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世界のカレンダー展　準備・設営

★第1475回例会　※12月3日(金)12:15～ 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・アクション（奉仕）ピン　L樋下光
　▶ キャンペーンドナーピン　L荻原鉄二　L大﨑哲雄　L藤井義弘　L小原稔　L牧田光央　L君澤温
＊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
　【 11月26日(金)　2021-22年度 公認ガイディング・ライオンセミナー　】　L浅沼克人

　③ 会員退会の承認 並びに　第二副会長選出について
　　… 出席会員委員会にて承認済みの下記退会希望者の退会承認をお願い申し上げます。
　　　　また、退会に伴い、第二副会長が空席となることから、2022年1月より幹事経験者でもあります、
　　　　Ⅼ小笠原進を第二副会長として推挙致しますことをご承認願います。
　　≪ 退会希望者 ≫L藤澤月子 (㈱ふじさわ代表取締役) [SP:元会員 柴田昭彦様]
　　≪ 役員の変更 ※2022年1月～ ≫第二副会長 Ｌ小笠原進
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡ 全会一致で承認
＊報告事項
　① 第34回ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト　審査結果のお知らせ
　　…　最優秀賞、優秀賞の3点は地区代表として複合地区審査選考会へ送付となります。
　② 使用済み切手について
　　… 収集ボランティアの一つである使用済み切手を、Ⅼ赤坂勝より1,188枚寄付頂きました。
　　　　こちらは、11月のアクティビティとして、『社会福祉法人聖明福祉協会・聖明園』 へ全て
　　　　送付致しましたことをご報告申し上げます。
　③ L平野喜嗣、L伊藤英明より叙勲お祝いのお礼状が届いております。
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★12月定例理事会 ※12月3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、11月収支報告がございました。
＊協議事項
　① 332-B地区第68回年次大会 代議員会議案の提案について
　　…　皆様方よりご提案がございましたらご意見を頂戴したい。
　　　 ➡ ご提案がある方は、12/16(木)迄に事務局へ連絡願います。
　② 「 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
　　　承認決議のご報告並びに「自衛隊非常糧食」払下げ品についての協力のお願い
　　…　１R１Zゾーン・チェアパーソンⅬ川村勇司(盛岡中津川ＬＣ所属)より、１R１Zとして提案した「東日
　　　　本大震災復興支援合同アクティビティ 」 が第2回キャビネット会議において、承認決議されました
　　　　事をご報告致します。また、地区ガバナーより「自衛隊非常糧食」払下げ品についての購入要請
　　　　を受け、1R1Zとして、盛岡観武ライオンズクラブが取り組んでいる「子ども食堂」への支援として、
　　　　「ゾーン合同アクティビティ」として活用したいことにつきまして、ご協議願います。
　　　　また、クラブ独自での購入可能についても併せてご協議願います。
　　　　　【 ゾーン合同ACT 】1R1Z盛岡観武LC「子ども食堂」への支援
　　　　　【 クラブへの協力依頼 】「自衛隊非常糧食」払下げ品の購入として各LCより1万円拠出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※7LC分（計7万円分）を非常糧食の購入に充てる
　　　　　▷ クラブ独自に自衛隊非常糧食購入について( 不要 / 要 )
　　　①盛岡観武LCへ1万円分支援する
　　②理事役員よりクラブ独自で松園地区の子ども食堂へ支援はどうかと提案あり。
　　　協議により、事業費より2万円分拠出し支援することで承認された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ➡ 全会一致で承認

各会合につきまして、今後の状況次第では中止となる可能性もありますことを
予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
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★第1476回例会　※12月16日(木)17:15～　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　（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伊藤英明
　＊マイルストーン・シェブロン・アワード　【55周年】Ⅼ鎌田哲爾　【15周年】Ⅼ佐藤啓子
＊行事参加報告
　【 12月6日(月) 7LC合同幹事会】　Ⅼ本田成幸
　【 12月6日(月) 第2回諮問委員会 】　Ⅼ樋下光　Ⅼ伊藤良正 Ⅼ本田成幸　Ⅼ長棹宏吉
　【 12月8日(水) 332複合地区第2回複合連絡会議　】　Ⅼ平野喜嗣
　【 12月15日(水)　盛岡レオクラブ12月例会　】　Ⅼ浅沼克人　Ⅼ樋下光　Ⅼ本田成幸

12月3日(金)　メンバースピーチ … L.佐久間　修一
演  題 『 山車の参加がきっかけで47年務めた消防団 』

2021年度 盛岡LCクリスマス会 (2021.12.16開催)

　本日は、『山車の参加がきっかけで47年務めた消防団』と題して、L佐久間修一よりスピー
チをしていただきました。昭和49年、22歳の時に山車に参加したのがきっかけで、分団の
方々にお誘いをうけ、お父様が分団長を務めていた経緯もあり昭和50年に入団願を提出し、
そこから消防団に入ったそうです。入団した年の9月14日土砂降りの雨の日、山車にビニー
ルシートをかける作業を行ったり、お弁当手配をしたり、休憩所を作ったりと、その後は分団
員の奥様方にもご協力いただきながら夜の食事を作ったりと、大忙しだったとのこと。平成4
年の時には、分団の幹部となり、それから演題を決める役割になり長い間務めることとなり、
衣装や人形の設定、山車の組み立て、運行コースなどすべてに携わっていたそうです。
　昨年の9月にも山車を奉納する予定でしたが、コロナの影響で山車の運行は中止になり、
今年も同じく中止となってしまいました。先日、疫病退散祈願の山車が2台運行されたようで
すが、来年こそは、八幡宮の祭典が行われ山車の奉納が行われること願っているそうです。
コロナが早く終息し、華やかで賑やかな山車で人々が笑顔になれる日が来るといいですね。
佐久間修一ライオン、本日は貴重なお話をありがとうございました！ヤ―レヤーレヤーレ♪

　＊ファイン　　　 … 10,150円　〔累計：131,150円〕
　＊ドネーション  … 25,000円　〔累計：180,000円〕　誕生祝（L小笠原進、L荻原鉄二）
　　　　　　　　　　　　　その他(クラブ内受賞…L伊藤英明、L鎌田哲爾、L佐藤啓子）
　＊アテンダンス　… 会員60名　〔出席 23名 + メーキャップ 23名 〕 → 76.6％

≪2022年12月16日(木)　例会分≫

　＊ファイン　　　 … 11,000円　〔累計：121,000円〕
　＊ドネーション  … 13,000円　〔累計：155,000円〕
　　　　　　　　　　　　　結婚祝（L千田宏美）　誕生祝（L佐藤啓子、L佐藤美恵子）
　＊アテンダンス　… 会員60名　〔出席 22名 + メーキャップ 23名 〕 → 75.0％

≪2022年12月3日(金)　例会分≫

＊報告事項
　① 「自衛隊非常食」について　会長Ⅼ樋下光より

　　12月理事会/例会にてご承認頂きました、自衛隊非常食の件ですが、12/5(月)諮問委員会で
　　自衛隊非常食の払下げではないとの報告があり、１R1Zでの合同ACTとすることは一旦白紙と
　　した。しかし、盛岡LCとしてはクラブ独自で3万円分を購入し、予定通り1万円分を盛岡観武
　　LC子供食堂へ、2万円分を松園地区の子供食堂へ支援したいと考えている。
　　また、松園地区子供食堂への支援に役立てていただきたいとのことで、玉山姫神LCより支援
　　のご協力について連絡を頂いております。この件について、皆様より改めてご承認を頂きたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➔全会一致で承認
　② 7LC合同幹事会について
　　　　＊ 東日本大震災復興支援合同アクティビティについて
　　　　＊ 第68回年次大会について
　　　　＊ 2021年度新会員オリエンテーションについて
　③ 第60版ライオンズ必携の発行中止について
　　…　ライオンズ必携第60版の発行について、一般社団法人日本ライオンズ並びに全日本会則委
　　　　員会より諸般の事情により今年度は、発行を見合わせる旨通知がありました。
　　　　但し、改訂箇所の一覧表については、後日メールにて配信予定。
　④ チャーター費および入会費の免除期間延長のお知らせ
　　…　国際理事会は2021年10月理事会の決議により、2021/12/31までとされていたチャーター費
　　　　と入会費の免除期間が、2022/6/30迄に延長されました。
　⑤ 2021-22年度国際平和ポスターコンテストについて（選考会報告書が届いております。）
　⑥ 2022年 盛岡レオクラブ主催『世界のカレンダー展』参加協力のお願い
　　≪会場設営・搬入作業≫　1/2(日) 15:00～　⇒　7名
　　≪カレンダー展1日目≫　1/3(月) 10:00～14:00　⇒　6名
　　　　内、12:00～14:00の時間帯人員不足の為、皆様のご協力をお願い致します
　　≪カレンダー展3日目≫　1/5(水) 14:00～17:00　⇒　6名
　　　　年明けのお忙しい中、大変恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
　　　　※カレンダー寄付…12/24(金)迄に盛岡LC事務局へお持ちください。
　⑦ キャビネット事務局冬季休暇について
　　　【休業期間】　2021年12月25日(土) ～ 2021年1月4日(火)
　　　緊急の場合…キャビネット幹事 Ⅼ鈴木義則【携帯電話】090-5848-5900迄
　⑧ 事務局冬期休暇のお知らせ
　　…　12月29日(水)～1月5日(日)の間、冬期休暇(正月休み)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。
　　　　※盛岡レオクラブ担当事務局の為、1/2㈰～1/5㈬は川徳7Fにおります。盛岡アマチュアマジシャンズクラブのマジック！驚きましたー！


