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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3回 キャビネット会議

★1月定例理事会 ※12月28日(火)18:00～　メトロ本館
＊協議事項
　① 2021-22年度　332-B地区 「国際地球デー」の取り組みについて
　② 宮古岩手ライオンズクラブ支援について
　③ その他　　▼ 第一副会長Ⅼ伊藤良正より…次年度第1500回例会について
＊報告事項
　① 自衛隊非常食の件
　② 2021-2022年度332-B地区東日本大震災復興支援ACT
　　　　「三陸鉄道～私たちはみんなつながっている～列車運行」実行委員会について
　③ 盛岡LCクリスマス会 決算報告について
　④ 一般社団法人日本ライオンズよりウェブマガジン普及キャンペーンについて

★2LC合同新年例会　※1月7日(金)18：15～　ホテルメトロポリタン盛岡　ニューウイング
   （ 盛岡LC…第1477回　　玉山姫神LC…第429回 ）
＊幹事報告
　① 東松園小学校区子ども食堂【おひさまキッチン】へ自衛隊非常食寄付について
　　… 子ども食堂への支援として、東松園小学校区【おひさまキッチン】へ自衛隊非常食寄付。
　　　　各クラブ購入分の内訳を以下のとおり報告します。 ※食料は盛岡LC事務局保管中※
　　　東松園小学校区【おひさまキッチン】へ  381食寄付
　　　　■ 自衛隊非常食の購入( 盛岡LC分 ) ……… 19,602円 ( 303食 )
　　　　　＜内訳＞ 賞味期限2023/3/31 … カニチャーハン3
　　　　　　　　　 賞味期限2024/3/31 … 白飯100/五目飯40/山菜飯40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ドライカレー40/豆ごはん40/五目釜飯40
　　　　■ 自衛隊非常食の購入( 玉山姫神LC分 ) … 4,968円 ( 78食 )
　　　　　＜内訳＞ 賞味期限2023/3/31 … カニチャーハン8
　　　　　　　　　 賞味期限2024/3/31 … 白飯20/五目飯10/山菜飯10
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライカレー10/豆ごはん10/五目釜飯10

　≪2LC合同新年例会≫
　　＊盛岡LC…25名
　　＊玉山姫神LC…8名
　　● ファイン…4,800円
　　● アテンダンス…79.6％
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＊行事参加報告
　【 12/17(金)　令和３年度ライオンズクラブ献血推進研究会　】　L吉田ひさ子
　【 1/2(日) 世界のカレンダー展 準備・設営 】 L関根信　L関根悟　L手代木克介
　　　L佐藤美恵子　L吉田ひさ子　L君澤温　L浅沼克人　L三上信幸　L本田成幸
　【 1/3(月) 世界のカレンダー展 1日目 】 L橋本幸典 L三上信幸 L手代木克介 L本田成幸
　　　L浅沼克人 L関根信 L関根悟 L佐藤美恵子 L荻原鉄二 L吉田ひさ子 L山信田寧
　【 1/4(火) 世界のカレンダー展 2日目 】 L浅沼克人　L餘目英男
　【 1/5(水) 世界のカレンダー展 3日目 】　L浅沼克人　L関根信　L関根悟　L手代木克介
　　　L佐藤美恵子　L赤坂勝　L三上信幸　L長棹宏吉　L樋下光
　【 1/14(金) 東日本大震災復興支援アクティビティ 第1回実行委員会 】　　L三上信幸
　【 1/20(木) おひさまキッチン 贈呈式 】　L樋下光　L本田成幸　L伊藤完治　L晴山博邦

★第1478回例会　※1月21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　（会長より記念品の贈呈）
　▶ マイルストーン・シェブロン・アワード　【 20周年 】   L橋本 幸典
　▶ ガイディング・ライオン認定証     　　　　　　　　　　  Ⅼ浅沼 克人
＊委員会報告 … 東日本大震災復興支援ACT 第1回実行委員会開催報告　Ⅼ三上 信幸
＊協議事項
　① 2021-22年度　332-B地区 「国際地球デー」の取り組みについて
　　…　2022年4月22日「国際地球デー」一斉アクティビティについてご協議願います。
　　■ 開催日　4月22日(金)早朝1時間程度 ※天候不良の場合の中止判断は各LCで行う
　　■ 実施場所　各LC地域の河川敷地、河川公園、海岸など 　※水辺の清掃活動
　　　これに併せて例年クラブ内で行っている国際地球デーのACT(桜の苗木の植樹活動)も
　　　同日実施することとしたい。以下、実施内容(案)についてご協議願います。
　▼ 開 催 日　2022年4月22日(金)　午前7:00～ ( 1時間程度 )
　▼実施場所　盛岡市中央公園 ( 県立美術館側 )
　▼ 内     容　① 中央公園内に流れている川沿いのゴミ拾い ② 桜の苗木を植樹
　▼ 持 ち 物　火鉢10本・ゴミ袋（事務局用意）/  軍手（各自持参）
　　　　　　　　※火鉢等、ご持参いただける方はご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　➡ 全会一致で承認
　② 宮古岩手ライオンズクラブ支援について
　　…　宮古岩手LCへのACT支援(金銭支援)を2019年より継続していることについて、
　　　　 以下内容のご承認願います。 ※2019年度より3年継続として承認済み
　　■ 宮古岩手LC旗争奪中学バレーボール大会へ支援をしていたが、現在会員数7名と
　　　　クラブ存続も厳しい状況。大会の主催が困難となり今年度は開催を断念している。
　　■ 現在は、ひとり親家庭の支援を重点的に行っていること。
　　◇ 2019年度…事業支援として30,000円寄付
　　◇ 2020年度…コロナ感染拡大防止の為、バレーボール大会中止（金銭支援等なし）
   ◆ 2021年度(案)…事業支援30,000円寄付
 　　※2022年1月26日(木) 宮古岩手LC例会へ参加し贈呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡ 全会一致で承認
　③ 次年度開催予定 第１５００回例会（記念例会）について※第一副会長Ⅼ伊藤良正より
　　◇ 実行委員会立ち上げについて　　 ◇ 実行委員長選出について
　　2022年12月第1例会が第1500回例会となる為、実行委員会立ち上げ
　　実行委員長をⅬ関根信とし、会をまとめて頂きたくお願いを致します。

＊その他の報告事項
　① 自衛隊非常食の件
　　… 自衛隊非常食購入につきまして、以下のとおり寄付致しますことをご報告申し上げます。
　　　盛岡観武ライオンズクラブ“こども食堂”へ  160食寄付 　※1/23贈呈予定
　　　■ 自衛隊非常食の購入 ……… 10,368円 ( 160食 )
　　　おひさまキッチン“こども食堂”へ  381食寄付 　※1/20贈呈済み
　　　■ 自衛隊非常食の購入 ……… 19,602円 ( 303食 )
　　　■ 自衛隊非常食の購入( 玉山姫神LC協力分 ) … 4,968円 ( 78食 )
　② 2021-2022年度332-B地区東日本大震災復興支援ACT
　　　「三陸鉄道～私たちはみんなつながっている～列車運行」実行委員会について
　　… 上記、復興支援アクティビティについて、実行委員会を立ち上げ準備を進めていくこととなり、
　　　　1R1Z各クラブ幹事が実行委員となりましたことをご報告申し上げます。また、先日開催されました
　　　　実行委員会において、今年度の平和ポスターコンテストに応募され地区へ提出された全作品
　　　　（71展）を三陸鉄道車両にラッピングし運行することとなりました事も併せてご報告致します。
　　　　≪ 現状報告 ≫
　　　■ 応募者(71展)の作品使用・学校名・氏名記載の承諾の確認　※2/4(金)迄
　　　■ 出発式 … 2022年3月13日(日)予定　※現在調整中
　　　■ 次回実行委員会開催日 … 1月28日(金)　Zoom開催予定
　③ 「米国中西部・南部竜巻大災害」支援LCIFへの指定献金拠出について
　　… 一般社団法人日本ライオンズ執行理事会からの申し合わせとして一人あたり1,000円の協力要
　　　　請を頂いておりましたが、332-B地区として、新たに徴収するのではなく地区緊急援助積立金よ
　　　　り会員一人当たり1,000円×12月末会員数（家族会員は除く）として1,289,312円を拠出いたしま
　　　　したことをご報告致します。
　④ 盛岡LCクリスマス会 決算報告について　※クリスマス委員長Ⅼ佐藤啓子より
　⑤ 一般社団法人日本ライオンズよりウェブマガジン普及キャンペーンについて
　⑥ 2022年7～8月（夏休み）の「Lions Quest ライフスキル教育プログラム」事業計画について

1月21日(金)　メンバースピーチ … L.君澤　温
演  題 『 めんこいテレビのSDGｓ 』

　本日は、「めんこいテレビのSDGｓ」と題してスピーチをしていただきました。改めて自己紹介を…Ⅼ君
澤温は1963年生まれの宮古市出身。小さい頃は、近所の旧ラサ工場の大きな煙突の下で虫取りをして
おりました。盛岡第一高等学校に入学し、3年間の寮生活。楽しみといえばクラブ活動前に白龍のじゃ
じゃ麺を食べることだったそうです。大学から上京し、そのまま就職。27歳の時に故郷岩手にテレビ局が
開局する事を新聞で知り応募し採用、現在のめんこいテレビに入社となりました。プライベートでは、春
に山菜、秋はキノコ採り、ゴルフに釣りと豊富な趣味を楽しんでおられるようです。めんこいテレビでは、
大きく4つの目標を掲げSDGｓに取り組んでいます。①情報発信～情報で生活を豊かに、安全に～　②
自然環境～美しい自然を未来に～　③地域貢献～誇れる地域の発展を～　④ガバナンス～社員全
員がやりがいを持ち働ける会社に～　めんこいテレビでは社員一人ひとりが年間目標を立て、業務目
標に設定し取り組んでいます。個人評価にもつながるそうですが、目に見えた評価として一気に達成が
できるわけではないので、自分の身に置き換えて考えるのは難しいことだなと感じるそうです。岩手県民
がもとめる未来の実現に向けて、子どもから大人まで全ての人の未来に繋がること、私たち一人ひとりが
出来ることとして、小さなことからコツコツと何事においても続けることが大切になっていきますね。
　本日は、スライドでのわかりやすいご説明をしていただき、ありがとうございました!!　頑張ろう岩手!!

　＊ファイン　　　 … 12,500円　〔累計：148,450円〕
　＊ドネーション  … 20,000円　〔累計：200,000円〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誕生祝（ L赤坂勝、L本田成幸、L獅子内一義、L三上信幸 ）
　＊アテンダンス　… 会員59名　〔出席 24名 + メーキャップ 23名 〕 → 79.6％


