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← 護国神社清掃アクティビティ_10.8(土)

↓緑生園＆盛岡ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ支援_10.10(月/祝日)
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★10月定例理事会　※10月7日㈮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 … 幹事Ⅼ三上信幸より、9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
　① 332-B地区　「薬物乱用防止教育認定講師養成講座」 のご案内
　　… 上記講座について、例年通り、三役・担当副会長（第一）・保健委員会へ案内済み。
　　　　その他、受講希望者は締切日迄に事務局へご連絡をお願い申し上げます。

　　　■日時　2022年11月2日(水)　受付12:30～12:50　講座13:00～16:30
　　　■場所　いわて県民情報交流センター（アイーナ）8F　会議室803
　　　■受講料　4,000円 ※クラブ負担　≪認定証カード作成料、教材代（DVD含）≫
　　　■締切　10月12日(水)クラブ内締切日　※受講希望者は顔写真が必要となります

　② ひかりの箱募金について
　　… アイバンク支援募金事業「ひかりの箱募金」についての文書が届いております。当クラブでは、
　　　　上期分30,000円を事業費よりキャビネット指定口座へ送金致しますことをご報告いたします。

　③ LCIF20ドル寄付・MJF1000ドル寄付について（お願い）
　　… 今年度もLCIF寄付につきまして、第68回地区年次大会決議のとおり、「 1会員＄20寄付以上 」
　　　　「 1クラブ1名以上の＄1000寄付 」 協力依頼の文書が届いております。
　　　　当クラブでは、11月(献金会員の月)に一般会員×＄20を事業費より指定口座へ送金予定。
　　　　また、個人でのMJF1000ドル寄付をご希望の方は、毎月のﾗｲｵﾝｽﾞﾚｰﾄをお知らせ致します
　　　　ので事務局迄ご連絡をお願いいたします。
　　　　　　　　　　※10月ライオンズレート　…　1㌦144.528510円 （ 1000㌦＝144,529円 ）

　④ 2022年12月17日～2023年1月31日（冬休み）
　　　　　　　　『 Lions Quest ライフスキル教育プログラム 』 事業計画について
　　… キャビネットより、ワークショップ開催計画について文書が届いております。
　　　　参考までに、8月に大船渡市で開催したワークショップ参加者の感想も届いておりますので
　　　　ご報告申し上げます。

　⑤ 世界ライオンズ奉仕デー（護国神社清掃アクティビティ）について
　　… 明日10月8日(土) 午前6:00より、岩手護国神社の清掃活動がございます。
　　　　参加者は軍手をご持参ください。

　⑥ 緑生園＆盛岡ラグビースクール支援アクテビティ（ラグビー用品贈呈式）について
　　… 10月10日(月・祝日) 10:45～ いわぎんスタジアムにて 【緑生園＆盛岡ラグビースクール】へ
　　　　ラグビー用品贈呈式がございます。
　　　　集合時間を10:30に変更 致しますので、参加者は遅れないようにお集まりください。

　　　≪その他≫
　　　　　盛岡ライオンズクラブゴルフ親睦会のご案内を皆様へ送付しております。
　　　　　10月27日(木)盛岡ハイランドC.Cにて開催致しますので、ご参加をお待ちしております。
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【 2022.10.21(金) 第2例会 】
　＊ファイン　　　 … 8,000円　〔累計：65,150円〕
　＊ドネーション  … 9,000円　〔累計：94,000円〕　結婚祝（ L佐藤啓子、L松田恭一、L山信田寧 ）
　＊アテンダンス　… 会員57名　〔出席17名 + メーキャップ 24名 〕 → 71.9％

【 2022.10.7(金) 第1例会( 防衛講話 ) 】
　＊ファイン　　　 … 7,700円　〔累計：57,150円〕
　＊ドネーション  … 17,000円　〔累計：85,000円〕　誕生祝（L晴山博邦）
　　　　　　　　　　　　　結婚祝（ L伊藤良正、L鎌田哲爾、L晴山博邦、L三上信幸 ）
　＊アテンダンス　… 会員57名　〔出席17名 + メーキャップ 23名 〕 → 70.1％

★第1496回例会　※10月21日㈮18:00～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
＊委員会報告 … 地区スペシャルティクラブ・FWTセミナー参加報告　L山信田寧より
＊行事参加報告
　■ 9/16㈮ 盛岡LC第1500回例会実行委員会（キックオフミーティング）
　　　L赤坂勝、L獅子内一義、L手代木克介、L本田成幸、L伊藤良正、L三上信幸、L山信田寧
　■ 10/7㈮ 1R1Z 地区GMA推進ミーティング　…　L伊藤良正、L三上信幸
　■ 10/7㈮ 盛岡LC第1500回例会　第2回実行委員会
　　　L赤坂勝、 L浅沼克人、 L手代木克介、 L伊藤良正、 L三上信幸
　■ 10/8㈯ 世界ライオンズ奉仕デー（護国神社清掃アクティビティ）　※サイン順
　　　L伊藤良正、 L松田恭一、 L伊藤完治、 L晴山博邦、 L谷本昌弘、 L吉田ひさ子
　　　L荻原鉄二、 L手代木克介、 L浅沼克人、 L伊藤英明、 L獅子内一義、 L三上信幸
　　　L佐藤美恵子、 L宮田謙、 L平野喜嗣　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪ 15名参加 ≫
　■ 10/10㈪ 緑生園＆盛岡ラグビースクール支援（ラグビー用品寄贈アクティビティ）　※サイン順
　　　L赤坂勝、 L樋下光、 L荻原鉄二、 L谷本昌弘、 L餘目英男、 L手代木克介
　　　L佐藤啓子、 L松田恭一、 L佐久間修一、 L橋本幸典　　　　　　　　≪ 10名参加 ≫
　■ 10/10㈪ 江刺岩手LC60周年記念式典 … L三上信幸、 L山信田寧
　■ 10/21㈮ 令和4年度岩手県暴力団追放県民大会・暴力団追放盛岡市民総決起大会
　　　L伊藤良正、 L三上信幸、 L山信田寧
　■ 10/21㈮ 盛岡LC第1500回例会　第3回実行委員会
　　　L手代木克介、 L獅子内一義、 L本田成幸、 L伊藤良正、 L三上信幸、 L山信田寧

＊報告事項
　① 第59回OSEALフォーラム開催についてのお知らせ
　　… 既に会員の皆様方にはご案内済みとなっております、第59回OSEALフォーラム開催について、
　　　 ご報告申し上げます。

　　　● 開催期間　2022年11月24日(木)～27日(日)　3泊4日
　　　● 開催地　韓国 済州島　　　※クラブ内締切は10/20(木)に終了しております

　② 盛岡ＬＣ 2022年度クリスマス家族会について
　　… 今年度のクリスマス委員長L.樋下光を中心に12/16㈮開催予定。
　　　　クリスマス委員会の委員については、以下9名の皆様にご協力をお願い申し上げます。
　　　　尚、第1500回例会でもある為、主に実行委員の皆様が選出されましたことをご報告いたします。

　　　● クリスマス委員長 … Ⅼ樋下光
　　　● クリスマス委　員 … Ⅼ赤坂勝  Ⅼ浅沼克人　Ⅼ佐藤啓子　Ⅼ獅子内一義
　　　　　　　　　　　　　Ⅼ千田宏美  Ⅼ手代木克介　Ⅼ本田成幸　Ⅼ山信田寧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※クリスマス委員会は10/27(木)18:00～えすKにて開催

　③ 江刺岩手ライオンズクラブ60周年記念式典 記念誌について
　　… 10月10日㈪ 開催『江刺岩手ライオンズクラブ60周年』の記念誌を事務局にて保管しております。
　　　　ご覧になりたい方は事務局迄お願い致します。

★第1495回例会　※10月7日㈮12:00～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
＊ゲストご紹介 … 東北方面特科連隊長兼ねて岩手駐屯地司令　川間 信太郎 様

＊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
　■ 9/21㈬ 332-B地区SCP・FWTセミナー　L山信田寧

≪ 防衛講話 ≫
【演 題】
　今日の安全保障環境と陸上自衛隊の取り組み
　　　 〜 国防第一線勤務の経験を経て 〜
【講 師】
　東北方面特科連隊長兼ねて岩手駐屯地司令
  　　　　　　 　　　　　　川間 信太郎 様

　本日は、東北方面特科連隊長兼ねて岩手駐屯地司令 川間信太郎様をお呼び致しまし
て、防衛講話　『 今日の安全保障環境と陸上自衛隊の取り組み 〜 国防第一線勤務の経験
を経て 〜 』 と題しまして、お話をしていただきました。まずは、平成10年3月に自衛隊へ入
隊。そして、平成17年3月に第9特科連隊長第5大隊第10中隊長となりまして、大槌町ご出身
の奥様と出会いご結婚されました。その後、全国各地での勤務を経て、令和3年12月に現在
の役職、東北方面特科連隊長兼ねて岩手駐屯地司令として、着任されております。連隊長
統率方針を「即動必遂」、要望事項を「プライドを持て」とし、駐屯地司令要望として「ONE
TEAM 岩手駐屯地」を掲げ、東北方面特科連隊と駐屯地各部隊の指揮を執っていらっしゃ
います。今回の講話では、「我が国を取り巻く安全保障環境」「日本の安全保障態勢」「陸上
自衛隊の取り組み」「国防第一線勤務の経験」等、お話をしていただきました。また、川間司
令が『ご紹介したいお言葉』として、スライドに映し出されたのが
　君たちは自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されることなく、
　自衛隊を終わるかもしれない。きっと非難とか誹謗ばかりの一生かもしれない。
　御苦労だと思う。しかし、自衛隊が国民から歓迎され、ちやほやされる事態と
　は、外国から攻撃されて国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮し
　国家が混乱に直面している時だけなのだ。言葉を換えれば、君たちが日陰者で
　ある時の方が、国民や日本は幸せなのだ。どうか耐えてもらいたい。
　一生御苦労なことだと思うが、国家のために忍び耐え頑張ってもらいたい。
こちらは、防衛大学第1期生卒業式（1957年）における、吉田茂内閣総理大臣訓示とのこと
で、ご自身もご卒業する際にこの言葉を聞き、日々の訓練は使わないことが幸せなことだと感
じた一方で、いざその時になったら「できません。失敗しました」となることが無いように、日々
気を引き締めて訓練をしていることを皆さんに知って頂き、今後も引続き自衛隊に対するご
支援とご協力をお願いします。とのことでした。本日は貴重な講話をありがとうございました。


