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2021年11月の行事予定

曜日

＊報告事項
　① 盛岡ＬＣ2021年度クリスマス家族例会について
　　… 今年度のクリスマス委員長L.佐藤啓子を中心に12/16（木）開催予定。
　　　　クリスマス委員会の委員については、以下7名の皆様にご協力をお願い申し上げます。

　　　▶ クリスマス委員長 … L佐藤 啓子
　　　▶ クリスマス委員 … L三上 信幸 L千田 宏美 L荻原 鉄二
 　　　　　　　　　　　  　L牧田 光央 L晴山 博邦 L獅子内 一義

　　　　なお、クリスマス委員会の開催は11/5(金)例会終了後を予定しております。

　② 332-B地区「次世代リーダーシップ育成委員会」委員推薦報告（1R1Z）
　　… 1R1Z ゾーン・チェアパーソンⅬ.川村勇司より、「次世代リーダーシップ育成委員会」委員推薦
　　　　報告が届き、1R1Zからは以下5名の方が委員登録となりました事をご報告致します。

　　　　【盛岡LC】L浅沼 克人　【盛岡不来方LC】Ｌ太野 真一
　　　　【盛岡中津川LC】Ｌ嶋野  衛　【盛岡観武LC】Ｌ佐藤 慎倫
　　　　【盛岡南LC】Ｌ田口 昭隆

★10月定例理事会 ※10月1日(金)11：30～　ホテルメトロポリタン盛岡 本館
＊月次収支報告 … 会計Ⅼ長棹宏吉欠席の為、幹事Ⅼ本田成幸より、9月収支報告がございました。

＊協議事項
　① 元会員 田村壽男様 よりご寄付頂いている10万円について
　　… 昨年度退会されております、元会員 田村壽男様よりご寄付頂いております10万円の用途に
　　　　つきまして、ガバナー重点目標でもあります青少年健全育成『困窮する青少年への支援』として、
　　　　富士大学の学生へ寄付することを提案したい。以下支援内容について、ご協議願います。

　　　≪ 支援内容　≫
　　　▶ 抗原検査キット一式 寄贈
　　　　※案① 抗原検査キット   60個 金額  99,000円
　　　　※案② 抗原検査キット 100個 金額148,500円
　　　▷ 学生がｽﾎﾟｰﾂ遠征等で都度使用している 抗原検査キット の自己負担軽減

　　　　なお、ご寄付頂きました田村壽男様には、この提案について相談しご承諾を得ており、
　　　　『個人ではできない事。盛岡LCを通じて支援が出来るのであれば大変嬉しい事です。』
　　　　 と、お言葉を頂戴しております。
　　　　　＊案②で提案している、『抗原検査キット100個』を寄贈。
　　　　　＊差額48,500円は事業費の予備費より拠出する。
　　　　　＊贈呈式等については三役一任とする。                      ➡ 全会一致で承認
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★第1471回例会　※10月1日(金)12：00～　ホテルメトロポリタン盛岡 本館
◎国際協会より（会長より記念品の贈呈）
　＊LCIFキャンペーン100 ライオン･オブ･エンパワーメント楯　L平野 喜嗣
　＊LCIFキャンペーン100 ライオン･オブ･コミットメント楯　L宮田 謙

＊協議事項・報告事項 … 同日開催された理事会上程事項と同様につき割愛

＊行事参加報告 … 報告なし

　＊ファイン　　　 … 11,800円　〔累計：81,300円〕
　＊ドネーション  … 13,000円　〔累計：104,000円〕　結婚祝( L松田恭一 )
         　　　　　　　　　　　　　　　その他( L佐藤美恵子/富士大学支援への御礼 )
　＊アテンダンス　… 会員60名　〔出席 21名 + メーキャップ 23名 〕 → 73.3％

＊報告事項
　① 富士大学へ抗原検査キット100セット寄贈
　　… 昨日10/14(木)、富士大学にて、抗原検査キット100セット寄贈致しましたのでご報告致します。

　② 332-B地区　「薬物乱用防止教育認定講師養成講座」のご案内
　　… 上記講座について、例年通り、三役・担当副会長（第一）・保健委員会へ案内済み。
　　　　キャビネットより『密集を避ける為、クラブからの参加は2名迄』としておりますので、
　　　　保健委員長Ⅼ吉田ひさ子と会計Ⅼ長棹宏吉の2名が参加致しますことをご報告致します。
　　　【日時】2021年11月6日(土)13:00～16:30
　　　【場所】奥州市文化会館Zホール
　　　【受講料】4,000円(クラブ負担)※認定証カード作成料/教材代(DVD含)

　③ FWT事業への協力依頼
　　… 2021-2022年度地区FWTでは、昨年度に引き続き以下3つの事業に取り組みます。
　●こどものみらい古本募金
　　「学びの機会」や「衣食住」が十分ではない子供たちを支援している【子供の未来応援国民運動】
　　を応援する為に、読み終えた本やDVD・ゲームなどを集め、指定団体へ送付。買取金の全額が、
　　支援するNPOなどの民間団体へ寄付となり活用される。
　　≪注意事項≫ 『古本募金のルール』記載内容をご確認ください
　　≪CABへの報告締切≫2022年3月31日
　
　●ヘアドネーション
　　小児がんや先天性の脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子供の為に、寄付された髪の毛で
　　ウイッグを作り無償で提供する活動。
　　≪注意事項≫ 15㎝以上31㎝未満の髪の受付は長期休止中
　　　　　　　　　　　 31㎝以上の髪はフルウイッグ作成の為、受付可
　　≪CABへの報告締切≫2022年6月30日
　
　●タンスに眠る外貨の活用（ポケットチェンジ）
　　クラブで外貨紙幣を集め、地区単位で日本円に現金化し小児がんの子供達への支援にあてる。
　　≪注意事項≫ 紙幣のみ
　　≪CABへの報告締切≫2022年2月28日

≪2021年10月15日(金)例会分≫

　＊ファイン　　　 … 13,500円　〔累計：69,500円〕
　＊ドネーション  … 36,000円　〔累計：91,000円〕
         　誕生祝( L藤井義弘 L関根信 L晴山博邦 )　　結婚祝( L功刀俊英 L伊藤良正 )
         　結婚祝( L佐藤啓子 L鎌田哲爾 L三上信幸 L山信田寧 L晴山博邦)
　＊アテンダンス　… 会員60名　〔出席 27名 + メーキャップ 23名 〕 → 83.3％

≪2021年10月1日(金)例会分≫

　本日は、計画委員長Ⅼ三上信幸より、『 私の体験した災害復旧応援について 』 と題しまし
て、スピーチしていただきました。「災害は忘れた頃にやってくる」 と言われていますが、ここ
数年来、全国各所で毎年のように災害が起こり、更には複数個所で発生しております。また、
近年は洪水による災害が多く、併せて土砂崩れなども発生。盛岡市は災害が少なく”住みや
すい街”ではありますが、地震に対する警戒はしていかなければなれないそうです。
　一般社団法人日本ガス協会（全国の都市ガスの事業者約200者で構成する協会組織）は、
日本の大手4社（東京/大阪/東邦/西部）の都市ガス事業者を中心に運営しています。組織
の活動は、各種の安全対策や技術基準の変更、技術開発の支援など多岐にわたっていま
す。また、取り組みの中の一つにガス事業者が被災した際に、日本ガス協会の本部を通じ
て、全国のガス事業者に救援要請できるという体制整備がされています。大抵は近郊の事業
所が駆けつけることが多いですが、阪神淡路大震災では北海道から九州まで全国のガス事
業者が阪神地区の応援に行ったそうです。また、福島県郡山市で高圧鉄塔が豪雪の影響で
倒れてしまった際は、ガスが作れない被害がありました。その経緯を踏まえ、今では電線がク
ルっと回る形の形状となり雪が下に落ちるような仕組みで対策されています。
　今回は、縮小例会の為、詳しい復旧応援の活動については、またの機会で…とのこと。次
回のスピーチも楽しみです。Ⅼ三上信幸、本日は貴重なお話ありがとうございました。

★第1472回例会　※10月15日(金)18:00～　ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング
＊行事参加報告
　【 10月4日(月) 332-B地区FWTセミナー Zoom参加　】　L佐藤美恵子
　【 10月8日(木) 護国神社清掃アクティビティ (世界ライオンズ奉仕デー)　】　　※サイン順
　　Ⅼ樋下光 Ⅼ伊藤良正 Ⅼ伊藤完治 Ⅼ佐藤美恵子 Ⅼ佐藤啓子 Ⅼ君澤温 Ⅼ晴山博邦
　　Ⅼ牧田光央 Ⅼ赤坂勝 Ⅼ獅子内一義 Ⅼ山信田寧 Ⅼ松田恭一 Ⅼ浅沼克人 Ⅼ荻原鉄二
　　Ⅼ伊藤英明 Ⅼ関根信 Ⅼ吉田ひさ子 Ⅼ宮田謙 Ⅼ本田成幸　　　　     　　　　[計：19名]
　【 10月10日(日) 緑生園＆盛岡ラグビースクール支援アクティビティ　】　　※サイン順
　　Ⅼ晴山博邦　Ⅼ浅沼克人　Ⅼ三上信幸　Ⅼ佐藤美恵子　Ⅼ橋本幸典　Ⅼ樋下光
　　Ⅼ山信田寧　Ⅼ本田成幸　Ⅼ手代木克介　Ⅼ萩原俊美　Ⅼ松田恭一 　[計：11名]
　【 10月11日(月) クラブ支部セミナー（ウェビナー開催）　】　Ⅼ樋下光　Ⅼ佐藤啓子
　【 10月14日(木) 抗原検査キット贈呈式（富士大学）　】　Ⅼ佐藤美恵子　Ⅼ樋下光　Ⅼ本田成幸

10月1日(金)　メンバースピーチ … L.三上 信幸
演  題　 『 私の体験した災害復旧応援について 』


