
★11月定例理事会 ※11月5日(金)11：30～　ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング
＊月次収支報告 … 会計Ⅼ長棹宏吉より、10月収支報告がございました。
＊協議事項
　① 盛岡LC理事会開催日について　※会長 Ⅼ樋下光より
　　…　期初承認済みの年間スケジュールにおきまして、今年度の定例理事会を各月の第１例会前に
　　　　 開催しておりましたが、例会日とは切り離し、下記日程のとおり、別日に定例理事会を開催する
　　　　 ことを提案致したく、ご協議をお願いしたい。　➡ 全会一致で承認

　
　② 盛岡LC、玉山姫神LC合同例会（新年会）開催について　※日時変更
　　…　期初承認済みの年間スケジュールにつきまして、2022年1月14日(金)に予定しておりました、
　　　　 玉山姫神LCとの親睦例会【2LC合同例会(新年会）】の日程を以下のとおり変更致したく、
 　　　　ご協議をお願いしたい。
　　　【 変更後 】2022年1月7日(金)　例会18:15～
　　　【 会　場 】ホテルメトロポリタン盛岡　ニューウイング
　　　【 会　費 】10,000円　　　　　　　　　                  ➡ 全会一致で承認
　③ 「東日本大震災復興支援合同アクティビティ」１R１Zの提案について
　　…　去る、10/21(木)7LC合同幹事会が開催され、「東日本大震災復興支援合同アクティビティ」
　　　　 １R１Zの案として、盛岡中津川LCの提案内容で進めたい旨、1R1Z ZCⅬ川村勇司より文書が
　　　　 届いております。会員の皆様方より提案内容についてのご承認をお願いしたい。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ➡ 全会一致で承認 (報告事項として)
＊報告事項
　① ライオンズクエストワークショップのご案内
　　…　キャビネットより、ライオンズクエストワークショップのご案内が届いております。
　　　　 受講希望の方は、資料掲載のURLより直接お申し込み手続きをお願い致します。
　② 全日本GSTフォーラム開催のお知らせ
　　…　キャビネットより、全日本GSTフォーラム開催のご案内が届いております。
　　　　 参加対象者として、クラブ会長/第一副会長/クラブGSTコーディネーターの方には案内済み。
　③ いわて被害者支援センター設立20周年 ＜WEB配信＞ 講演会のご案内
　　…　いわて被害者支援センターより＜WEB配信＞講演会のご案内が届いております。
　④ 盛岡レオクラブひかりの箱街頭募金活動について　※レオ委員長Ⅼ浅沼克人より
　　…　今期、代表スポンサークラブとして盛岡レオクラブの活動をしておりますが、11月7日㈰12：00～
　　　　　13:00菜園川徳デパート入口にて、『 アイバンクひかりの箱 街頭募金 』 活動を致します。
　　　　 お近くにお越しの際は、是非、募金のご協力を宜しくお願い申し上げます。
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　＊ファイン　　　 … 12,300円　〔累計：110,000円〕
　＊ドネーション  … 0円　〔累計：142,000円〕
　＊アテンダンス　… 会員60名　〔出席 23名 + メーキャップ 23名 〕 → 76.6％

　＊ファイン　　　 … 16,400円　〔累計：97,700円〕
　＊ドネーション  … 38,000円　〔累計：142,000円〕　その他（L平野喜嗣…旭日双光章授賞、
　　L村上孝…ガバナー例会訪問）　結婚祝(L長棹宏吉)　誕生祝(L手代木克介 L橋本幸典 L宮田謙)
　＊アテンダンス　… 会員60名　〔出席 29名 + メーキャップ 23名 〕 → 86.6％

★第1474回例会　※11月19日(金)18:00～　ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング
◎令和2年 秋の叙勲受賞（会長より記念品の贈呈） … 旭日小綬章 Ⅼ.伊藤 英明
◎令和3年 秋の叙勲受賞（会長より記念品の贈呈） … 旭日双光章 Ⅼ.平野 喜嗣
◎国際協会より　（会長より記念品の贈呈）
　＊LCIF1000ドル献金 メルビン･ジョーンズ･フェロー･ラペルピンの贈呈（18回目）…Ｌ.宮田 謙

＊報告事項
　①　盛岡レオクラブ主催　『 2022年世界のカレンダー展並びにカレンダーリサイクル市 』
　　　 開催に伴う2022年版未使用カレンダー提供協力のお願い
　　…　多数のご参加・ご協力をお願い申し上げます。ご案内文書は後日事務局より送付。
　　　　 2022年版未使用カレンダーのご提供は、12月24日(金)迄に盛岡LC事務局へお願い致します。

　　　【開催期間】2022年1月3日(月)～5日(水) 10:00～18:00（最終日17:00迄）
　　【盛岡LC担当日】① 1月3日(月)10:00～14:00（ 初日 前半の部 ）
　　　　　　 　　　　② 1月5日(水)14:00～17:00（ 最終日 後半の部 ）
　　【搬入･会場設置作業】2022年1月2日(日) 15:00～
　　　　 ※今年度は盛岡LCが盛岡レオクラブ代表スポンサークラブとなりますので、
   　　　　 準備作業日/担当日につきましては、何卒ご協力をよろしくお願い致します。

　② LCIFクラブ20ドル献金についてのご報告　　※一般会員37名分84,175円 事業費より拠出
　③ アイバンクひかりの箱募金についてのご報告　　※上期分として46,000円送金
　④ 和賀ライオンズクラブCN55周年記念誌　　※事務局に1冊届いております。
　⑤ 岩手県ユニセフ協会ニュース 送付について　　※盛岡レオクラブ掲載のお知らせ
　⑥ 「IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン」 について
　　…　今年度の募金活動は外部への協力依頼はしない ことをお知らせいたします。

＊行事参加報告
　【 11月5日(金) 2021年盛岡LCクリスマス委員会 】　Ⅼ佐藤啓子　Ⅼ三上信幸　Ⅼ千田宏美
　　　　　 Ⅼ晴山博邦　Ⅼ獅子内一義　Ⅼ牧田光央　Ⅼ樋下光　Ⅼ本田成幸　Ⅼ長棹宏吉
　【 11月6日(土) 332-B地区「薬物乱用防止教育認定講師養成講座」 】　Ⅼ長棹宏吉 Ⅼ吉田ひさ子
　【 11月7日(日)盛岡レオクラブ11月例会（ｱｲﾊﾞﾝｸひかりの箱街頭募金活動）　】
　　　Ⅼ浅沼克人　Ⅼ樋下光　Ⅼ本田成幸　Ⅼ餘目英男
　【 11月15日(月) 第1回国際大会委員会WEB会議　】　Ⅼ平野喜嗣
　【 11月16日(火)-17日(水) 332複合地区第一・第二副地区ガバナー研修（講師）　】　Ⅼ宮田謙
　【 11月18日(木) 2021-22年度332複合地区 第2回中期改革委員会　】　Ⅼ関根信

11月5日(金)　メンバースピーチ … L.功刀 俊英
演  題　 『 私のこれまでの歩み 』

★第1473回例会（ｶﾞﾊﾞﾅｰ例会訪問） ※11/5(金)12：15～ 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．村上　孝
　＊ライオンズクラブ国際協会332-B地区キャビネット幹事 Ⅼ．鈴木　義則
◎LCIF初めての1000ドル献金 『楯』 伝達式
　地区ガバナーⅬ.村上孝より、盛岡LC会長Ⅼ.樋下光へ　楯の贈呈

◎地区ガバナーご挨拶
　＊ライオンズクラブ国際協会332-B地区地区ガバナー Ⅼ．村上　孝
＊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
　【 10月17日(日)　盛岡レオクラブ10月例会　】　L浅沼克人
　【 10月19日(火)　LC14会（親善ゴルフ大会）　】　L関根信　L伊藤良正
　【 10月21日(木)　7LC合同幹事会　】　L本田成幸
　【 10月29日(金)　盛岡LC歴代会長会　】　L鎌田哲爾　L平野喜嗣　L伊藤英明
　　　 L松田恭一　L佐久間修一　L赤坂勝　L関根信　L樋下光　L本田成幸

　本日は、『私のこれまでの歩み』と題して、Ⅼ功刀俊英よりスピーチをしていただきました。
昭和41年”丙午”5月5日こどもの日(年をとってもこどもの日)に誕生、北海道札幌市のご出身
です。幼い時に見た、冬季札幌オリンピックに出場していた”日の丸飛行隊”に心を奪われ、
着用していた白いグローブに日の丸が付いた手袋が欲しく、両親にお願いしたところ…軍手
に赤のマジックペンで色を付け『これを使いなさい』と言われたそうですが、Ⅼ功刀はとっても
喜んでいたそうです。また、カッコいい選手になることを夢見て、アイスホッケーをはじめ、初
めて出場した大会で得点を決めた際は最高な気分を味わい、その後もアイスホッケーを続
け、1983年に盛岡で開催された高校のインターハイで準優勝をしております。大学を卒業
し、1989年にアサヒビールに入社。Ⅼ功刀は”感謝の人生である”とのこと…丙午に生まれた
事(両親へ)、大学へ推薦入学できた事(恩師へ)、超売り手市場だった事(バブル時代に)、そ
してアイスホッケーと出会えたことに感謝をしておりました。そして、”今”恩返しをする時が来
たのではないかと…アイスホッケーを始め、多くの方に出会えたことに感謝をしつつ、Ⅼ功刀
もバージョンアップをしていくんだと、そして盛岡LCに入会し皆様に出会えたことに感謝しつ
つクラブへ貢献していきたい、と熱く語ってくださいました。Ⅼ功刀の人生を振り返れば振り
返るほど、丙午が”物凄く良い年”であることを、知ることが出来ました。そして、どんな時も”
人・時代・出来事”に感謝をしながら自分を磨き過ごすことは大切ですね。
　本日は、感謝感謝の人生を楽しくスピーチしていただき、ありがとうございました!!


