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12月定例理事会

2022年12月の行事予定

★11月定例理事会　※11月4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 … 会計Ⅼ山信田寧より、10月収支報告がございました。
＊協議事項

　① キャリア教育授業ドリームマップ🄬への協賛金のお願い

　　… 60周年記念事業として3年間継続して支援してきた、特定非営利活動法人こどものみらいプロ
　　　　ジェクトゆめドリ への継続支援につきましてご協議願います。　※詳細、伊藤会長よりご説明
　　　 「60周年記念継続事業（3年間）として支援して参りました「ゆめドリ」を第1500回例会
　　　　記念事業として支援をしていきたい。この事業は地域社会が求めているアクティビ
　　　　ティを実現し社会貢献をしていく当クラブの目的と、青少年の健全育成に相応しい
　　　　取り組みとして、第1500回例会記念事業としたく、皆様にご協議願います。」
　　　➡ 具体的にどんな活動をしているのか確認した上で今回の支援について結論を出す。
　　　 　 次回例会で、先方にご説明を頂くスケジュールを組んで改めて協議することとした。

　② 12月定例理事会並びに第1例会 開始時刻変更について
　　… 期初承認済み年間スケジュールにおきまして、12月第2例会（第1500回例会＆クリスマス家族会）
　　　　開催に伴い、12月定例理事会並びに第１例会を昼開催にさせていただきたく、以下のとおり
　　　　開始時刻変更について、ご承認願います。
   　　　≪ 12月2日(金) ≫ ※ 変更後 ※
　　　12月定例理事会 11:30～　会場/11F マーキュリー
　　　　　　 第1例会  12:15～　会場/11F ギャラクシー     ➡ 全会一致で承認

　③ 2022～2023年度公認ガイディング・ライオンセミナーのご案内について
　　… 当クラブからの参加についてご協議願います。
　　　■開催日 11月29日㈫    ■場所 北上市文化交流センター さくらホール
　　　■セミナー　13:30～17:30　■対象者　現ZC、ZC経験者及び候補者
　　　■ 講師　 Ｌ.濱野雅司（岩槻LC所属）　GATエリアリーダー
　　　ZC経験者　L宮田謙(01年)、L伊藤英明(06年)、L松田恭一(13年)、L関根信(19年)
　　　　　過去セミナー受講者 … L浅沼克人（ 21年度公認ガイディング・ライオンセミナー受講 ）
　　　　 ➡ 参加希望者は三役までご連絡をお願いします。

　④ クリスマス家族会について　…　クリスマス委員長L樋下 光より
   　「例年通りの内容で開催を考えております。アトラクションには鈴木牧子トリオ様に依頼、
　　　 また、オークションも開催しますが品物の内容はお酒やチョコレートが例年多くご提供
　　　 頂いておりますが、その他の品物もご提供頂けますと会も盛り上がりますので、皆様の
　　　 ご協力をお願い致します。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡ 全会一致で承認

＊報告事項
　① 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赤坂勝より1,388枚寄付頂きました。
　　　　10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。

　② 1R1Z 臨時会長・幹事会 開催のお知らせ
　　… 11月14日㈪18:00より、メトロポリタン盛岡本館にて『玉山姫神LC 解散危機について』
　　　　 1R1Zにおいて臨時会長幹事会が開催されますことをご報告致します。

　③ ライオン誌日本語版2022年11・12月号【 スズラン給食 】について
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★臨時理事会　※11月16日㈮18:00～　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　 ※11月末退会予定
　　Ⅼ.刈屋 良治　 ㈱旭電気工業代表取締役社長 　[ SP：L.平野 喜嗣 ]
　　▶ 退会理由…県外への出張が増えた為、例会参加が困難となり退会させて頂きたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➡ 全会一致で承認

11月4日(金) ゲストスピーチ  盛岡ローカルハブ㈱統括部長 菅原隆彦 様
演   題　 『 盛岡バスセンターについて 』

★第1497回例会　※11月4日㈮12:15～　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 … 盛岡ローカルハブ㈱統括部長　菅原 隆彦 様
＊委員会報告 … クリスマス委員会　 ※L樋下光委員長
　　　　　　　　　　　 クリスマス委員オークション担当　※L手代木克介

＊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
　■ 10/27㈭ 盛岡LC ゴルフ親睦会
　　　L佐藤啓子　L橋本幸典　L伊藤良正　L三上信幸　L山信田寧　山戸常雄様(会友)
　■ 10/27㈭ 盛岡LC 2022年度クリスマス委員会
      L樋下光　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伊藤良正 Ⅼ三上信幸　L山信田寧
　■ 11/2㈬ 薬物乱用防止教育認定講師養成講座　L餘目英男　Ⅼ三上信幸　Ⅼ山信田寧
　■ 11/4㈮　332複合地区 第2回複合連絡会議　 L平野喜嗣

★第1498回例会　※11月16日㈮18:00～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
◎ゲストご紹介並びにゲストスピーチ
　特定非営利活動法人こどのものみらいﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ゆめﾄﾞﾘ いわて事務局 大村洋子 様
  演　題 『 キャリア教育事業ドリームマップの活動について 』
　➡ 今回は、＜ゆめドリ＞事業についてのご報告と改めて改めて支援についての
　　　ご依頼を頂きました。会員の皆様より、支援内容についてご理解とご承認を頂き、
　　　第1500回例会記念事業として10万円の支援をすることが決定致しました。
◎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 （19回目） Ｌ．宮田 謙
＊協議事項 … 同日開催された臨時理事会上程事項と同様につき割愛
＊行事参加報告
　■ 11/4㈮ 盛岡LC第1500回例会　第4回実行委員会
　　　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
　■ 11/14㈪ 1R1Z臨時会長・幹事会　　L伊藤良正、L三上信幸
＊委員会報告 … 第1500回例会実行委員会　※L赤坂勝
　　　　　　　　　　　　▷ 地区ガバナー L栗村安弘へ祝辞　（ビデオメッセージ）　依頼について
＊報告事項
　① 332複合地区 次世代リーダー研修会　開催について
　　■ 日時　2022年12月8日（木）　14：00 ～17：00 ( Zoomにて実施 )
　　■ 参加対象　　➀ 20～30歳代 2名 ② 40歳代 2名 ③ 50歳代 2名  ※男女各1名
　　■ 研修会構成　・出席者自己紹介
　　　　　　　　　　　 　・講師 中村泰久元国際理事より 「（仮題）　次世代のライオンズ像　」　
　　　　　　　　　　　　 ・ディスカッション（ブレイクアウトルームを用いてグループ分けの意見交換）
     　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※当クラブからの参加者はございません。
　② LCIFクラブ20ドル献金についてのご報告
　　… 今年度のクラブ20ドル献金につきまして、一般会員34名分100,470円 事業費より拠出し、
　　　　LCIF指定口座へ送金致しましたことをご報告致します。
　　【内訳】11月ﾗｲｵﾝｽﾞﾚｰﾄ（1ﾄﾞﾙ＝147.745570円）20ﾄﾞﾙ ＝ 2,955円
　　　　　 　　　　　　　　　　　         2,955円 × 34名 ＝ 100,470円 
　③ 「IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン」 について
　　…　IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン事務局より、今年度の募金活動は外部への協力依頼は
　　　　 しないこととなりましたのでお知らせいたします。
　④ 江刺岩手ライオンズクラブ60周年記念式典 御礼文書

【 2022.11.18(金) 第2例会 】　
　＊ファイン　　　 … 8,900円　〔累計：83,450円〕
　＊ドネーション  … 13,000円　〔累計：117,000円〕　　誕生祝（ L宮田謙 ）
　　　　　　　　　　　　　結婚祝（L長棹宏吉）　　その他（ クラブ内受賞 L宮田謙 ）
　＊アテンダンス　… 会員57名　〔出席19名 + メーキャップ 24名 〕 → 75.4％

【 2022.11.4(金) 第1例会 】　
　＊ファイン　　　 … 9,400円　〔累計：74,550円〕
　＊ドネーション  … 10,000円　〔累計：104,000円〕　誕生祝（L手代木克介、L橋本幸典）
　＊アテンダンス　… 会員57名　〔出席20名 + メーキャップ 24名 〕 → 77.1％

　本日は、盛岡ローカルハブ㈱統括部長 菅原隆彦様にお越しいただき　『盛岡バスセンター
について』 と題してスピーチをしていただきました。2022年10月4日(火)に新たな「盛岡バスセ
ンター」が開業致しました。まず、１Fはバス待合室とマルシェゾーン。待合室は、どなたでも
快適にお使いいただけるような作りになっており、マルシェゾーンは阿部鮮魚店やハンバー
ガーショップ、和スイーツが並ぶカフェがあります。また、盛岡を代表するソウルフードとして
福田パンのお店もあり、地域に愛され観光客にのお土産として買い求められております。２F
には地元で人気のある飲食店があり、地元客と宿泊客が集える空間となっており、賑わって
いる様子が外からガラス越しに見え、楽しい雰囲気が街と一体化することを期待しているとの
ことでした。そして、３Ｆの「ホテルゾーン」には、ホテルマザリウム、大型温浴施設、マッサージ
店などが並び、広々として炭酸水の温浴施設ではサウナ・ボディケアや垢すり体験ができる
そうです。ラウンジにはニューヨーク在住の世界的ジャズ
ピアニスト穐吉敏子JAZZMUSEUMが併設されております。
また、来週には、92歳になる穐吉敏子様にニューヨーク
からお越しになり、市民文化ホールやこちらのラウンジで
コンサートを開催する予定となっているそうです。
日帰りの温浴施設もあり、仕事終わりなどに立ち寄って
いただき、その後飲食店で一杯楽しんでいただければ
とおっしゃっておりました。会員の皆様も、是非この機会
に盛岡バスセンターをご利用してみてはいかがですか？
　本日は、貴重なお話をありがとうございました!!


