
＊その他の報告事項
　① 332-B地区第67回年次大会終了の御礼文書が届いております。
　② 332-B地区第67回年次大会式典動画のご案内
　　… 332-B地区のホームページに5/9(日)に行われました、332-B地区年次大会式典の録
　　　　画を掲載しております。是非式典の様子などご覧ください。
　　　　　　※地区HPトップ画面の「地区活動報告」よりご覧ください
　　　　　　※YouTubeでもご覧いただけます
　　 　　　　　　検索 … ライオンズクラブ国際協会332-B地区 第67回年次大会

　③ ヘアドネーション送付先 「つな髪」 について
　　… コロナウイルス感染拡大により、2021年4月20日(火)から、一時休業となっておりました
　　　　「つな髪」が6月1日(火)より受け入れ再開となりました。先月、会長Ⅼ佐藤啓子より
　　　　寄付1件お預かりしておりますので、今月つな髪へ送付するとともに、キャビネットへ
　　　　申告いたしますことをご報告いたします。

★次期準備理事会　※6月4日(金)11：00～ ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
　※昨年との相違点のみ抜粋して記載
　【クラブ会費】 … 半期ごとに徴収　（一般会員：納入金額 90,000円）
　【例会】 … 第1例会(昼 12:15～）　/　 第2例会（夜 18:00～)
　【記念例会会費 （納涼会・新年会・最終例会）】　10,000円
　【欠席調整金】 … 1,000円
　【地区年次大会・他クラブ式典 登録料】 クラブ負担(他クラブへの式典参加は委員会ごとの割当)
　【会食費余剰金について】 2020年度分の会食費余剰金は今期に限り事業費へ全額繰入とする

★6月定例理事会　※6月4日(金)11：00～ 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、5月分の収支報告がございました。
＊協議事項
　① 会員退会の承認の件
　　… 出席会員委員会にて協議済みの下記退会希望者7名の退会承認並びに、入会希望者1名の
　　　　入会承認をお願い申し上げます。
　　≪退会希望者 7名≫
　　　　 一般会員4名 … Ｌ.井出睦 Ｌ.佐藤仁志 Ｌ.田村壽男 Ｌ.山戸常雄
　　　　 家族会員3名 … Ｌ.佐藤節子 Ｌ.樋下里津子 Ｌ.山戸瞳
　　≪入会希望者 1名≫　※退会希望者 L井出睦の後任者

 アサヒビール㈱北東北支社 理事 北東北支社長 [SP:L.赤坂勝]

                                                                                   ➡ 全会一致で承認
　② 最終例会開催について
　　… 当クラブ最終例会を6月25日(金)18:00～飲食付で現在進めております。
　　　　現在、新型コロナウイルス感染症については未だ終息が見込まれませんが、最終例会を開催
　　　　するにあたり、会員の安全と安心して飲食が出来るよう感染防止対策を徹底して行います。
　　　　それに伴い、会員同士での飲み物の注ぎ合い等回避すべく、通常の記念例会で依頼しており
　　　　ますレセプタントの人数を3名⇒卓数に合わせた人数として、手配をさせていただきたいことと、
　　　　その経費については会食費の予備費より拠出致しますことのご承認をお願い申し上げます。
                                                                                   ➡ 全会一致で承認
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　＊ファイン　　　　… 11,900円　　〔累計：217,120円〕
　＊ドネーション　 …  27,000円　　〔累計：405,100円〕　その他（L佐藤仁志　L晴山博邦）
　　　 　誕生祝（L藤澤月子）　結婚祝（L牧田光央 L佐久間修一 L山戸常雄 L本田成幸）
　＊アテンダンス　… 会員67名　〔出席 23名 + メーキャップ27名 〕 → 74.6％

★第1464回例会（最終例会）　※6月25日(金)18:00～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
　◎100周年記念会員増強賞 Diamond Centennial Award  …  Ｌ佐藤仁志 / Ｌ晴山博邦
　◎2020-2021年度 第67回地区年次大会アワード【 LCIFｱﾜｰﾄﾞ 】
　 　＊2019-20年度 ｽｰﾊﾟｰﾓﾃﾞﾙｸﾗﾌﾞ （会員一人あたり750㌦） … 前会長 Ⅼ山戸常雄
　　 ＊2019-20年度 100/100クラブ表彰並びに理事長感謝状 … 前会長 Ⅼ山戸常雄
＊協議事項 … 同日開催されました臨時理事会上程事項と同様につき割愛

＊行事参加報告
　【 2021.6.10(木) キャビネット事務局委員引継ぎ会 】 Ⅼ千田宏美
　【 2021.6.14(月) 第4回キャビネット会議 】 Ⅼ平野喜嗣
　【 2021.6.18(金) 次期三役・事務局員セミナー 】 Ⅼ樋下光　Ⅼ本田成幸　Ⅼ長棹宏吉
　【 2021.6.19(土) 石鳥谷ライオンズクラブ50th記念式典 】 Ⅼ平野喜嗣
　【 2021.6.20(日) 盛岡ﾚｵｸﾗﾌﾞ6月引継ぎ例会 】Ⅼ山信田寧 Ⅼ浅沼克人 Ⅼ樋下光 Ⅼ本田成幸
　【 2021.6.23(水) ライオンズクラブ国際協会332複合地区懇親会 】 Ⅼ.平野喜嗣

＊その他の報告事項
　① 332複合地区第67回年次大会代議員会決議録
　　　　　　　　　　　　　　 並びに 332-B地区第67回年次大会代議員会決議録が届いております

　② 岩手県ユニセフ協会より“設立20周年記念号”並びにユニセフ・シアターのご案内
　
　③ 2021.7月～2022.6月期 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ました、次期行事予定表並びに、本日の臨時理事会にて
　　　　承認されました組織表を、後日FAXまたはメールにて皆様にお送りいたします。
　　　　なお、7月第一例会（7/2金 12：15～）は委員会ごとの着席となりますので、各自所属委員会の
　　　　ご確認を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

★臨時理事会　※6月25日(金)17：45～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
＊協議事項
　① 2021年度役員案並びに組織表案について
　　… ６月４日（金）次期準備理事会開催後、会員の入会並びに退会承認がございましたので、
　　　　２０２１年度役員並びに組織表につきまして、以下のとおり変更となりますことを皆様に
　　　　ご報告申し上げますとともに、ご承認を頂戴致したくお願いを申し上げます。

　　＜役員(変更案)＞
　　　◎二年理事 …《変更前》Ｌ山戸常雄 ⇒《変更後》Ｌ吉田ひさ子
　　　◎１R組織委員 …《変更前》Ｌ山戸常雄 ⇒《変更後》Ｌ吉田ひさ子

　　＜組織表(変更案)＞　※P4参照
　　　◎二年理事 …《変更前》Ｌ山戸常雄 ⇒《変更後》Ｌ吉田ひさ子
　　　◎１R組織委員 …《変更前》Ｌ山戸常雄 ⇒《変更後》Ｌ吉田ひさ子
　　　◎市民環境委員会　…　《7月入会予定者》Ｌ功刀俊英　➡ 全会一致で承認

　④ リトルリーグ岩手県協会より
　　… 2021年5月29日(金)開催されました、「 第31回盛岡LC旗争奪リトルリーグ野球大会 」
　　　　について、協賛に対する御礼と試合結果報告が届いております。
　⑤ 「 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
　⑥ 2021　次期三役･事務局員セミナー開催
　　… 6月18日(金)にプラザイン水沢にて 『 2021次期三役・事務局員セミナー 』が開催され
　　　　ます。事務局 “終日不在” となりますのでご了承くださいますようお願い致します。

★第1463回例会　※6月4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
＊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
＊国際協会より（会長より記念品の贈呈）
　　　メンバーシップ アドバンスメント キー賞　・・・・・・・・・・　Ｌ樋下　光
　　　ライオンズ・サポーター・ピン　レベル２ ・・・・・・・・・・・・ 盛岡LC全会員
　　　　　　　　　　　　　　※レベル2…2020-21年度の最初の寄付額100～199.99ドルが対象
＊行事事参加報告
　【 2021.5.9(日) 332-B地区第67回年次大会 】
　　Ⅼ平野喜嗣 Ⅼ宮田謙 Ⅼ樋下光 Ⅼ佐藤仁志 Ⅼ晴山博邦 Ⅼ関根信 Ⅼ佐久間修一
　【 2021.5.10(月) 第5回国際大会委員会（WEB） 】 Ⅼ.平野喜嗣
　【 2021.5.20(木) LC14会 】 Ⅼ.関根信　Ⅼ.山戸常雄　（会友）藤原俊則 様
　【 2021.5.21(金) 令和3年度暴力団追放盛岡市民会議総会 】 Ⅼ.佐藤啓子
　【 2021.5.29(土) 第31回盛岡LC旗争奪リトルリーグ野球大会 】 ※サイン順
　　Ⅼ佐藤啓子 Ⅼ晴山博邦 Ⅼ赤坂勝 Ⅼ橋本幸典 Ⅼ樋下光 Ⅼ浅沼克人 Ⅼ本田成幸
　　Ⅼ餘目英男 Ⅼ山信田寧 Ⅼ松田恭一 Ⅼ吉田ひさ子 Ⅼ佐久間修一　　【計：12名】
　【 2021.6.1(火) 第6回国際大会委員会（WEB） 】 Ⅼ.平野喜嗣

6月4日(金)　メンバースピーチ … L．松田恭一
演  題　 『 見えにくさを分析する 』

　本日は、『見えにくさを分析する』と題して、スピーチをしていただきました。画像を見た際
に、どのように見えずらいのか…全体がぼやけて見える 又は、周りが全然みえず狭い範囲
しか見えない➡白内障の可能性があるそうです。また、視覚とは【視力…眼鏡を掛けた上で
の視力・矯正視力の事をいう/視野…見える範囲/色覚…色を見分ける働き/調節…ピントを
合わせる働き/眼球運動…上下左右に動く働き/光覚…光の感覚】の事を言います。何が原
因で見えにくいのかは、個人差があり、例えば光りがきれいに目の中に入らない。これは、角
膜水晶体に濁りがあったり、黒目の表面が凸凹していたりなどが原因となります。または、視
線をうまく向けられない、近視・乱視・老視etc。緑内障は、真ん中を残して周りが見えづらく
なっていき、自覚症状がないことが多いので車の運転などでは信号が見えずらくなり”信号無
視”で捕まるなどもあり得ます。視力で運転免許を更新できてもこのような視野の方はとても
注意が必要だそうです。『目の調子が良くないな』と思ったら、Ⅼ松田恭一へご相談を…。
　本日はお忙しい中パワーポインタを利用しての貴重なお話ありがとうございました。

　＊ファイン　　　　… 10,800円　　〔累計：205,220円〕
　＊ドネーション　 …   8,000円　　〔累計：378,100円〕
　　　　　　　　　　　　　　結婚祝（Ⅼ伊藤英明）　その他（クラブ内受賞 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％



　

　　盛岡ライオンズクラブは332-B地区のファーストクラブであります。
　　この長い歴史を支えた先輩たちは、額に汗し弛まぬ努力を続け、素晴らしい数多くの奉仕活動を続
　　けて来られました。私の役割は、盛岡ライオンズクラブの歴史と伝統を継承し、さらに魅力のあるクラ
　　ブへと成長させることと考えております。
　　それにはメンバー間の交流を図り、一人ひとりの考えや情報を共有し、知恵や知識をお借りしてクラ
　　ブが地域に必要とされるような奉仕活動を行う事と考えます。
　　未だコロナ禍の中でのクラブ運営となりますが、クラブメンバー皆様のお力をお借りして、この一年
　　邁進してまいりますので、皆様方のご協力をお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盛岡ライオンズクラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第62代会長　Ⅼ.樋下　光

　～ クラブ重点目標 ～
1．クラブ内外の交流促進　　2．クラブメンバーの増強

第1464回

～最 終 例 会～

　佐藤啓子会長、佐藤仁志幹事、晴山博邦会計、コロナ禍の様々な制限の中でのクラブ活動となりまし
たが、～KEI続は力なり 笑顔の継承～ 会長目標の通り、継続事業などは途切れることなく続けることが
でき、また、沢山の方が喜び、笑顔になった一年として今期終えることができたのではないでしょうか。

　三役並びに会員の皆様、一年間大変おつかれさまでございました‼

2021-2022年度 会長挨拶


