
北上市
9：45～ さくらホール（中ﾎｰﾙ）

11:30～ さくらホール（大ﾎｰﾙ）

　*ファイン     　…   9,500円 〔累計：171,220円〕
　*ドネーション … 10,000円 〔累計：308,100円〕
　　　　　　　　　　　　例会訪問の菊池徳男地区ガバナーよりドネーション頂きました‼‼
　*アテンダンス … 会員67名　〔出席 19名 + メーキャップ 28名〕 → 70.1％

日

★4月定例理事会　※4月2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、3月分の収支報告がございました。
＊協議事項
　① 会員入会承認の件
　　… 先般、出席・会員委員会にて承認を賜りました、下記入会希望者につきまして、
　　　　入会承認をお願いしたい。
　　　≪入会希望者≫
　　＊萩原俊美 様 … あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 盛岡支社支社長 [ SP：樋下光 ]
                                                                               　　　　　　　⇒ 全会一致で承認

　② 332複合地区第67回年次大会代議員選出について※前夜祭・大会式典中止のお知らせ
　　… 来る5月29日・30日開催予定としておりました、332複合地区第67回年次大会は、新型コロナ
　　　　ウイルス感染症が今なお終息の兆しがない状況であるため、前年同様、代議員総会を郵送に
　　　　よる書面決議のみとし、前夜祭並びに大会式典は中止とするご連絡がありました。
　　　　なお、クラブ代議員選出につきましては、三役一任とさせていただきます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協力賜りますよう、お願い致します。　 　　⇒ 全会一致で承認

　　　　　　◆ クラブ代議員以外の有資格者として( ２名 )　…　Ⅼ平野喜嗣 / Ⅼ宮田謙
　　　　　　◆ クラブ代議員( 6名 )　…　三役一任

　③ 332-B地区年次大会 例会振替について
　　… 期初承認済みの年間行事予定表におきまして、5/9(日)開催の332-B地区年次大会を
　　　　第1462回例会振替としておりましたが、今回は代議員のみの制限がある中での開催となる。
　　　　このことを踏まえて、改めて例会日を設定するかについてご意見を頂戴したい。
　　　≪三役の意向≫
　　　　代議員8名が参加しておりますことから、今回は改めて例会日を設定しない。
　　　　理事会承認されておりますので例会承認もお願いしたい。  　　   ⇒ 全会一致で承認

＊報告事項
　① 今年度のリトルリーグ支援アクティビティについて
　　… 当クラブの継続ACTとなっております上記アクティビティにつきまして、リトルリーグ岩手県協会
　　　　より協賛のお願いと試合開催日程のご連絡がございましたので、ご報告を申し上げます。
　　　　なお、ご案内文書は後日事務局より送付いたします。

　　【日　　時】2021.5.29 (土)
　　　　　　　　8:00集合 / 8:15～開会式（予定）/ 15:00～閉会式（予定）
　　【会　　場】岩手県営野球場
　　【内　　容】開会前にグラウンドフェンスへクラブ横断幕の設置
　　　　　　　　開会式・始球式・閉会式への参加
　　【協賛金額】205,000円
　　　　　　　　＊協賛金200,000円
　　　　　　　　＊賞状/賞状ケース購入費5,000円

大会式典

〃

『サーバントリーダーを目指し!地域にインパクトを!!』

Fax 019-623-5530

★2020～2021年度332-B地区ACTｽﾛｰｶﾞﾝ★

〃

5月定例理事会

332-B地区第67回年次大会（第1462回例会振替）5

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1461回例会
（スピーチ：出席・会員委員会）

2021年5月の行事予定

〃

月 曜日

12:15

〒020-0034

ニューウイング7

▼332-B地区年次大会は、コロナ感染防止に配慮し、親睦ゴルフ大会並びに
　 祝賀会は中止となりました。

代議員会日9

 ☏  019-623-5522

✉ qqmb8r69@crux.ocn.ne.jp

▼332複合年次大会は、前年同様、代議員総会を郵送による書面決議とし、
　 前夜祭並びに大会式典は中止となりました。

例会・理事会等議事報告(４月分）

29 土 8:00
第31回盛岡LC旗争奪

ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ(ﾏｲﾅｰﾘｰｸﾞ)野球大会 県営野球場

金 11:30

時　間

≪4月2日(金)第一例会分≫



　 　

　

★第1459回例会   ※4月2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
　◎ビジターご紹介　ライオンズクラブ国際協会332-B地区
　　　地区ガバナー Ⅼ菊池徳男 / cab幹事 Ⅼ照井寛幸 / cab筆頭副幹事 Ⅼ佐藤 好徳
　◎ゲストご紹介　盛岡パイロットクラブ
　　　会長 浅沼 久美子 様 / 次期会長 藤原 孝子 様 / 記録書記 佐々木 祐子 様
　◎フェイスシールド贈呈
　　　盛岡LC会長Ⅼ佐藤 啓子より、地区ガバナーⅬ菊池 徳男へ　目録の贈呈
　◎ビジターご挨拶 …　ライオンズクラブ国際協会332-B地区　地区ガバナー　Ⅼ菊池 徳男

　*ファイン     　… 11,100円　〔累計：182,320円〕
　*ドネーション … 57,000円　〔累計：365,100円〕
　　　　　　　　　　　　誕生祝（L小笠原進 / L松田恭一 / L牧田光央 / L田村壽男 / L佐藤仁志）
　　　　　　　　　　　　結婚祝（L小笠原進 / L平野喜嗣 / L餘目英男 / L藤井義弘 / L吉田ひさ子）
　　　　　　　　　　　　その他（クラブ内受賞 L樋下光 / L佐藤啓子）
　*アテンダンス … 会員67名　〔出席 23名 + メーキャップ 27名〕 → 74.6％

　② 332-Ｂ地区第67回年次大会、三鉄エクスカーション　登録料について
　　… 先日、臨時理事会におきまして332-B地区年次大会並びに三鉄エクスカーションの
　　　　登録料につきまして、三役並びに財務委員長と話し合った結果、今年度年次大会等
　　　　の登録料は自己負担としておりましたが、コロナウイルス感染症拡大防止の為中止と
　　　　なった他クラブ式典等の登録料の予算も使用してないことから、今回に限り、クラブ負
　　　　担として登録料を拠出することとなりましたことをご報告申し上げます。
　　　　なお、三役一任となっておりました地区年次大会代議員につきまして、以下の方々に、
　　　　代議員としてご参加を賜る事となりましたので、ご報告を申し上げます。

　　　　３３２-Ｂ地区年次大会代議員 … ８名（80,000円）
　　　　【 クラブ代議員以外の有資格者として　…　２名 】
　　　　　Ｌ平野喜嗣（前ガバナー）　/　Ｌ宮田謙(元ガバナー)
　　　　【 クラブ代議員　…　６名】
　　　　　Ｌ樋下光/Ｌ佐藤仁志/Ｌ本田成幸/Ｌ晴山博邦/Ｌ佐久間修一/Ｌ関根信
　　　　三鉄エクスカーション … 3名（30,000円）
　　　　　Ｌ平野喜嗣　/　Ｌ伊藤完治　/　L佐久間修一

　③ FWT活動報告
　　… FWT奉仕事業として取り上げております、以下2件についてご報告申し上げます。
　　　　1．ポケットチェンジ（外貨の活用で『小児がん』支援）… 2名
　　　　2．こどものみらい古本募金 … 2名
　　　　ご協力ありがとうございました。
　　　　なお、上記2件はクラブのACT事業となりました事も併せてご報告申し上げます。

　④ 矢巾ライオンズクラブ40周年記念DVD寄贈について
　　… 矢巾ライオンズクラブより40周年記念ＤＶＤが届いております。
　　　　ご覧になりたい方は、保管先の盛岡ＬＣ事務局迄ご連絡をお願い申し上げます。

　⑤ 国際大会早期登録料適用期間延長について
　　… オセアル調整事務局より、バーチャル国際大会早期登録の期間が4月30日迄延長
　　　　する旨連絡がありましたので、お知らせ申し上げます。なお、これから早期登録を
　　　　ご希望の方は、4月20日頃迄に盛岡LC事務局へご連絡をお願い申し上げます。
　　　　＊早期登録 … 4月30日(金)迄延期延長（ 登録料 … 50㌦ ）
　　　　＊通常登録 … 5月1日以降  　　        （ 登録料 … 75㌦ ）

★第1460回例会   ※4月16日（金）18:20～　盛岡八幡宮
＊国際協会より
　　・ メンバーシップ アドバンスメント キー賞　Ⅼ平野 喜嗣
　　・ メンバーシップ キー賞  Ⅼ佐藤 啓子
　　・ マイルストーン・シェブロン・アワード【10周年】 Ⅼ小笠原　進
　　・ 100周年記念会員増強賞（Diamond Centennial Award） Ⅼ樋下　光
　　　※その他、会員満足度向上アワード受賞（バナーパッチ）が届いております

＊行事参加報告
　【 4月5日(月) 332複合地区第103回国際大会用バーチャルパレード撮影 】 Ⅼ平野 喜嗣
　【 4月13日(火) 第4回国際大会委員会（WEB会議） 】 Ⅼ平野　喜嗣

＊その他の報告事項
　① 332複合地区第67回年次大会代議員について
　　… 三役一任となっておりました複合地区年次大会代議員につきまして、以下の方々に、
　　　　代議員としてご参加を賜る事となりましたので、ご報告を申し上げます。

　　　　３３２複合地区年次大会代議員 …　８名
　　　　【 クラブ代議員以外の有資格者として　…　２名 】
　　　　　Ｌ平野喜嗣（前ガバナー）　/　　Ｌ宮田謙(元ガバナー)
　　　　【 クラブ代議員　…　６名 】
　　　　　Ｌ佐藤啓子/Ｌ樋下光/Ｌ佐藤仁志/Ｌ本田成幸/Ｌ晴山博邦/Ｌ関根信

　② 国際地球デーACTについて
　　… 皆様にご案内を申し上げておりました植樹ACTが明日開催されます。
　　　　ご参加予定の方は、マスク着用の上、ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
　　　【日時】 2021年4月17日(土)　8:50集合 ( 9:00～植樹 )
　　　【場所】 盛岡市中央公園 (県立美術館側)
　　　　　　　　※雨天の場合でも決行いたします
　　　　　　　　※植樹活動になりますので、服装は軽装で構いません

　③ 事務局休暇のお知らせ
　　　4月29日(祝日：木) ～ 5月5日(水) の期間、GW休暇を頂戴致します。
　　　お急ぎのご用命がございます際には、お早目にご連絡をお願い申し上げます。

　◎選挙会≪会場内張り出し一覧参照のこと≫
　　… 指名会後本日迄に、特に他の立候補・推薦等がございませんでしたので、本日お配りしました
　　　　原案の通り、次期役員をご承認頂きたい。　⇒ 全会一致で承認
　◎ゲストご挨拶　…　盛岡パイロットクラブ　会長  浅沼 久美子 様
＊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
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2021.4.2(金)　第1459回例会

332-B地区 地区ガバナー 並びに 盛岡パイロットクラブ 例会訪問

2021.4.16(金)　第1460回例会

盛岡八幡宮にて開催 『歳祝・厄祓・八方除祈願』

2021.4.17(土)　国際地球デーアクティビティ

盛岡市中央公園にてオカメザクラ1本の植樹活動

30地区ガバナーⅬ菊池徳男よりご挨拶 盛岡ライオンズクラブより
332-B地区キャビネットへ
フェイスシールド300枚寄付

近日開催の
三陸鉄道エクスカーションや

332-B地区年次大会等で
活用してくださいます

盛岡パイロットクラブ
会長 浅沼久美子様よりご挨拶

盛岡パイロットクラブは、『盛岡少年院』毎月の誕生会や『老人介護施設への慰問』
『学生・市民ボランティア団体への支援』など、地域に密着した様々な奉仕活動を
活発に行っております。本日は、例会訪問ありがとうございました！

天気最高！

盛岡八幡宮にて対象者のご祈祷をしました。今年一年、益々のご活躍を祈念いたします。
歳祝…古稀L佐久間修一 / 厄祓…L伊藤良正 L吉田ひさ子 / 八方塞…L伊藤完治 L赤坂勝 L松田恭一

１７名の会員の皆様方にご参加いただきました。
ご協力ありがとうございました。


