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★12月定例理事会　※12月2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、11月収支報告がございました。
＊協議事項
　① 第１５００回例会について

　　■ 予算について

　　 ≪運営費≫　集合写真　＠1,000×ご家族分（現在３０家族）＝30,000円　（予備費より拠出）
　　　　　　　　　　　　特別委員会会場費 ＠11,000×1回　（会議費より拠出）
　　 ≪会食費≫ ①特別委員会 ( 12/7開催 )
　　　　　　　　　　　　＊会員会費 一人＠1,000×7名
　　　　　　　　　　　　＊クラブ補助 一人＠1,000×7名　（理事会委員会食費より拠出）
　　　　　　　　　　　②特別委員会 （ 12/13開催 ）
　　　　　　　　　　　　＊会員会費 一人＠1,000×8名
　　　　　　　　　　　　＊クラブ補助 一人＠1,000×8名　（理事会委員会食費より拠出）
　　… 上記予算内容について、クラブ費より56,000円拠出させていただきたい。
　　■ 特別委員会開催について
　　　第1500回例会を「100％出席」とするため、クラブ主催の特別委員会を開催させていただきたい。
　　　特別委員会の内容は「アクティビティの推進」について。なお、当日欠席者7名の都合に合わせ
　　　開催日を2日間に設定し、三役、実行委員L赤坂勝 も会に参加 することとする。
　　　　特別委員会 … ①12/7（水）12:00～メトロ本館　　②12/13(火)11:30～ニューカリーナ
　　■ アクティビティの推奨について
　　　第１～第３副会長毎のアクティビティを、今期下半期に計画・実行し、継続を検討していきたい。

　　上記内容を、実行委員会よりご提案いたしますので、ご協議願います。
　　※次第内容が盛りだくさんの為、17:50着座のご協力をお願いします。
　　※プレスリリースなどメディアへの取材依頼も進めております。 ➡ 全会一致で承認
　② 332-B地区第69回年次大会 代議員会議案の提案について
　　… 皆様方よりご提案がございましたらご意見を頂戴したい。 提出期限…12/26(月)
       ➡ ご提案をお持ちの方は、12/15(木)迄に事務局へご連絡ください。

【 2022.12.2(金) 第1例会 】　
　＊ファイン　　　 … 9,700円　〔累計：93,150円〕
　＊ドネーション  … 13,000円　〔累計：130,000円〕
　　　　　　　　　　　　　　誕生祝（L佐藤啓子、L佐藤美恵子）　結婚祝（L千田宏美）
　＊アテンダンス　… 会員56名　〔出席18名 + メーキャップ 24名 〕 → 75.0％



　 　

　

【 2022.12.16(金) 第2例会 】　
　＊ファイン　　　 … 14,100円　〔累計：107,250円〕
　＊ドネーション  … 20,000円　〔累計：150,000円〕
                        　誕生祝（L関根信、L小笠原進） その他（L佐藤美恵子）
　＊アテンダンス 　… 会員56名　〔出席25名 + メーキャップ 31名 〕 → 100％

  盛岡ライオンズクラブ 第1500回記念例会（クリスマス家族会）_ 2022.12.16

★第1500回例会　※12月16日㈮17:50～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
＊オープニング 『 すずらん給食 』 　※DVDを皆様に御覧いただきました。

1.開会ゴング　　　2.国旗に敬礼　　　3.国歌斉唱　　　4.ライオンズクラブの歌
5.物故ライオンへ黙祷　　　6.会長挨拶 ※Ⅼ伊藤良正よりご挨拶

7.誕生祝い贈呈 ※L関根信　L小笠原進へ会長より記念品の贈呈

8.祝辞 … 『 地区ガバナー L栗村安弘よりビデオメッセージ 』
9.第1500回記念事業発表 並びに 目録贈呈

　『 こどものみらいプロジェクトゆめドリのドリームマップ🄬授業へ 支援金10万円贈呈 』　
　※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 大村洋子様へ 目録贈呈　
10.委員会報告　 ※第1500回例会実行委員 L赤坂勝より

　『今期下半期に3人の副会長を中心として、新しいアクティビティを計画・実行することに
　　なりました。すずらん給食のように、ライオン各位の活発な議論と実行をして参りましょう!!』　
11.幹事報告　～行事参加報告、その他の報告事項～

　■ 12/7(金) 盛岡LC特別委員会 … Ｌ功刀俊英、Ｌ橋本幸典、Ｌ萩原俊美、Ｌ伊藤良正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ三上信幸、Ｌ山信田寧、Ｌ赤坂勝
　■ 12/12(月) 7LC合同幹事会 … Ｌ三上信幸
　■ 12/12(月) 第2回諮問委員会 … Ｌ伊藤良正、Ｌ小笠原進、Ｌ三上信幸、Ｌ山信田寧
　■ 12/13(火) 盛岡LC特別委員会 … Ｌ伊藤完治、Ｌ大﨑哲雄、Ｌ荻原鉄二、Ｌ平野喜嗣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ藤井義弘、Ｌ伊藤良正、Ｌ三上信幸、Ｌ山信田寧、Ｌ赤坂勝
　① 訃報のお知らせ
　　　Ｌ佐藤美恵子ご尊父様 [ 元地区名誉顧問(元遠野LC所属) 佐藤和治様 ] ご逝去に
　　　際しまして、香典（2万円）を運営費より拠出致しましたことをご報告申し上げます。
　② キャビネット事務局冬季休暇について
　　【休業期間】　2022年12月27日(火) ～ 2023年1月9日(月・祝日)
　　緊急の場合は、キャビネット幹事 Ⅼ.榊原 昌宏（ 携帯電話 090-9742-7229 ）迄。
　③ 事務局冬期休暇のお知らせ
　　… 12月27日(火)～1月4日(水)の間、冬期休暇(正月休み)を頂戴致します。
　　　　なお、1月5日(木)はｶﾚﾝﾀﾞｰ展担当日につき、終日川徳で販売作業のため不在となります。
　　　　お急ぎのご用命がございます際には、お早目にご連絡を賜りますよう、よろしくお願い
　　　　申し上げます。　　※カレンダー展（盛岡LC担当日）…1/5（木）10:00～14:00　川徳7F
12.ﾃｰﾙﾂｲｽﾀｰ ※L獅子内一義より　　　13.ｱﾃﾝﾀﾞﾝｽ発表 ～100％出席達成～ ※L樋下光より

14.ﾌｧｲﾝ・ﾄﾞﾈｰｼｮﾝ ※L獅子内一義より   　15.ﾗｲｵﾝｽﾞﾛｰｱ ※L鎌田哲爾より　　16.閉会ゴング

＊報告事項
　① 盛岡レオクラブ主催　『2023年世界のカレンダー展並びにカレンダーリサイクル市』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催に伴う2023年版未使用カレンダー提供協力のお願い
　　… 多数のご参加・ご協力をお願い申し上げます。ご案内文書は後日事務局より送付。
　　　　2023年版未使用カレンダーのご提供は、12/26(月)午前中迄に盛岡LC事務局へ。
　　　■ 開催期間 2023/1/3(火)～5(木) 10:00～18:00（最終日16:00迄）
　　　■ 盛岡LC担当日 1/5(木) 10:00～14:00（ 最終日 前半の部 ）
　　　■ 搬入･会場設置作業  2023/1/2(月) 15:00～
　② 盛岡ライオンズクラブ 会友退会について
　　… 令和元年7月より盛岡ライオンズクラブの会友として例会等にご参加いただきました、
　　　　会友の村田憲正様より退会の申し出がありましたので、クラブ内規に従い申し出が
　　　　あった11月15日付をもちまして会友を退会いたしましたことをご報告申し上げます。
　③ 第35回ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト　審査結果のお知らせ
　　… 最優秀賞、優秀賞の3点は地区代表として複合地区審査選考会へ送付となります。
　④ 訃報のお知らせ（332-B地区 地区名誉顧問 Ⅼ猿舘伸俊 ※盛岡南LC）
　　… キャビネットよりL.猿舘伸俊地区名誉顧問（盛岡南LC所属）訃報の通知が入りました
　　　　ので謹んでお知らせ致します。なお、当クラブより弔電をお送りいたしました。

★第1499回例会　※12月2日㈮12:15～　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
＊委員会報告 … 第1500回例会実行委員会より
＊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
　■ 11/28㈪ 玉山姫神LCとの懇親会　…　L伊藤良正　L三上信幸


