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★3月定例理事会 ※2月22日(火)18:00～　ホテルニューカリーナ
＊月次収支報告 … 会計Ⅼ長棹宏吉より、1月分の収支報告がございました。
＊協議事項
　① 2022-23年度　１R1Zゾーン・チェアパーソン立候補について
　② 岩手県薬物乱用防止指導員の推薦について
＊報告事項
　① 盛岡ライオンズクラブ60周年記念事業継続アクティビティについて

★第1481回例会/指名会　（縮小例会）　※3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
＊次期役員案掲示
　… その他、立候補等がある場合は、お早目に三役または事務局までお申し出ください。
　　　次期役員案は、例年通り４月第１例会[選挙会]を経て決定人事となります。

＊委員会報告
　 ▼ 東日本大震災復興支援ACT 第4回・第5回実行委員会 開催報告 …　Ⅼ本田成幸

＊行事参加報告
　【 2/19(土)　『世界のｶﾚﾝﾀﾞｰ展並びにｶﾚﾝﾀﾞｰﾘｻｲｸﾙ市』益金贈呈式　】　L樋下光　Ⅼ浅沼克人
　【 2/24(木) 地区新会員オリエンテーション 】　L手代木克介　L樋下光　L浅沼克人
　【 2/24(木) ２０２１-２２年度 ３３２複合地区第４回中期改革委員会 】 L関根信
　【 2/25(金) 東日本大震災復興支援アクティビティ 第4回実行委員会 】　L本田成幸
　【 3/3(木) 東日本大震災復興支援アクティビティ 第5回実行委員会 】　L本田成幸

＊その他の報告事項
　① 「東日本大震災復興支援」合同アクティビティ（その2）
　　　　2021-22年度「必要な物を必要としている方に届けるアクティビティ」に関するご案内
　　… キャビネットより「東日本大震災復興支援」合同ACT 支援品物資協力依頼が届いております。
　　　≪アクティビティ参加の流れ≫
　　　　　▶ 内陸のクラブは、食品・日用品の支援品をそれぞれの届け先指定クラブ事務局へ送付
　　　　　　　⇒ 盛岡LC（１Ｒ１Ｚ）は５Ｒ１Ｚの陸中宮古LC事務局へ送付
　　　　　▶ 4R2Z・5R1Z・5R2Zの各ゾーン・チェアパーソンは支援を必要としている方々へ配布
　　　　　▶ 出来れば子供達が春休みで給食の無い期間（3/15頃までに）お願いしたい
　　≪盛岡ライオンズクラブでの取り組み≫
　　 ▷ 支援品物資の回収期間は3月10日(木)盛岡LC事務局とします。
　　 ▷ 支援物資は以下のとおりとします。
　　　　◆ 食品は乾物（乾麺・お米・ホットケーキミックス・お菓子等）
　　　　◆ 日用品　　（トイレットペーパー・ナプキン等）
　　 　上記、取り組み内容について会員皆様のご協力をお願い申し上げます。
　② 盛岡ライオンズクラブ60周年記念事業継続アクティビティについて
　　…　継続事業となっております以下2件についてご報告を致します。
　　◎ 日影門緑地公園『英文併記案内標識』※標識内容確認（3年目/5年継続）
　　　 今年度 ＊内容修正あり➡らら・いわて(元 かわとく壱番館の場所):追加
　　　　　　  ＊3/11(金)午後に張替予定 ＊見積22,000円（予算:35,750円）
　　◎ NPO法人ゆめドリ※ドリームマップ授業へ事業資金支援（3年目/3年継続）
　　　 今年度 ＊今年度(2021年度分)の授業報告書提出
　　　　　　  ＊3月中に支援金送金＊送金金額200,000円（予算:200,000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。
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★第1482回例会 （縮小例会）　※3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（会長より記念品の贈呈）
　▼ LCIF1000ドル献金 ﾒﾙﾋﾞﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾌｪﾛｰ･ﾗﾍﾟﾙﾋﾟﾝの贈呈（23回目）　 Ｌ平野喜嗣
＊委員会報告
　▼ 第3回地区ガバナー諮問委員会開催報告 …　会長Ⅼ樋下光

＊行事参加報告
　【 3/4(金) 332複合地区第3回複合連絡会議 】　L平野喜嗣
　【 3/7(月) 7LC合同幹事会 】 L本田成幸
　【 3/7(月) 第3回ガバナー地区諮問委員会 】 L樋下光 L小笠原進 L本田成幸 L長棹宏吉

＊その他の報告事項
　① 332-Ｂ地区第68回年次大会、親睦ゴルフ大会について ※詳細別紙参照
　　… 地区CABよりご案内が届いております。会員の皆様には既にご案内文書を送付して
　　　　おりますが、例会振替行事となりますので、ご参加くださいますようお願い致します。
　　　　なお、クラブ代議員の選出については、 三役一任とさせていただきます。
　② 複合地区第68回年次大会につい ※詳細別紙参照
　　… 複合地区CABよりご案内が届いております。当クラブからは、代議員のみの参加とな
　　　　ります。クラブ代議員の選出については、 例年同様三役一任と致しますので、お声が
　　　　かかりました際にはご参加のご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
　③ １R1Z新会員オリエンテーションについて
　　… 先般、７LC合同幹事会にて１R1Z ZCⅬ川村勇司(盛岡中津川LC所属)より、332-B
　　　　地区新会員オリエンテーション(2/24開催)の開催により、今期、１R1Z ZC主催のオリ
　　　　エンテーションは開催しないことをご報告いたします。

　④ 「東日本大震災復興支援」合同アクティビティ
　　　「三陸鉄道 ～私たちはみんなつながっている～ 列車運行」 出発式のご報告
　　… 去る3/13(日)にラッピング列車出発式の模様が、地区ホームページに掲載されております。
　　　　運行期間 2022年3月13日～2023年3月12日 ※運行については三陸鉄道㈱迄
　⑤ 「東日本大震災復興支援」合同アクティビティ（その2）
　　　2021-22年度「必要な物を必要としている方に届けるアクティビティ」について
　　… 3月第１例会にてご案内しておりました、「東日本大震災復興支援」合同アクティビティにつきま
　　　　して、当クラブ会員４名より以下内容の支援物資をご協力頂き、3/14(月)着にて指定送付先
　　　　『陸中宮古LC』へ配送致しましたことをご報告いたします。
　　≪盛岡ライオンズクラブ 支援物資送付内容≫
　　・トイレットペーパー（1袋）・ホットケーキミックス（2袋）・乾麺5食入（7袋）
　　・包装米飯（40食）・レトルトカレー4食入（2袋）・お菓子≪30個入≫（3袋）
　⑥ 水沢ライオンズクラブ60周年記念式典開催のお知らせ
　　… 2022/4/16(土)記念式典開催予定としておりますが、人数制限がある為、スポンサークラブ
　　　　代表として会長L樋下光（1名）のみの参加となりますことをご報告いたします。
　　　　◆ 日程 2022/4/16(土)　◆ 場所 リサージュ四季の抄
　　　　    【受付】 10：30 ～ 11：20　【式典】 11：30 ～ 12：20  【祝宴】 12：30 ～ 14：00
　　　　◆ 登録料…10,000円　 ※参加者…スポンサークラブ代表 会長L樋下　光
　⑦ 東山ライオンズクラブ 50周年記念式典開催のお知らせ
　　　　◆ 日程 2022/6/19(日)　◆ 式典 【場所】東山地域交流センター 多目的ホール
        　　【受付】10：00 ～ 10：50 　【式典】 11：00 ～ 12：00
　　　　◆ 祝宴 【場所】げいびレストハウス　 【祝宴】 12：30 ～ 14：30　◆ 登録料…10,000円
　　… 期初、承認済み【2021年度クラブ運営】より“(17)他クラブ式典参加者について”の項目に
　　　　記載のとおり、委員会ごとの割当担当とし、東山LC記念式典担当の【計画委員会】委員の
　　　　皆様にご協力頂きますことをご報告致します。 ※参加者…3名迄(計画委員会割当担当)

3月4日(金)　メンバースピーチ … L山信田　寧
演  題 『 岩手のテレビニュース 』

　③ 2022-23年度　１R1Zゾーン・チェアパーソン立候補について
　　… 先般開催理事会協議により、当クラブからの立候補はないことをご報告致します。
　④ 岩手県薬物乱用防止指導員の推薦について
　　… 岩手県県央保健所長より、薬物乱用防止指導員推薦について文書が届いており、
　　　　先般開催理事会協議により、三役一任としておりました指導員につきまして、以下
　　　　会員1名を選任致しましたことをご報告致します。
　　　　岩手県薬物乱用防止指導員( 2022年4月1日～任期3年 ) … L樋下光
　⑤ 久慈ライオンズクラブ55周年記念式典のご案内
　　… 2022/4/23(土)開催予定としておりますが、感染状況の動向をみながら最終的な
　　　　開催の判断は、3/20頃を予定とし、改めて案内が届きますことをご報告致します。
　　　　　【日  程】　2022/4/23（土）　※開催時間・場所・申込等については後日。
　　　　　【登録料】 Ｌ：10,000円　LL・事務局員：8,000円　　【参加者】 三役一任とする
  ⑥ 盛岡観武ライオンズクラブCN50周年記念式典中止のお知らせ
  ⑦ 東松園小学校区おひさまキッチンより通信が届いております。

　＊ファイン　　　 … 9,600円　〔累計：177,050円〕
　＊ドネーション  … 19,000円　〔累計：232,000円〕　　誕生祝（ L伊藤完治、L山信田寧 ）
　　　　　　　　　　　　　結婚祝（ L荻原鉄二、L関根信、L伊藤完治 ）
　＊アテンダンス　… 会員59名　〔出席19名 + メーキャップ 24名 〕 → 72.8％

　＊ファイン　　　 … 11,000円　〔累計：188,050円〕
　＊ドネーション  …  8,000円　〔累計：240,000円〕 結婚祝(L平野喜嗣) 誕生祝(L松田恭一)
　＊アテンダンス　… 会員59名　〔出席 20名 + メーキャップ 23名 〕 → 72.8％

　本日は、保健委員のⅬ山信田寧より、「岩手のテレビニュース」 と題して、スピーチして頂きました。Ⅼ
山信田は、1980年にテレビ岩手に入社。当時はNHKを除くと民間放送局はIBCとテレビ岩手の2局だけ
でした。現在は、IBC(TBS）・テレビ岩手(日本テレビ）・めんこいテレビ（フジテレビ）・岩手朝日テレビ（テ
レビ朝日）の4局があります。どこの局も夕方には40分程度のローカルニュースを取扱い放送しています
が、隣の秋田県にはTBS、青森県にはフジテレビがないとのことで、それぞれ大きい事件や事故がある
際は、秋田へIBCが、青森にはめんこいテレビが出陣するそうです。また、大きな災害があれば全国から
応援が来るそうです。東日本大震災が発生した際は、テレビ岩手には大阪読売テレビ、宮城テレビへは
名古屋中京テレビが、そして福島県には日本テレビが応援に駆けつけました。入社後は営業部を経
て、放送部に移動となり元会員村田憲正さんの下で長くニュースの製作に携わっていたそうです。当
時、撮影カメラのテープが3分撮りの為、決定的瞬間を取り逃さないようにコンパクトにまとめなくてはなら
ず、緊張して撮影していたとのこと。今では、全国ニュースに視聴者が撮影投稿した映像や、町中の防
犯カメラの映像が毎日登場し、撮影されたニュースが瞬時にネットで全世界に拡散される時代となりまし
た。ローカルニュースは地域の出来事を知ったり、緊急時などは地域の信頼できる情報を発信するもの
として欠かせないものです。引続き、会員の皆さんには暖かく見守っていただきたいと思います。
　急なピンチヒッターにも関わらず本日はスピーチ依頼にご対応頂き、誠にありがとうございました！
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