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10月定例理事会

2022年10月の行事予定

★9月定例理事会　※9月2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、8月収支報告がございました。
＊協議事項
　① 10月第2例会日程変更について
　　… 期初承認済み年間スケジュールにおきまして、仙台LC65周年記念式典開催中止に伴い、
　　　　10月28日㈮第2例会日程を10月21日㈮に変更させていただきたく、ご承認願います。
　　≪10月第２例会≫　変更前10月28日㈮ 18:00

　　　➡➡➡　変更後 10月21日㈮ 18:00　　　　　　　　　➡ 全会一致で承認
　② あなたの評価は？（便利なクラブ評価アンケート）について
　　… 第1回諮問委員会にて、１R1Z ゾーン・チェアパーソンⅬ.舘澤繁信より、各クラブの現在の強み
　　　　・弱みを知ることが出来るアンケートを実施するよう協力依頼がありました。クラブの現状を把握
　　　　する為にも、アンケートの実施有無につきまして理事役員の皆様にご意見・ご協議願います。
　　＊次回9月第２例会において、10分～15分程度時間を取りアンケートに回答
　　＊当日欠席の会員へはFAXで送付し回答を依頼　　 　　　　　　➡ 全会一致で承認
　③ 盛岡ライオンズクラブ会員増強について
　　… 地区ガバナー重点目標の一つとして、会員純増50名必達（各クラブ1名純増相当） が掲げられ
　　　　ております。この目標達成の為、当クラブの会員増強の取り組みについて、理事役員の皆様に
　　　　ご意見・ご協議願います。　※一般会員34名、家族会員23名 合計57名　期初56名(9/2現在)
　　＊理事役員の皆様に伺ったご意見等を今後三役で協議し、改めてお示ししたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　➡ 全会一致で承認
＊報告事項
　① 「2022年 北東北豪雨災害 津軽地域」に対する義援金の拠出報告
　　… キャビネットより332-B地区として、豪雨災害に対して義捐金を各クラブへは要請せず
　　　　「地区緊急援助積立金」より50万円を拠出した旨ご報告が届いております。
　② 世界ライオンズ奉仕デー　岩手護国神社清掃アクティビティについて
　　… 今年度も岩手護国神社清掃アクティビティを開催。ご案内文書は後日事務局より送付。
　　　　　【日時】　2022年 10月 8日(土) ＡＭ 6:00～　【場所】　岩手護国神社（盛岡八幡宮境内）
　　　　　【内容】　清掃活動と清掃用品の寄付
　　　　　【予算】　清掃用品一式12,000円（竹箒・熊手・ゴミ袋、雑巾等）
　③ 緑生園・盛岡ラグビースクール支援について
　　… 今年度も上記団体へ青少年健全育成事業の一環として、試合用品等寄贈支援ACTを開催。
　　　　ご案内文書は後日事務局より送付。
　　　　　【日程】　2022年 10月 10日(月/祝)　※贈呈式は11時前後を予定
　　　　　【場所】　盛岡南公園球技場　(いわぎんスダジアム)
　　　　　【内容】　「令和4年度・市民総参加スポーツの集い」ラグビー体験・タグラグビー
　　　　　　　　　　フェスティバル開催終了後、ラグビー用品贈呈式への参加並びに記念写真撮影
　　　　　【予算】　ラグビー用品100,000円（緑生園、盛岡ラグビースクールへ各50,000円）
　④ 公益社団法人いわて被害者支援センター　賛助会費について（継続）
　　… 賛助会費として、事業費より10,000円拠出致しますことをご報告いたします。（※予算計上済み）
　⑤ スペシャルオリンピックス日本・岩手　賛助会費について（継続）
　　… 賛助会費として、事業費より10,000円拠出致しますことをご報告いたします。（※予算計上済み）
　⑥ ライオンズクラブ国際協会ＯＳＥＡＬ調整事務局電話番号変更のお知らせ
　　… キャビネットよりOSEAL調整事務局電話番号変更のお知らせが届いております。
　　　　尚、FAX番号についても今後変更の予定があるとの事です。OSEAL調整事務局より
　　　　通知が入り次第、改めてお知らせいたします。
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★第1494回例会　※9月16日㈮18:00～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
◎ZCご紹介 … ライオンズクラブ国際協会332-B地区1R1Z ZC Ⅼ舘澤繁信　（盛岡南LC）

＊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。
＊委員会報告 … 第1500回例会実行委員会開催について、委員長代理L赤坂勝よりご報告がござい
　　　　ました。『単なる通過点ではなく、節目となる、記憶に残る1500回例会でありたい』という、伊藤会
　　　　長の強いお気持ちを大切にして、今後も実行委員会で議論をし第1500回例会を迎えたいと思
　　　　いますので、会員の皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。
＊報告事項
　① あなたの評価は？アンケートについて
　　… 先般開催されました、9月定例理事会並びに第一例会においてアンケート有無について協議し
　　　　た結果、クラブの実態を知る為にもアンケートを実施する事となりました。つきましては、本日の
　　　　例会終了後、10分程度回答時間を取りますので、アンケートのご記入と提出をお願い致します。
　② 332-B地区スペシャルティクラブ・FWTセミナーのご案内
　　　◆ 日程 2022年9月21日(水)　【受付】13：00～13：20　　【セミナー】13：30～15：30
　　　※講話　332複合地区SCP・FWTコーディネーター　Ⅼ吉方 裕子（大曲テンダーLC）
　　　◆ 場所 胆沢文化創造センター　　※当クラブからは、会計Ⅼ山信田寧が参加致します。
　③ 332複合地区SCP・FWT　HAPPYフェスタin青森のご案内
　　　◆ 日程 2022年11月5日(土) ～　11月6日(日)
　　　　　11/5(土) … セミナー、交流会　【登録料】10,000円（自己負担）
　　　　　11/6(日) … 観光　【登録料】5,000円（自己負担）　※交通費、宿泊代等自己負担※
　　　◆ 場所 青森県青森市　◆ 申込締切　参加希望者は9/28(水)迄に盛岡LC事務局へ連絡。
　④ 江刺岩手ライオンズクラブ60周年記念式典のご案内
　　　◆ 日程 2022年10月10日(月・祝日)　 ※同日、当クラブのラグビー支援ACTが開催されます。
　　　【登録受付】10：00～10：50　　【式典】11：00～12：00　　【祝宴】12：10～14：00
　　　◆ 場所 ホテルニュー江刺　イーズ　（奥州市江刺八日町1-1-25）
　　　◆ 登録料　10,000円 　　※参加者…L三上信幸、L山信田寧
　⑤ OSEAL調整事務局 FAX番号通知について
　　… OSEAL調整事務局より、FAX番号変更のお知らせが届いておりますのでご報告致します。
　　　　【 OSEAL調整事務局 新FAX番号 】➡➡➡　 03-6745-1777
　⑥ 7LC合同親善ゴルフ大会 終了御礼並びに決算書について
　　… 幹事クラブ（盛岡中津川LC）より、大会御礼文書並びに決算書が届いております。
　⑦ LCIF1000ドル献金について
　　… Ⅼ宮田謙より、LCIF協力金として1000ドル( 138,478円 )ご寄付頂きました。
　　　　 9月8日(木) オセアル調整事務局LCIF担当者へ送金致しましたことをご報告致します。

【 2022.9.16(金) 第2例会( 1R1Z ZC訪問 ) 】
　＊ファイン　　　 … 8,750円　〔累計：49,450円〕
　＊ドネーション  … 15,000円　〔累計：68,000円〕　　誕生祝（ L吉田ひさ子 ）
　　　　　　　　　　　　　その他（ IRIZ ZC L舘澤繁信より…例会訪問として ）
　＊アテンダンス　… 会員57名　〔出席16名 + メーキャップ 24名 〕 → 70.1％

　⑦ 7LC合同親善ゴルフ大会 団体・個人 成績表
　　… 8月31日(水) メイプルカントリークラブにて開催されました、7LC合同親善ゴルフ大会
　　　　の成績表が届いております。
　　　　なお、個人戦優勝は、当クラブ会友 藤原俊則様でございました。　■団体戦…5位

★第1493回例会　※9月2日㈮12:15～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
＊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
　【8/22㈪ 2022-23年度 332複合地区第1回複合連絡会議】　Ⅼ平野喜嗣
　【8/25㈭ 盛岡LC内ゴルフ練習会】 　L伊藤良正　Ⅼ三上信幸　藤原俊則様(会友)
　【8/31㈬ 7LC合同親善ゴルフ大会】
　　　 L伊藤良正　Ⅼ伊藤英明　Ⅼ平野喜嗣　Ⅼ三上信幸　藤原俊則様(会友)

＊入会式 … 出席・会員委員会担当
　この度、Ⅼ伊藤英明のスポンサーにより、1名の
　新会員をお迎えする事となりました。皆様温かく
　お迎えくださいますよう、よろしくお願い致します。

演   題　 『 SDGsについて考える 』

　本日は、保健委員長L功刀俊英より『SDGｓについて考える』と題しまして、スピーチして頂き
ました。2030年までに達成すべき具体的な目標、それを「持続可能な開発目標(Sustainable
Development Goals：SDGs）」と言います。持続可能な開発をするためには、経済、社会、環
境のバランスを保つことが大切です。さて、皆さんはどんな取り組みをしていますか？SDGｓ
には17の目標がありますが、それらを5つのキーワードで考えると、より相互の関係性がイメー
ジしやすくなります。具体的には、People（人間）/Prosperity（豊かさ）/Planet（地球）/Peace
（平和）/Partnership（パートナーシップ） の5つの「P」に分類することができるそうです。持続
可能な世界を築くために、一人一人が考え行動することが大切になっていきます。20年後、
30年後に未来を背負って立つ子供達、またその先の子孫へ何ができるかを考えて背伸びを
せずに小さなことから始め取り組んで行きたい、とのことでした。今回、スピーチの為にご用意
して頂いたパワーポイントは、日本ユニセフ協会のホームページを参考に作成しているそう
で、動画などもついた分かりやすい内容となっておりました。この機会に、是非皆さんもご覧
になってみてはいかがでしょうか？本日は、貴重なお話をありがとうございました。

【 2022.9.2(金) 第1例会( 入会式 ) 】
　＊ファイン　　　 … 9,900円　〔累計：40,700円〕
　＊ドネーション  … 17,000円　〔累計：53,000円〕　誕生祝（L伊藤英明）
　　　　　　　　　　　　　結婚祝（ L君澤温、Ⅼ功刀俊英、L獅子内一義、L橋本幸典 ）
　＊アテンダンス　… 会員57名　〔出席23名 + メーキャップ 23名 〕 → 80.7％

朝日生命保険相互会社 盛岡支社長
（ たにもと まさひろ ）

谷本 昌弘 様
〔市民環境委員会〕

1R1Z 舘澤繁信ZCが例会訪問にお越しいただきました。

今期からスタートした「GMA」会員増強プログラムに

ついてのご説明、ガバナーからのアンケート協力依頼

の経緯についてお話ががございました。

本日は、盛岡ライオンズクラブの例会へ

ご訪問いただきありがとうございました。


