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2022年度 地区ガバナー公式訪問

クラブ四役懇談会
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12:15
地区ガバナー公式訪問
（第1490回例会振替予定）

〃

22 金

25 月

〃

金

例会・理事会等議事報告(6月分）

11:30

時 間

〒020-0034

 ☏  019-623-5522

盛岡市盛岡駅前通1-44

場　所

ニューウイング

Fax 019-623-5530

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡本館4階

日 曜日月 行　　　事

〃 18:00 〃

✉ qqmb8r69@crux.ocn.ne.jp

★2022～2023年度332-B地区ACTｽﾛｰｶﾞﾝ★

13:35
第1回キャビネット会議

ZC会議・GMA会議

第1回
地区ガバナー 諮問委員会

17:30

大船渡市
まるしちザ・プレイス

〃

メトロ本館

〃

★6月定例理事会 ※5月31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、4月分の収支報告がございました。
＊協議事項
　① 会員退会並びに交代入会希望者承認の件
　② 盛岡ライオンズクラブ内規　弔事 について
　③ 盛岡ライオンズクラブ 積立金について
＊報告事項
　① Ⅼ関根信へのお見舞金拠出の報告
　② 仙台ライオンズクラブCN65周年記念式典　予備登録のご案内
　③ 次期三役・事務局員セミナー開催のお知らせ
　④ ２０２１～２０２２年度　１Ｒ・１Ｚ　現・次期ＺＣ・三役会開催のお知らせ
　⑤ 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会　御礼文書
　⑥ 花巻ライオンズクラブより60周年記念式典 御礼文書
　⑦ 久慈ライオンズクラブより55周年記念式典 御礼文書

盛岡5LC合同レオ委員会総会
（会長/幹事/教育YCE委員長）

16：00頃
予定

（　） （　）

2022年7月の行事予定

盛岡LC 2021年度会計監査
（前監査委員/前三役）

12:15 第1489回例会
(会長挨拶/委員会打合せ)

7月定例理事会

（　　　）

7LC合同幹事会

★第1487回例会 ※6月3日(金)12:15～ ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
＊協議事項
　① 会員退会並びに交代入会希望者承認の件
　　… 出席会員委員会並びに理事会協議済みの下記退会希望者1名の退会承認並びに、交代入会
　　　　希望者1名の入会について、ご承認願います。
　　　■ 退会希望者1名　※ 6月末退会予定
　　　　Ⅼ.小原　稔　 トヨタL＆F岩手㈱常務取締役 　[ SP：L.佐藤 啓子 ]
　　　　▶退会理由…生活拠点を北上に移した為、例会参加が困難となり退会したい
　　■ 交代入会希望者1名（6月末退会予定者L.牧田光央の後任）
 　　　　谷本 昌弘 様  朝日生命保険相互会社盛岡支社長　[ SP：Ｌ.伊藤 英明 ]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡ 全会一致で承認
　② 盛岡ライオンズクラブ内規　第15条 財務委員会関係事項の取扱い （４）弔事 について
　　… 盛岡ライオンズクラブ内規に掲載しております、第15条 財務委員会関係事項の取扱い（４）弔事
　　　　の取り決めについて、先般開催理事会協議の結果、以下内容の変更をご提案申し上げたい。

　　　　　　　　　(４)　弔　　事
        　　　　　　弔電の他、原則各号による
　　　　　　　　　　a.会員(家族会員も含む)死亡の時　  生花と３０，０００円
　　　　　　　　　　b.配偶者死亡の時　　　　　　　　　　　 　　　　３０，０００円
　　　　　　　　　　c.会員(家族会員も含む)父母死亡の時  　 　２０，０００円
　　　　　　　　　　d.会員(家族会員も含む)の子女死亡の時　　１０，０００円
　　　　　　　　　　e.会友死亡の時　　　　　　　　　　　　　　  10,000円

　　　　上記、 太字部分 を追加し変更することをご提案申し上げたい。　　　➡ 全会一致で承認
　③ 盛岡ライオンズクラブ 積立金について
 　　… 現在、次年度予算案を作成しておりますが、本年度運営費決算見込額が3,000,000円（会食費
　　　　 余剰金見込額含む）と予想され、次年度においても運営費に支障がないことを踏まえて、先般
　　　　 開催理事会協議の結果、盛岡ライオンズクラブ65周年記念事業資金となる積立金口座へ、
　　　　 運営費より2,000,000円振替することと致しました。
         これにつきまして、会員の皆様よりご承認を頂戴致したくお願い申し上げます。
                                          　　　　　　　　　　　　　➡ 全会一致で承認

（　　　　　　）
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＊行事参加報告
　【 5/15㈰　332-B地区第68回年次大会 】 Ⅼ平野喜嗣 Ⅼ宮田謙 Ⅼ樋下光 Ⅼ伊藤良正
　Ⅼ本田成幸 Ⅼ長棹宏吉 Ⅼ三上信幸 Ⅼ赤坂勝 Ⅼ浅沼克人 Ⅼ餘目英男 Ⅼ伊藤完治
　Ⅼ佐久間修一 Ⅼ佐藤啓子 Ⅼ手代木克介 Ⅼ吉田ひさ子
　【 5/24㈫ 暴力団追放盛岡市民会議総会 】 Ⅼ樋下光 Ⅼ本田成幸 Ⅼ獅子内一義
　【 5/26㈭ 盛岡LC歴代会長会 】 Ⅼ伊藤完治 Ⅼ佐久間修一 Ⅼ松田恭一 Ⅼ樋下光
　Ⅼ伊藤良正　Ⅼ三上信幸
　【 5/29㈰ 第32回盛岡LC旗争奪リトルリーグ(マイナーリーグ)野球大会 】 ※サイン順
　Ⅼ松田恭一 Ⅼ樋下光 Ⅼ佐藤美恵子 Ⅼ本田成幸 Ⅼ佐藤啓子
  Ⅼ伊藤完治 Ⅼ浅沼克人 Ⅼ赤坂勝 Ⅼ山信田寧 Ⅼ餘目英男 Ⅼ橋本幸典
  Ⅼ伊藤良正 Ⅼ佐久間修一 Ⅼ三上信幸

＊その他の報告事項
　① ライオンズクラブ国際協会332-Ｂ地区第68回年次大会終了のご挨拶と御礼
　② 盛岡ライオンズクラブ内規規定により、5/11～5/21迄入院しておりました、L.関根信に
　　　お見舞金（1万円）を慶弔費より拠出致しますことをご報告申し上げます。
　③ 仙台ライオンズクラブCN65周年記念式典　予備登録のご案内
　　　※仙台ライオンズクラブは盛岡ライオンズクラブの親クラブです　※次期三役参加予定
　　　　◆ 日程 2022年10月21日(金)　　◆ 場所 江陽グランドホテル
　　　　　　【式典】17:00～18：15　【祝宴】18:30～20:30　【姉妹友好クラブ交流会】20:45～
　　　　◆ 登録料　20,000円 （式典、祝宴、交流会、エクスカーション込み）
　　　※ 翌日10月22日(土)…エクスカーション（仙台市近郊の観光を予定）
　④ 次期三役・事務局員セミナー開催のお知らせ
　　　　◆ 日程 2022年6月15日(水)　10：15～16：00　　◆ 場所 大船渡プラザホテル
　　　　　　※基調講演　講師…地区名誉顧問 Ⅼ.宮田謙
　　　　◆ 参加者　地区名誉顧問Ⅼ.宮田謙、次期三役、事務局員
　⑤ ２０２１～２０２２年度　１Ｒ・１Ｚ　現・次期ＺＣ・三役会開催のお知らせ
　　　　◆ 日程 2022年6月23日(木)　11：30～ ※会議終了後、昼食
　　　　◆ 場所 ニューウイング　◆ 参加者　現・次期三役、事務局員
　⑥ リトルリーグ岩手県協会 大会結果並びに御礼文書
　　… 2022年5月29日㈰開催されました、「第32回盛岡LC旗争奪リトルリーグ野球大会」に
　　　　ついて、大会結果報告書並びに協賛に対する御礼文書が届いております。
　⑦ 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会　御礼文書
　　… 「東日本大震災復興支援」合同アクティビティとして、「必要な物を必要としている方
　　　　に届けるアクティビティ」の活動に当クラブからも食料等(白米、レトルトカレー、
　　　　トイレットペーパー等)支援をしておりましたので、寄付受け入れ先の『社会福祉法
　　　　人宮古市社会福祉協議会』より、御礼文書が届いております。
　⑧ 花巻ライオンズクラブより60周年記念式典 御礼文書
　⑨ 久慈ライオンズクラブより55周年記念式典 御礼文書

6月3日(金)　メンバースピーチ … L萩原 俊美
演 題 『 テレマティクス技術を活用した当社の取組み 』

★次期準備理事会　※6月3日(金)13:30～ ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング
※昨年との相違点のみ抜粋して記載
【記念例会会費について】
　　■最終例会 … 会員会費 10,000円
　　■納涼例会(駒龍)/新年例会(京極) … 会員会費10,000円 / クラブ4,000円
【例会について（会場移動・内容変更等）】
　　■移動例会 … 2022/8/5㈮納涼例会（駒龍）　　2023/1/20㈮新年例会（京極）
　　　　　　　　　　　　2023/2/17㈮厄祓・年祝祈願例会（盛岡八幡宮）
　　■内容変更 … 2022/10/7㈮国防講和　　2023/4/21㈮玉山姫神LC合同お花見例会
【クリスマス家族会について】ｸﾘｽﾏｽ委員長（前会長）並びにｸﾘｽﾏｽ委員を中心に企画、運営を行う。
　 ※第1500回記念例会も同日開催とする為、実行委員長/委員も運営に係わることとする。
【他クラブ式典参加者について】 … 三役での参加を基本とする。

★臨時理事会　※6月17日(金)17:45～ ホテルメトロポリタン盛岡 ニューウイング
＊協議事項
　① 会員退会承認の件
　　… 出席・会員委員会にて協議済みの下記退会希望者1名について、ご承認願います。
　　■ 退会希望者1名　※ 6月末退会予定
　　　Ⅼ.阿部 昭典　 北日本通信㈱取締役会長 　[ SP：L.宮田　謙 ]
　　▶退会理由…生活拠点を仙台に移した為、例会参加が困難となり退会したい
                                                    ➡ 全会一致で承認

　本日は、市民環境委員のⅬ萩原俊美より、『テレマティクス技術を活用した当社の取組み』と題してス
ピーチして頂きました。まずは自己紹介、1968年6月11日生まれの54歳。ご家族は千葉県柏市在中、奥
様と3人のお子様がいらっしゃいます。単身赴任中の現在は、コロナの関係で、お正月とGWにしか家族
で過ごす時間がなかったそうです。1993年3月東京理科大理工学部経営工学科をご卒業、翌月大東京
火災海上保険㈱に入社されました。（2回の会社合併→あいおいニッセイ同和損保）勤務地は、東京→
名古屋→埼玉→本社（恵比寿）⇒2020年4月岩手支店盛岡支社支社長として盛岡でご活躍されており
ます。さて、CSV☓DXとは…Creating Shared Value（社会との共通価値の創造）DX：デジタルトランス
フォーメーションの略語。データやデジタル技術を活用し、価値提供を変革させることだそうです。コン
セプトは、「お客さま・地域・社会とともにリスクを削減し社会・地域課題を解決」 そして、CASEとは、
Connected、Autonomous、Shared＆Services、Electricの頭文字をとった造語で自動車産業の技術革新
のことを指します。それは、つながることをベースに技術革新が進展すること。また、MaaS（Mobility as a
Service）とは、交通手段をモノとしてではなくサービスとして提供する概念のこと。MaaSのコンセプトは、
色々な種類の交通手段を「サービス」として提供、需要に応じて利用できる一つの移動サービスに統合
すること。CASE・MaaSの進展により、都市部の渋滞や地方でのマイカー依存、高齢者の移動手段不足
など、様々な交通課題の軽減・解消が期待されています。また、テレマティクスとは、自動車等の移動体
に通信システムを搭載することにより、さまざまな情報を送受信できるシステムです。会社ではテレマティ
クスを活用し、データに基づく保険料設定やデータを活用した事故対応等のサービスをお客様に提供
しています。また、「お客さま・地域・社会とともにリスクを削減し社会・地域課題を解決する保険へ」をコ
ンセプトとする商品・サービス戦略を展開しているとのこと。自動車保険の新たな価値の提供価値とし
て、テレマティクス技術により取得したデータを、保険領域に止まらず、地域課題解決に向け活用してい
ます。テレマティクス損害サービスシステムとして、テレマティクスデータを活用し、事故に至る経緯や周
辺情報を瞬時にビジュアル化し、お客様の不安を解消することや、AIを活用した車載器からの事故情
報の解析、過失割合判定サポート機能が追加されました。最先端技術を活用し、常にお客さまへ安心
をお届けする事故対応を目指している、Ⅼ萩原俊美の貴重なスピーチ、誠にありがとうございました。

　＊ファイン　　　 … 10,100円　〔累計：229,450円〕
　＊ドネーション  … 24,000円　〔累計：281,000円〕　誕生祝（L餘目英男　L伊藤良正）
　　　　　　　　　誕生祝（L萩原俊美）　　結婚祝（L餘目英男 L佐久間修一 L本田成幸）
　＊アテンダンス　… 会員59名　〔出席20名 + メーキャップ 23名 〕 → 72.8％



　 　

　

★第1488回例会(最終例会) ※6月17日(金)12:15～ ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡 ﾆｭｰｳｲﾝｸﾞ
 ◎年祝い … ≪古稀≫ Ⅼ佐久間修一
 ◎退任三役にﾗﾍﾟﾙﾎﾞﾀﾝ贈呈 … 第一副会長Ⅼ伊藤良正より現三役へ贈呈
 ◎感謝の言葉 … 第一副会長Ⅼ伊藤良正より現三役へ感謝の言葉が述べられました。
 ◎次期役員紹介 … 次期役員のご紹介がございました（読み上げにて紹介)
 ◎次期三役に三役よりﾗﾍﾟﾙﾎﾞﾀﾝの贈呈 … 現三役より次期三役へ引継ぎされました。

＊協議事項 … 同日開催されました臨時理事会上程事項と同様につき割愛
＊行事参加報告
　【 6/4㈯ 332複合地区第68回年次大会 前夜祭 】 Ⅼ平野喜嗣　Ⅼ宮田謙
　【 6/5㈰ 332複合地区第68回年次大会 代議員会/式典/議長晩餐会 】
　　Ⅼ平野喜嗣　Ⅼ宮田謙　Ⅼ樋下光　Ⅼ伊藤良正　Ⅼ本田成幸
　　Ⅼ長棹宏吉　Ⅼ三上信幸　Ⅼ赤坂勝
　【 6/15㈬　次期三役・事務局員セミナー 】
　　Ⅼ伊藤良正　Ⅼ三上信幸　Ⅼ山信田寧　Ⅼ宮田謙（講師）

　　この度、歴史と伝統ある盛岡ライオンズクラブ第63代会長を拝命し、その責務の重さに身の引き
　　締まる思いを致しております。
　　さて、今期の12月第2例会は、いよいよ1500回目の例会となります。このような大きな節目となる
　　例会を迎える事ができますのは、昭和35年当クラブ結成以来、社会奉仕の精神と会員相互の
　　深い絆を背景に、在籍された数多くの会員・諸先輩の皆様のご努力と、ブラザークラブを始め
　　ご関係各位のご指導、そして地域社会の方々のご理解によるものと心より感謝申し上げます。
　　昨今のコロナ禍による活動制限により、仲間が集い共に活動できる事の有り難さを実感させられ
　　ましたが、このような時代であるからこそ、あらためて当クラブが今まで行って来た事業を今期も
　　しっかり受け継いで、次世代に継承して行く事が大きな使命であると考えます。一人では決して
　　成し得ないことを、クラブを通して、社会のために有益な奉仕活動として実現して行く喜びを、
　　共に深めて行ければと存じます。
　　例会1500回は記念すべき一里塚ではありますが、この好機に会員の100パーセント出席例会を
　　目指し、今後も岩手県のファーストクラブとしての矜持を持って、更に未来へ歴史と伝統を繋げ
　　て行けるよう、皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盛岡ライオンズクラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第63代会長　Ⅼ.伊藤 良正

～ クラブ重点目標 ～
1．例会1500回は一里塚、更に未来へ　　　　2．継続事業を一所懸命

2022-2023年度 ライオンズクラブ国際協会
　国際会長　ブライアン・シーハン
　国際会長テーマ　「 We　Serve 」
　メッセージ　「 Together　We　Can （皆でやればできる） 」

＊その他の報告事項
　① 次期1R1Zゾーン・チェアパーソン予定者L.舘澤 繁信（盛岡南LC所属）より
　　… 次期1R1Z　ゾーン・チェアパーソン予定者L.舘澤 繁信（盛岡南LC所属）より、
　　　　ご挨拶並びに次年度例会訪問のお願いについて文書が届いております。
　　　　例会訪問日が決まりましたら後日皆様へご案内させていただきます。
　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本田成幸より790枚寄付頂き
　　　　ました。こちらは、6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』
　　　　へ送付致しましたことをご報告申し上げます。
　③ 2022.7月～2023.6月期 行事予定表・組織表について　※各テーブル資料参照
　　… 先日の次期準備理事会にて承認されました、次期行事予定表並びに組織表を、
　　　　後日FAXまたはメールにて皆様にお送りいたします。
　　　　なお、7月第一例会（7/1金 12：15～）は委員会ごとの着席となりますので、各自、
　　　　所属委員会のご確認を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　＊ファイン　　　 … 10,750円　〔累計：240,200円〕
　＊ドネーション  … 15,000円　〔累計：296,000円〕
　　　　  　　　その他（ L佐久間修一…年祝い　/　L樋下光…今期クラブ運営協力御礼 ）
　＊アテンダンス　… 会員59名　〔出席23名 + メーキャップ 23名 〕 → 77.9％

2022-2023年度 盛岡LC会長挨拶


