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★2月定例理事会 ※1月25日(火)18:00～　盛岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ ｱﾈｯｸｽ
＊2021年度上半期会計監査報告について
　… 会計監査委員の代理として、幹事Ⅼ本田成幸より、1/21(金)例会終了後に行った監査の結果、
　　　適正且つ正確に処理されていたことを確認した旨、ご報告がございました。
＊月次収支報告 … 会計Ⅼ長棹宏吉より、12月分の収支報告がございました。
＊協議事項
　① 盛岡ライオンズクラブ 『 第１５００回例会 』 実行委員選出について
　② その他　　▼ 会長Ⅼ樋下光より…内規について見直しを検討したい
＊報告事項
　① 「地区新会員オリエンテーション」 開催について
　② 盛岡レオクラブ主催『世界のカレンダー展』終了の御礼並びに益金贈呈式のご案内
　③ 盛岡観武ライオンズクラブ“子ども食堂”より 御礼文書

★第1479回例会（縮小例会）　※2月4日(金)12:00～ ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
＊2021年度上半期会計監査報告　…　会計監査委員　Ｌ平野喜嗣
＊委員会報告
　 ▼ 東日本大震災復興支援ACT 第2回実行委員会 開催報告 …　Ⅼ本田成幸
＊協議事項
　① 盛岡ライオンズクラブ 『 第１５００回例会 』 実行委員選出について
　　…　以下、会員を実行委員として選出致しますのでご承認願います。
　 ■ 実行委員長 …　Ｌ関根信
　 ■ 実行委員　…… Ｌ赤坂勝　Ｌ浅沼克人　Ｌ獅子内一義

　　　　　　　　　　Ｌ手代木克介　Ｌ本田成幸　Ｌ牧田光央　　　　➡前回一致で承認
＊行事参加報告
　【 1/21(金)盛岡LC上半期会計監査 】 L伊藤英明　L平野喜嗣　L樋下光　L本田成幸　L長棹宏吉
　【 1/22(土)おひさまキッチン子ども食堂フードパントリー 】　L伊藤完治　L晴山博邦
　【 1/23(日)盛岡観武LCこども食堂 】　L樋下光
　【 1/26(水)宮古岩手LC例会訪問(事業支援資金贈呈) 】　L樋下光　L本田成幸
　【 1/28(金)東日本大震災復興支援アクティビティ 第2回実行委員会 】　L本田成幸

＊その他の報告事項
　① 「地区新会員オリエンテーション」 開催について
　　　■ 開催日　2022年2月24日（木） ※ 受付13：00～　　■ オリエンテーション　13：30～16：00
　　　■ 懇親会　16：10～17：20　　　■ 開催場所　プラザイン水沢
　　　■ 講師  地区GLTコーディネーター　L.鈴木雅彦
　　　■ 参加対象　主な対象メンバーは入会歴5年以下の会員とするが、希望者はどなたでも受講可。
　　　　※入会歴5年以下の(過去に参加していない方)には、盛岡LC事務局よりご案内文書を送付済
　　　■ 参加費 …無料 　懇親会希望者…3,000円　■ キャビネット申込締切日　2月10日(木)

　② 盛岡ﾚｵｸﾗﾌﾞ主催『世界のｶﾚﾝﾀﾞｰ展』終了の御礼並びに益金贈呈式のご案内
　　… 年明けの１月３日（木）～５日（土）に開催された、カレンダー展益金総額は、４６６,５００円でした。
　　　　皆様の御協力、誠に有難うございました。
　　【 贈呈式日程 】2022年2月19日(土)14:00～　メトロ本館にて
　　【 益金贈呈先 】岩手県ユネスコ連絡協議会 / 盛岡ユネスコ協会 / 岩手県ユニセフ協会
　　【 益金贈呈額 】3団体へ各155,500円

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。

7 月 13:00 7LC合同幹事会 メトロ本館
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復興支援ACT 三鉄出発式



　 　

　

2月4日(金)　メンバースピーチ … L三上 信幸
演  題 『 私の経験した災害復旧応援について（2） 』

＊その他の報告事項
　① 第104回ライオンズクラブ国際大会inモントリオールのご案内

　■ 大会期間　2022年6月24日（金）～28日（火）
　■ 開 催 地　カナダ・モントリオール国際会議場
　▶ 早期登録　2022年3月14日まで（登録料＄175※20,125円 ＋ 申込代行料※2,750円）
　▶ 後期登録　2022年４月 1日以降  （登録料＄250※28,750円 ＋ 申込代行料※2,750円）

　　事務局手続き等もございますので、クラブ内早期締切を2月28日(月)とさせていただきます。
　　ご参加をご希望の方は、お早めにお申し込みをお願い致します。
　② 2021-22地区新会員オリエンテーション開催内容変更について
　　… 2月24日(木)奥州市プラザイン水沢にて開催予定の地区新会員オリエンテーションは、県内の
　　　　コロナ感染拡大の状況に配慮して”懇親会は中止”と決定されました。
　　　　※ 盛岡LC参加予定者3名…Ⅼ手代木克介、Ⅼ樋下光、Ⅼ浅沼克人
　③ 花巻ライオンズクラブCN60周年記念式典のご案内
　　【日時】　2022年4月29日（金・祝日）　　受付　10：00～10：40
　　　 ■ ウェルカムコンサート　10：40～10：55（花巻・金星少年少女オーケストラ）
　　　 ■ 式典　11：00～12：00　※式典終了後、折詰弁当をお受け取り頂き散会
　　【会場】　花巻温泉　ホテル紅葉館
　　【登録料】 Ｌ/10,000円　LL・事務局員/8,000円　【申込締切】2022年3月25日(金)
　　　　※ 登録人数の制限がある為…三役で参加予定とします。
　④ 『世界のカレンダー展』益金贈呈式 規模縮小開催のお知らせ
　　… 連日の新型コロナウイルス感染者急増の状況を鑑み、規模を大幅に縮小し、贈呈式の出席者を
　　　　各贈呈先団体、レオ正副顧問及びレオ委員長と代表スポンサークラブ会長のみにて行います。
　⑤ LCIF1000ドル献金について
　　… Ⅼ平野喜嗣より、LCIF協力金として1000ドルご寄付頂きました。
　　　　2月9日(水)オセアル調整事務局LCIF担当者へ送金致しました。
　⑥ アイバンクひかりの箱募金についてのご報告
　　… 下半期分として、３９,１６２円をキャビネット指定口座へ送金致しました。
　　　　【内訳】2/4例会時協力分9,162円＋事業費予算30,000円＝39,162円

　＊ファイン　　　 … 10,000円　〔累計：158,450円〕
　＊ドネーション  … 13,000円　〔累計：213,000円〕
　　　　　　　　　　　　 　結婚祝（ L萩原俊美 ）　誕生祝（ L樋下光、L千田宏美 ）
　＊アテンダンス　… 会員59名　〔出席 21名 + メーキャップ 24名 〕 → 76.2％

　本日は、計画委員長Ⅼ三上信幸より、 『 私の経験した災害復旧応援について part2 』 と題して、平
成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災の復旧応援に向かった際のお話をしていただきました。
　まずは自己紹介。出身地は盛岡市薮川。5人兄弟の長男としてダイヤモンドダストを見て逞しく育ちま
した。盛岡工業高校在学中は、スキー複合選手としてインターハイに連続出場した経歴をお持ちです。
　大震災発生時に、延べ1ヶ月程復旧応援に駆け付けた地域は、宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市東
灘区を担当したとの事。仙台港からフェリーにて名古屋港に向かい、甲子園球場の近くにある大阪ガス
へ向かいました。当時は高速道路が通行止めとなっていましたが、特別許可を得て高速を使用し現地
へ向かったそうです。現地へ着く直前になると、対向車線が地震の影響で落ちているのが分かり悲惨な
状況を見てきたとのこと。倒壊家屋の調査をし壊れていればガスを止め、修繕しガスを流し又修繕…そ
の繰り返しをして各地復旧に向け作業を行いました。中でも神戸市東灘区は、9割の家屋2階が崩れて
いる状況にあり、道路の液状化も酷く、被害も増していたとの事。ガス管以外にも水道管が壊れている
為、ガス管の中に入った水の除去も大変だったそうです。
　災害への心構えとして、最近は”想定外”など予想の付かない状況が発生することもありますので、必
ずハザードマップや気象庁のサイトなども利用しながら、一人ひとりがきちんと安全確保をするよう日々
確認しておくことが大事。素早く、そして正しく行動することが自分の命を守ることにつながっていくのだ
と、改めて気づかされました。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1480回例会（縮小例会）　※2月18日(金)18:00～ ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
◎国際協会より（会長より認定証の贈呈)
　▼ ガイディング・ライオン認定証　Ⅼ浅沼克人
＊委員会報告
　▼ 次世代リーダーシップ委員会報告 … Ⅼ浅沼克人
　▼ 東日本大震災復興支援ACT 第3回実行委員会報告 … Ⅼ三上信幸

＊行事参加報告
　【 2/4(金)　盛岡ライオンズクラブ指名委員会　】
　　L赤坂勝　L伊藤良正　L樋下光　L長棹宏吉　L晴山博邦　L本田成幸　L三上信幸
　【 2/10(木) 東日本大震災復興支援アクティビティ 第3回実行委員会 】　L三上信幸

　＊ファイン　　　  … 9,000円　〔累計：167,450円〕
　＊ドネーション   …       0円　〔累計：213,000円〕
　＊アテンダンス　… 会員59名　〔出席 18名 + メーキャップ 23名 〕 → 69.4％

　③ 「ガバナー新会員増強キャンペーン」開催について
　　… 第5回GAT会議にて「会員増強」推進事業として検討し、「ガバナー新会員増強キャン
　　　　ペーン」を実施する事が決定いたしました。なお、第68回地区年次大会において下記
　　　　4部門、「ガバナー新入会員増強キャンペーン特別賞」が追加となります。
　　　　会員増強について皆様のご協力、宜しくお願い申し上げます。
　　　① 会員入会部門  (家族会員除く入会者)
　　　　… 2～4月入会した「一般/賛助/支部/転籍会員」の人数が多いクラブが受賞
　　　② 女性会員入会部門 (家族会員除く)
　　　　… 2～4月入会の「家族会員以外の女性会員」の人数が多いクラブが受賞
　　　　　（①と重複。女性会員の入会はどちらの部門にもカウントします）
　　　③ 家族会員入会部門
　　　　… 2～4月入会の「家族会員（子会員）」人数が多いクラブが受賞
　　　④ 他クラブへの入会見込み者紹介部門
　　　　… 他クラブへ入会見込みのある方を紹介した場合。紹介数の多いクラブが受賞

　　■ キャンペーン実施期間　2022年2月1日～4月30日
　　　年次大会アワードの締め月は3月末ですが、このキャンペーンは4月末迄の期間とする。
　　　3月末までの入会は年次大会での栄光のアワード「会員増強優秀賞」やガバナー
　　　アワードの「会員増強努力賞」の審査対象にもなり、キャンペーンの対象にもなる。

　④ モデルクラブ誓約推進のお願いと表彰のご案内
　　… 盛岡ライオンズクラブは既に2021年2月に『 200％モデルクラブ 』授賞済み。
　⑤ 盛岡観武ライオンズクラブ“子ども食堂”より 御礼文書


