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★7月定例理事会　※7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
＊協議事項
　① 2021年クラブ運営について
　　… 別紙のとおり運営することをご承認願います　　 ➡ 全会一致で承認

　② 例会時の歌について
　　… 今年度、以下に記載しております例会時の歌につきましては、コロナ感染症拡大防止の為、
　　　　音楽のみ流すこととし、歌の発声は控えていただきますことをご承認願います
　　　ライオンズヒムの斉唱 / ライオンオンズクラブの歌 / また会う日まで
                                                            　　　　　　　            　 ➡ 全会一致で承認
　
　③ 新規会友の承認
　　… 申請の出ております、下記会友のご承認願います

　　　　　2021.6.30退会…山戸 常雄 氏　　推薦者　L．佐藤 啓子　L．樋下 光
　　　　　2021.6.30退会…佐藤 仁志 氏　　推薦者　L．佐藤 啓子　L．樋下 光
 
                                                  　　　　　 　      　　　　　　 ➡ 全会一致で承認

＊報告事項
　① 退会者について(承認済み)
　　… 6月理事会・第一/第二例会終了後、下記会員より退会の申し出があり、
　　　　2020年度役員（出席会員委員並びに理事）によりFAXにて協議の上、退会承認されました。

　　【 6月末退会 】
    　㈱トヨタレンタリース岩手顧問　L．佐藤 裕厚　※退会理由：体調不良により退会

　② 安代ライオンズクラブ結成40周年記念誌送付について
　　… 安代ライオンズクラブより40周年記念誌が1冊届いております。
　　　　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致します。

　③ 本日の例会席割について
　　… 本日、2020-2021期最初の例会の為、所属委員会ごとの着席となりますが、
　　　　次回以降の例会席割につきましては、自由席と致します。

　＊ファイン　　　　… 14,200円　　〔累計：14,200円〕
　＊ドネーション　 … 25,000円　　〔累計：25,000円〕　その他（新聞掲載 Ⅼ藤澤月子）
　　　　　　　　　　　　　　誕生祝（L浅沼克人 L鎌田哲爾 L君澤温 L佐久間修一）
　＊アテンダンス　… 会員61名　〔出席 28名 + メーキャップ24名 〕 → 85.2％

★第1465回例会　※7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
＊行儀事項・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
　【 6月25日(月) ～ 6月29日(火)　第103回ライオンズクラブ国際大会(バーチャル国際大会) 】
　　Ⅼ平野　喜嗣　　Ⅼ宮田　謙　　Ⅼ佐藤　啓子　　Ⅼ佐藤　仁志
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★臨時理事会　※7月16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７LC合同親善ゴルフ大会　開催可否について
　　… 2021年度７LC合同親善ゴルフ大会開催について、担当クラブ(盛岡不来方LC)より
　　　　大会開催の可否についてクラブの意向を求められておりますので、ご協議願います。
　　　　　※昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、開催を中止としている※
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡ 三役一任とする
　② クラブIT委員長選出について
　　… 第1回地区ガバナー諮問書において、クラブIT委員長の選出依頼がありましたので、
　　　　以下、会員１名を推挙致しますことを、ご承認願います。

　　　　　クラブIT委員長 … Ｌ.荻原　鉄二　　　　➡ 全会一致で承認

★第1466回例会　※7月16日(金)18:00～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
　◎国際協会より【キャンペーン100】個人寄付総額表彰
　　▶ ライオン・サービス（奉仕）ピン
　　　Ⅼ赤坂勝 Ⅼ橋本幸典 Ⅼ伊藤英明 Ⅼ鎌田哲爾 Ⅼ松田恭一 Ⅼ関根信
　　  Ⅼ佐藤啓子　Ⅼ樋下光　Ⅼ藤澤月子　Ⅼ小笠原進　Ⅼ阿部昭典
　　　Ⅼ佐藤美恵子　Ⅼ伊藤良正　Ⅼ晴山博邦　Ⅼ餘目英男　Ⅼ本田成幸
　　　Ⅼ長棹宏吉　Ⅼ三上信幸　Ⅼ宮野孝　 L浅沼克人
　　▶ キャンペーンドナーピン
　　　Ⅼ山信田寧　Ⅼ獅子内一義　Ⅼ刈屋良治　Ⅼ千田宏美

＊委員会報告
　　▶ 第1回 MD332 LCIFセミナー報告　クラブLCIFコーディネーター　Ⅼ佐藤 啓子
　　▶ 2021-2022年度 第1回GAT会議報告　クラブGMTコーディネーター　Ⅼ伊藤 良正
＊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
　【 7月5日(月) ７LC合同幹事会 】　Ⅼ本田　成幸
　【 7月9日(金) 第1回 MD332 LCIFセミナー（オンライン） 】　Ⅼ佐藤　啓子
　【 7月11日(日) 盛岡レオクラブ7月第一例会 】 Ⅼ浅沼　克人 　Ⅼ樋下　光　 Ⅼ本田 成幸
　【 7月13日(火) 2021-2022年度 第1回GAT会議（MD332）（オンライン） 】 Ⅼ伊藤　良正

＊その他の報告事項
　① 2021年度１R1Z地区ガバナー公式訪問/第1回地区ガバナー諮問委員会について
　　… 2021.7.5(月)開催７LC合同幹事会にて、１R1Z ZCⅬ川村勇司（盛岡中津川LC所属）より、『公式
　　　　訪問に対するZCとしての考え』を了承し、ZCに一任しておりました、2021年度地区ガバナー公式
　　　　訪問 並びに第1回地区ガバナー諮問委員会開催について詳細をご報告申し上げます。
　　【2021年度1R1Z地区ガバナー公式訪問】
　　　開催日時:2021年 7月 29日(木)12時～13時　開催場所:盛岡グランドホテル
　　　出席予定者:地区ガバナー、第一/第二副地区ガバナー、名誉顧問、CAB幹事/会計、
　　　地区GSTコーディネーター、ZC、７LC四役　 　　　合計：40名程
　　　　※新型コロナウイルス感染の現在の盛岡地区の状況を見、ワクチン接種がまだ行き渡っていない
　　　　　現状であり、感染防止を第一に考え昨年同様７LC四役の参加に限定し規模縮小した形での開
　　　　　催とする。なお、会場で会食はせず、公式訪問閉会後、お弁当を各自持ち帰りとする。
　　【第1回地区ガバナー諮問委員会（四役懇談会）】
　　　開催日時:2021年 7月 29日(木)11時～12時　開催場所:盛岡グランドホテル
　　　出席予定者： 地区ガバナー、第一/第二副地区ガバナー、CAB幹事/会計、
　　　地区GSTコーディネーター、ZC、７LC四役　 　　　合計：35名程
　　　　※昨年度開催されなかった諮問委員会については、やはり対面での意見交換等の必要性も
　　　　　鑑み、今回、地区ガバナー公式訪問時の11時～四役懇談会に組み込み開催とする

　② LCIF20ドル寄付・MJF1000ドル寄付について（お願い）
　　… キャビネットよりLCIFへの献金促進のお願い文書が届いております。当クラブでは、11月に20ドル
　　　　献金を予定しております。また、今期、村上孝地区ガバナーの重点目標の一つに
　　　　『 初めての1000ドル献金 』（地区目標50人）が掲げられておりますので、ご協力頂ける方は
　　　　事務局迄ご連絡をお願い致します。

　③ 盛岡LC合同委員会開催日程 （ 確認 )
　　　【 財務 ＆ 教育YCE 合同委員会】
　　　　日時：7/20(火) 18時～　 場所：ニューウイング１F “対い鶴”　会費 5,000円
　　　【 出席・会員 ＆ 市民環境 合同委員会 】
　　　　日時：7/27(火) 18時～　 場所：メトロ本館4F “JUEN”　　　　　会費 5,000円
　　　【 計画 ＆ 保健 合同委員会 】
　　　　日時：8/20(火) 18時～　  場所：ホテルニューカリーナ 　 　　会費 5,000円

　＊ファイン　　　　… 9,700円　　〔累計：23,900円〕
　＊ドネーション　 … 　　 0円　　〔累計：25,000円〕
　＊アテンダンス　… 会員61名　〔出席 20名 + メーキャップ24名 〕 → 72.1％

＊入会式…【出席会員委員会担当】
　この度、L赤坂勝とL樋下光のスポンサーにより、2名の新会員をお迎えする事となりました。
　皆様温かくお迎えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

アサヒビール㈱北東北支社

理事 北東北支社長
（ くぬぎ としひで ）

俊英 様

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

盛岡支社 支社長
（はぎわら としみ）

萩原 俊美 様


