
〒020-0034

2

★3月定例理事会　※3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
＊月次収支報告 … 会計Ⅼ晴山博邦より、2月分の収支報告がございました。
＊協議事項
　① 玉山姫神ライオンズクラブ合同例会開催について
　　… 1月に玉山姫神ライオンズクラブとの親睦を図るため新年合同例会を予定していた
　　　　が、新型コロナウイルス感染症拡大感染防止の為、開催を延期。これについて、
　　　　5月第一例会での開催を検討。承認済みの年間行事変更について。
　　　　【変更前】　2021年5月7日(金)　理事会　11：30～　例会12：15～
　　　　【変更後】　2021年5月7日(金)　理事会　17：30～　合同例会　18：00～
　　　➡ 全会一致で承認　尚、夜例会の為出席会員委員会スピーチは割愛とする

＊報告事項
　① 盛岡ライオンズクラブ60周年記念事業継続アクティビティについて
　　… 継続事業となっております以下2件についてご報告を致します。
　
　　　●日影門緑地公園 『英文併記案内標識』※毎年メンテンナンス（標識内容等）を行う
　　　 　　今年度　＊内容修正依頼あり　➡　かわとく壱番館:削除
　　　　　　　　　 ＊3月10日(水)張替作業予定　（天候により別日になる可能性あり）
　　　　　　　　　 ＊見積22,000円（予算：35,750円）
　　　●NPO法人ゆめドリ　※ドリームマップ授業へ金銭支援
　　　　 　今年度　＊今年度分の授業報告等提出
　　　　　　　　　 ＊3月中に支援金送金
　　　　　　　　　 ＊送金金額200,000円（予算：200,000円）

　② 第3回ガバナー諮問委員会について
　　… 3月に開催を予定しておりました「第3回ガバナー諮問委員会」は、前回同様１Z７LCの回答書
　　　　集約の資料確認をする事で、開催に替えさせていただく運びとなりました事をご報告致します。

　③ 「アイバンクひかりの箱募金」 並びに 「カレンダー益金」 贈呈式について
　　… 今年度の贈呈式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から少人数での開催となりまし
　　　　たことをご報告いたします。

　④ 東山ライオンズクラブ50周年記念式典 開催延期のお知らせ
　　… 2021年6月20日(日) に予定しておりました記念式典は、次年度への1年間の開催延期となり
　　　　2022年6月19日(日)　へ日程が変更となりました。

　*ファイン     　… 11,400円　〔累計：150,020円〕
　*ドネーション … 16,000円　〔累計：285,100円〕
　　　　　　　　　　　　誕生祝（Ⅼ伊藤完治 Ⅼ山信田寧）　結婚祝（Ⅼ伊藤完治　Ⅼ関根信）
　*アテンダンス … 会員67名　〔出席 27名 + メーキャップ 27名〕 → 71.6％

★第1457回例会   ※3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
＊ゲストご紹介　エフエム岩手アナウンサー　橋爪 志織 様

＊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。

＊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
　【 2021.2.24(水) 第２回国際大会委員会（WEB） 】 Ⅼ.平野　喜嗣
　【 2021.2.24(水)　盛岡LC指名委員会 】　※サイン順
　　　　　Ⅼ.伊藤　完治　Ⅼ.橋本　幸典　Ⅼ.本田　成幸　Ⅼ.樋下　光　Ⅼ.晴山　博邦
　　　　　Ⅼ.赤坂　勝　Ⅼ.山戸　常雄　Ⅼ.佐久間　修一　Ⅼ.関根　信　Ⅼ.佐藤　啓子
　【 2021.3.3（水） 332複合地区第3回連絡会議 】 Ⅼ.宮田　謙　Ⅼ.平野　喜嗣

例会・理事会等議事報告(3月分）
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第1460回例会
（歳祝・厄祓・八方除祈願）

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会332-B地区第67回年次大会

東日本大震災復興10年支援エクスカーション

三陸鉄道リアス線に乗って ～日帰りツアー～

行　　　事 場　所

盛岡市盛岡駅前通1-44
ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡本館4階

第1459回例会（選挙会）
（地区ガバナー/盛岡パイロットクラブ例会訪問）

2021年4月の行事予定
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4月定例理事会



　 　

　

3月5日(金)　ゲストスピーチ … エフエム岩手アナウンサー 橋爪 志織 様
演  題　『 私とラジオと岩手県 』

　*ファイン     　… 11,700円　〔累計：161,720円〕
　*ドネーション … 13,000円　〔累計：298,100円〕誕生祝（L阿部昭典）結婚祝（L阿部昭典 L荻原鉄二）
　*アテンダンス … 会員67名　〔出席 23名 + メーキャップ 27名〕 → 74.6％

★臨時理事会　※3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 第103回ライオンズクラブ国際大会 登録者並びに代議員選出について
　　　♢ 盛岡ライオンズクラブ割当代議員数 … 3名
　　➡Ⅼ平野喜嗣（前ガバナー）/Ⅼ宮田謙（元ガバナー）/Ⅼ佐藤啓子（会長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の御三方としたい … 全会一致で承認
　② 332-Ｂ地区第67回年次大会、東日本大震災復興10年支援エクスカーションについて
　　代議員会と大会式典はコロナ感染防止に配慮し参加者を300人程度に制限して開催
　　年次大会ゴルフと祝賀会は中止
　　代議員登録者が式典参加者となる ※盛岡LCは8名（定数代議員6名+有資格者2名）

【東日本大震災復興10年支援ｴｸｽｶｰｼｮﾝ 三陸鉄道ﾘｱｽ線に乗って】
　　≪開催日≫　2021年4月24日（土）　　≪登録料≫　10,000円
　　　※新型コロナ感染防止を徹底する為、参加者を50名に限定し実施
　　　※盛岡LC割当は2名 + 前ガバナーⅬ平野喜嗣
【代議員会】
　　≪開催日≫　2021年5月9日（日）　北上市　さくらホール［中ホール］
　　　　受付　 9：00 ～ 9：45 / 委員会 　9：45 ～ 10：00  資格審査 ･ 議事運営 ･ 指名選挙
　　　　開会式　10：00 ～ 10：20 / 投票　10：20 ～ 10：40 / 決議会　10：55 ～ 11：15
【大会式典】
　　≪開催日≫　2021年5月9日（日）　北上市　さくらホール［大ホール］
　　　　来賓受付　10：30 ～ 11：00　/　式典　11：30　～　12：30
　　≪登録料≫　10,000円   ※式典終了後、折詰弁当と記念品を受取り、散会
　　≪締　 切≫　代議員会・年次大会式典・エクスカーション…4/5(月)

　　第67回年次大会は、感染拡大防止の観点から、代議員（クラブ代議員・有資格者）、
　　キャビネット構成員、２R２Z大会ホストクラブ会員登録のみとなります
　
　… 上記内容について、地区年次大会代議員並びにｴｸｽｶｰｼｮﾝ参加者選出について、
　　　三役一任とすることをご承認願います。また、お声がかかりました際にはご参加ご協力
　　　を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
　　➡全会一致で承認。尚、上記登録料については、財務委員長と相談した上、
　　　後日報告させて頂くこととする。
　③ その他
　　　1.ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ寄付についてｷｬﾋﾞﾈｯﾄへ連絡。4/2(金)当ｸﾗﾌﾞ例会にご訪問頂き、
　　　　菊池徳男地区ｶﾞﾊﾞﾅｰへ直接贈呈することとなりました。他cab役員2名も参加予定。
　　　2.盛岡パイロットクラブの皆さんが4/2(金)例会訪問することとなりました。3名参加予定。
　　➡その他1.2について全会一致で承認

★第1456回例会   ※3月19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
＊その他の報告事項
　① 訃報のお知らせ　（盛岡観武ライオンズクラブより）
　　… 盛岡観武ライオンズクラブ故矢羽々睦子様ご逝去に際して、三役で話し合いをし、
　　　　弔電をお送り致しましたことのご報告を申し上げます。

　本日は、『岩手県と自動車産業 ～どうなる？車やの未来～』と題しまして、スピーチをしていただきまし
た。まずは、30年間、盛岡大学に籍を置いて教職に携わっていらっしゃった長棹さんですが、2018年7
月に入会してから初めてのスピーチとなりました。
　まずは、T-MIGとは？Tはトヨタ。Mはモビリティ。Iは岩手。Gはグループ。ですが、いずれMはトヨペット
とネッツの社長名の『元持』として考えられるようです。また、ご持参いただいた過去の新聞から、県内トヨ
タ販売店3社（岩手トヨペット㈱/岩手トヨタ㈱/ネッツトヨタ岩手㈱）がグループとなった理由について、生
き残りをかけた選択との事。この3社において競合と競争を実行していこうとの事です。岩手県の現状と
しては、過去最高は1991年5.7万台。2019年は2.9万台。年々トヨタの登録台数は減ってきています。こ
の原因は、『若者の車離れ』『岩手県の人口減少と高齢者人口の比率』が考えられるそうです。1961年
は145万人、2019年には123万人…2045年予想では88万人迄減少するそうです。さらに、88万人の中の
38.2万人（43.2％）が65歳以上となる驚きの予想も出ておりました。このことから、やはり今後の新車登録
台数は厳しい現状では無いかと考えられるそうです。
　また、岩手トヨペット㈱390名/岩手トヨタ㈱250名/ネッツトヨタ岩手㈱180名、計800名の社員を守り、更
に岩手の経済を守っていかなければならないとのこと。店舗数は岩手トヨペット㈱22店/岩手トヨタ㈱13
店/ネッツトヨタ岩手㈱14店、計49店舗あり2020年で331億売上があり、岩手県の経済では非常に重要
な部分を担っており、また皆様には徴用されていることについて非常に感謝申し上げます、との事でし
た。今後も岩手県に寄与できるグループとして活動していきたいとご説明いただいた長棹宏吉ライオン。
本日は、パワーポインタを活用しながらのスピーチ、誠にありがとうございました。

3月19日(金)　メンバースピーチ … L．長棹 宏吉
演 題　『 岩手県と自動車産業 ～どうなる？車やの未来～ 』

　本日は、㈱エフエム岩手アナウンサーの橋爪志織様にお越しいただき、『私とラジオと岩手県』と題し
まして、スピーチをしていただきました。2020年4月に㈱エフエム岩手に入社した橋爪さんは、群馬県高
崎市のご出身で、大学は箱根駅伝で知られる青山学院大学をご卒業しております。大学時代は、ウルト
ラマンショーやイベントのＭＣなどもしていたそうです。そして、帝国ホテルでアルバイトをしていた際は、
ライオンズクラブの配膳などもしており、まさか今になってゲスト側でスピーチをするとは思ってもみな
かったとのこと。また、宝塚が大好きで、年に80回近く劇場で観劇していたそうです。パン屋さんも大好き
で、休みの日も美味しいパン屋を探しに歩いているとの事。ラジオにおいてもパン好きが広がりリスナー
からの愛称は「しおパン」と親しまれています。子供の頃から、テレビよりもラジオに興味があった橋爪さ
んは、なぜ岩手県での就職を選んだかというと、大好きな宝塚雪組公演で上演された、浅田次郎小説
『壬生義士伝』がきっかけ。『東に遠く 早池峰山 南にそびえる 南昌山 西のお山は 岩手山 北のお山は
姫神山 ぐるりお山に 囲まれて 城下流れる 中津川 』この歌詞を聞いているうちに、実際に岩手をこの目
で見てみたいと感じたそうです。就職試験に来た際、徒歩1時間かけて岩山展望台迄上り、実際に景色
を見て更にこの地で働きたいと強く感じたとの事。また、エフエム岩手の「地域に寄り添った放送」に魅力
を感じ、エフエム岩手でアナウンサーになりたいと思ったそうです。
　橋爪さんが岩手に住んで感じる、岩手の魅力は①豊かな自然を活かしたPRに力が入っている！②防
災意識が高い！③ラジオが大好き！④人が優しい！とのこと。また、地元高崎市と盛岡市は雰囲気がと
てもよく似ているそうで、初めて来た時から懐かしさを感じていると話してくださいました。
　本日は、素敵な声で岩手の魅力をお話しいただきありがとうございました！
　毎週金曜 11:30～ゼロから始めるSDGs習慣、13：30～早出し!レポート 皆さん是非お聞きください！


