザクラ　1本
           ※枝垂桜からオカメザクラに種類が変わることについては市担当課了承済み
　　　【費用】40,700円　（既存枯損木撤去含む）　※今年度予算50,000円

＊報告事項
　① 盛岡中津川ライオンズクラブCN55周年記念式典開催中止のご連絡
　　… 2021年4月10日に予定しておりました記念式典は、新型コロナウイルス感染症拡大が治まら
　　　　ない現状を鑑み開催中止となりました。
　② 石鳥谷ライオンズクラブ50周年記念式典　開催日程の変更
　　… 2021年4月11日(日)　→ 　2021年6月19日(土)　へ日程が変更となりました。
　③ 岩手県ユニセフ協会設立20周年記念講演会のお知らせ
　　　【日時】2021年3月27日(土)13:00～【場所】岩手教育会館 多目的ホール
　　　【申込】チラシ裏面の申込書に記入しFAX又はメール、電話で申込み
　　　【講演会】「世界の子どもたちと向き合って」　安田菜津紀さん
　　　　　　 ～シリア難民の子どもたちと東日本大震災～
　　　　≪オープニング≫ 岩手県立盛岡不来方高校音楽部による演奏
　④ アイバンク登録の協力依頼について
　　… 岩手医科大学（岩手医大眼球銀行）よりアイバンクポスターが届いております。
 　　　 また、アイバンク登録について協力依頼が届いております。

★第1455回例会   ※2月5日(金)12：15～　ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡　ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
＊国際協会より
　◎100周年記念会員増強賞 Diamond Centennial Award　………　Ｌ伊藤良正
　◎マイルストーン・シェブロン・アワード　　………………………　　30周年　Ｌ平野喜嗣
　◎LCIF1000ドル献金（１口）　メルビン･ジョーンズ･フェロー･ラペルピンの贈呈　…　Ｌ平野喜嗣

＊委員会報告　※クラブFWTコーディネーターⅬ吉田ひさ子より
　　… 2/3(水)に開催されました『地区FWTセミナー』にリモートにて参加。小児がん支援として、
　　　　ヘアドネーションをはじめ、ポケットチェンジ、古本募金へのご協力をお願いいたします。

＊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
　【 1.15(金) 上半期会計監査会 】Ⅼ阿部昭典 Ⅼ佐藤美恵子 Ⅼ佐藤啓子 Ⅼ佐藤仁志 Ⅼ晴山博邦
　【 1.26（火） 資格審査委員会 】 Ⅼ平野喜嗣
　【 2.3（水）　332-B地区FWTセミナー 】 Ⅼ佐藤啓子　Ⅼ吉田ひさ子
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第1457回例会（指名会）
（スピーチ：教育・YCE委員会）

例会・理事会等議事報告(2月分）

★2月定例理事会　※2月5日(金)11:30～　ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
＊2020年度上半期会計監査報告について
　… 会計監査委員Ⅼ佐藤美恵子より、1/15(金)例会終了後に行った監査の結果、
　　　適正且つ正確に処理されていたことを確認した旨、ご報告がございました。

＊月次収支報告 … 会計Ⅼ晴山博邦より、1月分の収支報告がございました。

[厄落とし祈願] 4月第2例会(4/16 金)盛岡八幡宮にて予定しております
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　本日は、Ⅼ赤坂勝にスピーチをしていただきました。（以下、問題と解説をご覧ください）
①ただ一人の盛岡名誉市民をご存じですか。➡ ➡ ➡ 金田一京助
　　日本の言語学者、民族学者。日本のアイヌ語研究の本格的創始者。
②盛岡市で「日本さくらの名所100選」に登録させている場所をご存じですか。➡ ➡ ➡ 高松公園
　　1989年（平成元年）「日本さくらの名所100選」に選ばれる。県内では北上市展勝地と２ヶ所。
③藩政時代、盛岡城内の飲料水や茶道の水として用いられた「盛岡三清水」をご存じですか。
　　　■御田屋清水　大通一丁目　　■大慈清水　鉈屋町　　■青龍水　大慈寺町
④２代盛岡藩主 南部利直が元服の際、烏帽子親をつとめた武将をご存じですか。
　➡ 天正18年（1590年）前田利家を烏帽子親として元服し、その際に利家から「利」の一字を授与され
　　　て利正と名乗り、後に利直と改名。正室は、蒲生氏郷の娘。三男　重直、五男　重信、七男　直房。
⑤14代盛岡藩主南部利義と15代南部利剛の正室は、どちらの藩から迎えられたかご存じですか。
　➡ 南部利義の正室は、井伊直亮の養女豊子。井伊直亮は彦根藩第14代藩主で、後に幕府大老。
　　　井伊直弼の兄で養父でもある。直亮の母は南部第10代藩主利正の娘。
　　　15代南部利剛の正室は、徳川斉昭六女松姫。徳川斉昭は、水戸藩第９代藩主。幕府第15代徳川
　　　慶喜の実父。井伊直弼と将軍継嗣問題で対立。安政の大獄で事実上の政治生命を絶たれる。
　皆様、Ⅼ赤坂勝の地元学はいかがでしたか？本日は、貴重なスピーチをありがとうございました。

メンバースピーチ　Ｌ赤坂　勝
演 題　『 地元学 No｡８ 』

★第1456回例会   ※2月5日（金）12：15～　ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
＊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･ﾗﾍﾟﾙﾋﾟﾝの贈呈　…　Ｌ宮田謙
＊行事参加報告
　【 2.15(月)　第3回キャビネット会議 】　Ⅼ平野喜嗣
　【 2.15(月) 歴代会長会 】 Ⅼ伊藤英明　Ⅼ佐久間修一　Ⅼ赤坂勝　Ⅼ関根信　Ⅼ橋本幸典
　　　　　　Ⅼ伊藤完治　Ⅼ山戸常雄　Ⅼ佐藤啓子　　（オブザーバーⅬ樋下光、Ⅼ本田成幸）

＊その他の報告事項
　① 盛岡観武ライオンズクラブCN50周年記念式典延期のご連絡
　　… 2021年4月25日に予定しておりました記念式典は、新型コロナウイルス感染の収束が見込めない
　　　　現状により、1年延期し2022年4月24日(日)の開催となりました。
　② クラブ及び地域社会の「奉仕ニーズ調査」について
　　… 先般、当クラブでも報告済みの「奉仕ニーズ調査」について、各クラブからの回答をまとめた資料
　　　　がキャビネットより届いております。
　③ 2021年度 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ並びに第一・第二副地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ立候補者資格審査について
　　… 1月26日(火)開催されました次期地区ガバナー候補者並びに次期第一副地区ガバナー候補者
　　　　「資格審査委員会」において、下記の通り「候補者」として承認された旨通知が届いております。
　　　＊2021年7月～2022年6月年度332-B地区・地区ガバナー候補者
　　　　　　　Ⅼ．村上　孝　（水沢中央ライオンズクラブ）
　　　＊2021年7月～2022年6月年度332-B地区・第一副地区ガバナー候補者
　　　　　　　Ⅼ．栗村　安弘　（大船渡ライオンズクラブ）
　　　＊2021年7月～2022年6月年度332-B地区・第二副地区ガバナー候補者
　　　　　　　立候補者なし
　④ 釜石ライオンズクラブ・釜石レオクラブ　記念誌送付のお知らせ
　　… 釜石ライオンズクラブ結成55周年、釜石レオクラブ結成15周年の記念誌が届いております。

★臨時理事会　※2月19日(金) 12:00～ ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
＊協議事項
　① 2021～2022年度1R1Zゾーン・チェアパーソン立候補について
　　… 盛岡ライオンズクラブから立候補はしない　  ⇒ 全会一致で承認
　② その他
　　A.宮古岩手LCアクティビティ（中学バレーボール大会）について
　　… 3年の継続事業(金銭)支援として、昨年度より実施しておりましたが、
　　　　今期はコロナ禍の為、開催中止となった旨、事務局より確認。
　　　　今年度の支援はなしとし、次年度役員へ引継ぐこととする。　　⇒ 全会一致で承認
　　B.3月第二例会(厄落とし祈願)について
　　… 未だ現在、コロナ感染が収束されてないことから、3月第二例会(厄落とし祈願)と
　　　　4月第二例会の日程を交換させていただきたい。  　　　　  　　⇒ 全会一致で承認
　　　　＜変更後＞
　　　　　【3月第二例会】　2021年3月19日 (金)　12:15～　ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
　　　　　【4月第二例会】　2021年4月16日 (金)　18:00～ 盛岡八幡宮

　*ファイン     　… 11,000円　〔累計：125,410円〕
　*ドネーション … 35,000円　〔累計：269,100円〕　その他（Ⅼ伊藤良正　クラブ内受賞）
　　　　 誕生祝（Ⅼ平野喜嗣 Ⅼ本田成幸 Ⅼ大﨑哲雄 Ⅼ樋下光 Ⅼ千田宏美 Ⅼ餘目英男）
　*アテンダンス … 会員67名　〔出席 23名 + メーキャップ 27名〕 → 74.6％

　　本日は、Ⅼ牧田光央に 『 人生100年時代 』 と題しまして、高齢化社会・社会保障への影
響などについてスピーチをしていただきました。日本の総人口は1億2602万人。最高齢は福
岡県にお住いの方でなんと118歳！昨年は総人口のうち3割弱（過去最高）が65歳以上とな
り、100歳以上は8万450人。これは昭和39年から統計が始まり、その当時の100歳以上は153
人であった。なんとこの58年間で525倍になりました（比率 男性1割:女性9割）。また、30年後
（2050年）の推計では約53万人が100歳以上になると考えられています。これは、医療の進歩
は基より、一人一人が元気でいらっしゃることも要因にあげられています。
　しかし、人生100年時代という一見明るい言葉が社会保障制度などを、これからひっ迫させ
る状況になると考えられています。2025年問題…これは団塊の世代が75歳以上となり、要介
護認定者数が840万人、認知症患者は1300万人になると推測されています。日本の良い社
会保障制度を続けていく為には、元気な高齢者に長く働いてもらうことも大事。現在は、65歳
以上の高齢者1人を18歳～64歳の2人が支えています。しかし、現在の制度のまま2050年を
迎えると、1人を1.2人が支える肩車状態となり、とてももたないだろうといわれています。もしこ
れが、18歳～74歳を現役として75歳以上を支えるという制度になるとすれば、2050年には、1
人を2.8人が支える騎馬戦のような形となり安定感が出ると考えられています。
　人生100年時代の日本をより良く生きていく為には、生涯現役で、生涯活躍する一人一人の
意識と諸制度、雇用の拡大が必要です。その時代がうまく実現できれば、以下3つ良いことが
あるとのこと。【①病気や介護を防いで、健康で長生きできる　②支える側が増えて充実した
社会保障制度が維持できる　③老後生活資金の更なる確保につながる】
　さて皆様、完璧なセカンドライフをお考えでしたら是非Ⅼ牧田光央へご相談を…本日は貴
重なお話ありがとうございました‼

　*ファイン     　… 13,210円　〔累計：138,620円〕
　*ドネーション … 0円　〔累計：269,100円〕
　*アテンダンス … 会員67名　〔出席 26名 + メーキャップ 27名〕 → 79.1％

メンバースピーチ　Ｌ牧田 光央
演 題　『 人生100年時代 』


