
★第1491回例会（納涼会）　※8月5日㈮18:00～駒龍
＊行事参加報告
　【 7/4㈪ 盛岡レオクラブ会計監査 】　Ⅼ浅沼克人
　【 7/11㈪ 7LCゴルフ委員会 】　Ⅼ三上信幸
　【 7/11㈪ 盛岡ライオンズクラブ計画＆保健合同委員会 】　※サイン順
　　Ⅼ吉田ひさ子 Ⅼ浅沼克人 Ⅼ佐藤美恵子 Ⅼ伊藤良正 Ⅼ山信田寧 Ⅼ小笠原進 Ⅼ功刀俊英
　　Ⅼ君澤温 Ⅼ宮田謙 Ⅼ三上信幸 Ⅼ萩原俊美　　　　〔合計:11名〕
　【 7/12㈫ 盛岡LC会計監査 】　Ⅼ樋下光 Ⅼ本田成幸 Ⅼ長棹宏吉 Ⅼ伊藤英明 Ⅼ平野喜嗣
　【 7/22㈮ 盛岡ライオンズクラブ財務＆教育･YCE合同委員会 】　※サイン順
　　Ⅼ伊藤完治 L千田宏美 Ⅼ山信田寧　Ⅼ本田成幸　Ⅼ佐久間修一　Ⅼ赤坂勝　Ⅼ伊藤良正
　　Ⅼ餘目英男 L三上信幸　　　　　〔合計:9名〕
　【 7/25㈪ 盛岡5LCレオ委員会総会 】　Ⅼ浅沼克人　Ⅼ伊藤良正 Ⅼ三上信幸 Ⅼ荻原鉄二
　【 7/25㈪ 7LC合同幹事会 】　Ⅼ三上信幸
　【 7/25㈪ 第1回地区ガバナ―諮問委員会 】 Ⅼ伊藤良正 Ⅼ小笠原進 Ⅼ三上信幸 Ⅼ山信田寧
　【 7/27㈬ 地区ガバナー・クラブ四役懇談会 】
　　Ⅼ宮田謙　Ⅼ伊藤良正　Ⅼ小笠原進　Ⅼ三上信幸　Ⅼ山信田寧

【 2022.8.5(金) 第1例会（納涼会） 】　
　＊ファイン　　　 … 6,500円　〔累計：22,800円〕
　＊ドネーション  … 3,000円　〔累計：23,000円〕　　結婚祝（L赤坂勝）
　＊アテンダンス　… 会員56名　〔出席15名 + メーキャップ 23名 〕 → 67.8％

＊報告事項
　① 2022年度7ＬＣ合同親善ゴルフ大会並びに盛岡LCゴルフ練習会開催について
　　… 3年ぶりに、『 7LC合同親善ゴルフ大会 』 が開催となります。併せて、クラブ内ゴルフ練習会も
　　　　開催致しますので、皆様奮ってご参加頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。
 　　≪7LC合同親善ゴルフ大会≫
　　　　■ 開催日　2022年8月31日(水)
　　　　■ 場所　メイプルカントリ―クラブ（ 住所：滝沢市大沢1-1　☏ 019-684-5111 ）
　　　　■ 時間　集合 8:30　競技説明 8:40　スタート9:10～（OUT･IN各コース同時スタート）
　　　　■ 参加費　3,000円　※後日、事務局よりご請求申し上げます
　　　　■ 参加申込締切日　クラブ内締切日…8月7日(日)
　　　　　【 参加予定者…L伊藤英明、L伊藤良正、L三上信幸、L平野喜嗣、藤原俊則様(会友) 】
 　　　≪盛岡LC内練習会≫ 
　　　　■ 開催日　2022年8月25日(木)　　　■ 場所　盛岡カントリークラブ　※岩山
　　　　■ 時間　参加者集計後、後日スタート時間をお知らせ致します
　　　　■ プレー費(食事付)　ゴルフ場メンバー/4,700円+諸税　一般/6,400円+諸税
　　　　　【 参加予定者…L伊藤英明、L伊藤良正、L三上信幸、藤原俊則様(会友) 】

　② キャビネット事務局夏季休暇について〔 休業期間 〕 8月11日(木･祝日) ～ 8月17日(水)
　　… 緊急の場合は、CAB幹事 L榊原昌宏 〔携帯電話090-9742-7229〕 迄ご連絡をお願い致します。

　③ 盛岡LC事務局 夏季休暇について〔 休業期間 〕 8月10日(水) ～ 8月16日(火)
　　… お急ぎのご用命がございます際は、お早めに事務局迄ご連絡をお願い致します。
　　　　※緊急の場合は、幹事 L三上信幸 〔携帯電話080-5743-3644〕 迄ご連絡をお願い致します。
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★8月定例理事会　※8月19日㈮11:45～　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山信田寧より、7月収支報告がございました。
＊協議事項 … 特にございませんでした。
＊報告事項
　① 第1回ITセミナーのご案内
　　… キャビネットより、今年度ガバナー重点目標に掲げています「国際協会オンライン
　　　　システムの活用促進」GSTの目標である「会員80％のライオンアカウント取得」推進
　　　　の為、ITセミナーを開催することとなりました。つきましては、下記日程にてクラブ内
　　　　のライオンアカウント未取得者へセミナーのご案内を送付致します。
　　　　奮ってご参加賜りますようお願い申し上げます。
　　　 ■ 開催日　2022年9月7日(水) 受付13:30～　■ 講習　14：00～16：00
 　　　■ 会場　盛岡市アイーナ803会議室　　 　　 　■ 参加費　無料
 　　　■ 対象者　ライオンアカウントを取得していない方
 　　　■ 内容　ライオンアカウントの取得方法（参加者は会場で取得手続きを行う）
 　　　■ クラブ内締切日　8月25日(木)

　② 仙台ライオンズクラブ結成65周年記念行事中止のお知らせ
　　… 10月21日㈮開催予定の式典並びに翌日のエクスカーションは中止となりました。

　③ 盛岡レオクラブ2022-2023年度スポンサークラブ協力金について
　　… 例年、盛岡レオクラブへ70,000円のスポンサークラブ協力金を拠出しておりましたが、
　　　　今年度の協力金を40,000円とすることを、7/25㈪開催5LCレオ委員会総会にて決議
　　　　されましたことをご報告するとともに、クラブ事業費より40,000円拠出致しますことを
　　　　ご報告申し上げます。

★第1492回例会　※8月19日㈮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（会長より委嘱状の贈呈)　３３２複合地区監査委員…L平野喜嗣
＊2021年度決算報告並びに2021年度会計監査報告
　… 前会計L長棹宏吉並びに前会計監査委員L平野喜嗣より報告がございました。
　　　                                                                                    ➡ 全会一致で承認
＊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 … 参加報告はございませんでした。

8月19日(金)　メンバースピーチ … L.浅沼 克人
演  題　 『 新庁舎のあり方について 』

盛岡ライオンズクラブ
納涼会 in 駒龍

美味しいお料理とお酒
そしてライオンズの仲間…

皆さんで楽しい時間を

共に過ごしました😍

　本日は、計画委員長Ⅼ浅沼克人より、『 新庁舎のあり方について 』と題しまして、スピーチしていただ
きました。まずは、皆さんが気になっていること ①いつ建てる？②どこに建てる？③誰が決める？この3
つについてお話ししていただきました。今の本庁舎は1962年設立され、10年ほど前に耐震補強をして
おり、20年～25年延伸ができます。それ を逆算すると2032年、いわゆる10年後迄には新築を目指さな
ければならないことになっており、それまで に設計に3年、建築に3年以上かかるそうです。また、用地
取得の交渉時間などは見通せなく、10年後に 建てることは実はギリギリのスケジュールとのことです。次
に、どこに建てるのかについては、現在【内丸エリ ア】【駅西側エリア】【西南エリア】の3つのエリアが挙
げられ、これについては、来年度中(令和5年)には場 所が決定する予定になっています。最終的には
誰がどう決めるのか...これについては、3分の2の議決が 必要となり、議会での決定が最終決定となりま
す。議員が何を判断基準にするのかというと、市民会議と有識者等懇話会での意見聴取がとても重要
視されているそうです。そこでどんなことが議論され、どんな意見 を持っているのか、様々な意見を尊重
し議決しなければならないとのことでした。  他県の庁舎についてですが、豊島区の庁舎は7年前に新
築されましたが、庁舎の上がマンションと なっており、複数の民間の人たちの協力を得て学校跡地と合
わせ広い土地を再開発したことで、当初の資産価値35 億が85億まで引き上げられ、最終的にはゼロ円
で建てた庁舎となっているそうです。また、 豊島区の庁舎は”まるごと「ミュージアム」”すなわち美術館・
博物館に見立てており、豊島区にゆかりのあ る文化・芸術に関する展示から、豊島区の行政や産業に
関連する展示まで、幅広い展示を各階の回廊に展開していま す。その他では、6年前に建てられた秋
田市の庁舎は、木材がふんだんに使用されており、竿灯まつり の提灯が飾られ、秋田ならではの風土
を感じられるとても立派な庁舎だそうです。まとめとして、新庁舎を 建てるには広い面積の土地が必要と
なり、防災機能が充実していなければなりません。また、人の賑わい も必要不可欠で街全体のバランス
と発展性を考えた場所となることも大切です。そして、官民連携が益々 重要になっていくだろう、とのこ
とでした。本日は、市民が気になる貴重なお話をありがとうございました。

【 2022.8.19(金) 第2例会 】　
　＊ファイン　　　 … 8,000円　〔累計：30,800円〕
　＊ドネーション  … 13,000円　〔累計：36,000円〕
　　　　　　　　　　　　　誕生祝（Ⅼ長棹宏吉、Ⅼ浅沼克人）　結婚祝（Ⅼ浅沼克人）
　＊アテンダンス　… 会員56名　〔出席18名 + メーキャップ 23名 〕 → 73.2％

★臨時決算理事会 ※8月19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 … 前会計Ⅼ長棹宏吉より、6月収支報告がございました。
＊協議事項 … 2021年度盛岡LC決算報告・監査報告について
　　… 前会計Ⅼ長棹宏吉より、決算報告ののち、前会計監査委員Ⅼ平野喜嗣より、先般の
　　　　会計監査にて、帳簿・証票類を監査した結果、適切かつ正確に処理されていた旨
　　　　ご報告がございました。　　　　　　　　　　　　　　 ➡ 全会一致で承認


