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６月17日本州最東端の宮古市に向け国道106号
を車で走らせました。2014～15年332−B地区ガバ
ナー L.吉田、幹事L.西本、会計L.伊藤は今期最
後のそろい踏みでした。季節も例年より早いの
か、北上山地閉伊川渓流は、緑も濃く、鮮やかで、
国道は随所に震災復興建設の現場が100㎞の道す
がら見られ、感慨深いものがありました。

それは、2011年３月11日わが日本国を襲った今
世紀、世界でも最大級の東日本大震災津波、当時
のガバナー L.相原、続くL.髙橋、L.千葉、L.佐々
木、各ガバナーと、関わるサポートをしたライオ
ンの諸氏、そして332−B地区オールライオン、
その復旧・復興にかける一途な思いと行動には、
ご苦労と感謝の思い以外、何物もない心境です。
なかんずく全国津々浦々のライオンからも物心
に亘る支援をうけ、我々こぞって感謝を申し上げ
なければなりません。ありがとうございます。

このようにライオンズクラブ国際協会が、ライ
オニズムの信條により支援交付されるLCIFの支
援は、まさに人道的「We Serve」精神の神髄と
私は考えています。

332−B地区最後のLCIFによる支援は、アク
ティビティスローガン─ “デッカイ感動（出会
い）！デッカイ夢（抱き）！デッカイ未来（繋げ
る）！ ” ─ そして青少年健全育成であり、そこに
“浪漫” を馳らせ、重点目標の一つである東日本

大震災復興であります。
最後のアクティビティは、県立宮古水産高等学

校の津波被害で流失損壊した実習用機材の補塡
などであり、特にも海洋技術課（潜水等）、食品
家政科（海産食品製造管理等）生徒諸君の将来の
実技上達に大いに寄与するものであり、代表生徒
諸君と対面会話しました。このことはグローバル
的なライオンズ活動としての、啓蒙の一助にも
なっており、任期アクティビティにおける意義の
あるアクションであったと考えています。

いよいよ、我々三役の任期も最後となり、振り

返ってみますと、トロント国際大会での第一声を
思い出します。「ガバナーとなり大いに責任を感
じている。ジョセフ・プレストン国際会長のテー
マ「プライドを高める」とは、チームワークが一
番大事、みんなで一緒にあまり固くならずに仲良
くクラブ運営をやっていきたい。一年間よろしく
お願いします。」であります。このことは、「奉仕
を通じて誇りを高める」次に「会員を通じて誇り
を高める」以下、アクションが７項目で示されて
います。

私は、我々のモットーである「We Serve」の
実行を思うとき、これを実行する原点は、会員の
増強「Ask 1」が命題であるとして、ガバナー公
式訪問を通じ、このことを会員に訴えました。こ
の背景には、もう一つの大きな要因があります。
日本ライオンズとして34年ぶりに、L.山田實紘
が国際会長に選出されます。再び日本ライオンズ
の威光を示すためにも、会員の増強が必須の命題
と考えたからです。

不肖、私の最大の目標は会員の倍増でしたが、
それに及ばず、が332複合地区ではトップに躍進
しました。一重に皆さんの努力、そのものと感謝、
この上もありません。

最後で大変申し訳ございません。ガバナー就任
以来、ガバナー公式訪問、第61回年次大会、その
他ライオン皆さんには心あたたまるご理解・ご協
力をいただき、盛会裏に終了できましたこと、本
当にありがとうございました。

いよいよガバナー L.筒井學丸の船出です。こ
ぞってエールを送り、応援しましょう。

新時代におけるライオンズのイノベーション
を探し求めなければライオンズの新時代を拓け
ない。このことが未来のライオンズの新たな構築
に繋がる！

あなたのクラブ、あなたのやり方で！
─クラブに合った例会づくり─

感謝、ＬＣＩＦ復興支援とともに！
地区ガバナー

L. 吉田  昭夫 （盛岡中津川ＬＣ）

地区ガバナー退任あいさつ
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この一年を振り返り思うこと、
それは皆様への感謝の気持ちで
す。

おおよそ半年の準備期間を経
てスタートしたキャビネットで
すが、様々な場面で多くの方々
に助けて頂きました。

初めて参加した国際大会のト
ロントでは、市内の中心道路を

準備期間を加えると一年半以
上ガバナーチームと共に活動し
てきましたが、その間多くの方々
にご協力いただき、様々な方々
と触れ合うことが出来たことが
一番の喜びでありました。

ゾーン・チェアパーソンと各
クラブ会長さんの活動を重視す
るという事が吉田ガバナーの方
針の一つにあり、特にも沿岸被
災地のゾーン・チェアパーソン
とクラブ会長さんには様々な支
援の発案や申し入れに対する
コーディネート等多くの時間を
割いて頂き、数々のアクティビ
ティを実現する事ができました
ことに感謝申し上げます。

キャビネット幹事　L.西本　有伺（盛岡中津川LC）

キャビネット会計　L.伊藤　英明（盛岡LC）

埋め尽くす世界中のライオンの
勇姿に興奮しました。

緊張と不安の中始まったガバ
ナー公式訪問は、各ゾーンの心
温まるおもてなしに感動し、各
クラブのライオンズに対する熱
意に身の引き締まる思いでした。

多くの行事に携わり、年次大
会の準備に入るとあっという間

この期間驚かされたのが、吉
田ガバナーのお年に似合わない
超人的なスタミナです。公式訪
問等で夜遅くなっても疲れたと
いう事もなく、若い西本幹事と
私はついて行くのが精一杯とい
うことがしばしばありましたが、
６月21日のYCE派遣生の壮行会
で公式行事は終了となり、ハワ
イでの国際大会が我々のゴール

に一年が過ぎました。
吉田ガバナーのバイタリティー

と伊藤会計のサジェスチョン、
そして10人のZCの活躍に、キャ
ビネットにご協力頂いた332−
B地区の全会員・関係者に感謝
しお礼申しあげます。

こうして一年間何事もなく活
動できたのは、身近で協力して
下さった方々の素晴らしさや、
自分に活動の場を与えて下さっ
た方、そのことを広めて下さっ
た方々、それを求めてくれた
方々がいてくれたおかげです。
本当にありがとうございました。

となります。
この一年間の各クラブ会員の

皆様の絶大なご支援とご協力に
感謝申し上げますと共に、来年
度の筒井ガバナーと花巻東キャ
ビネットに対しても同様のご支
援をいただきますようお願い申
し上げます。

三役退任あいさつ

三役退任あいさつ

幹事・会計退任あいさつ
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昨年７月１日にゾーン内の４

この一年、吉田ガバナー重点
目標のZ内達成、特にも「アス
ク・ワン」の推進が最重要課題
と認識しZC職務に取り組んでま
いりました。結果、期首の272人
から５月末には必達目標の325
人に達することができ、米谷
GMTコーディネーターのご指
導と各クラブのご努力に深く感
謝申し上げます。LCの６月病（年
度末退会増）が発症しないよう、
キープ・ワンに努めてまいりま
しょう。

あわせて、震災復興と青少年
健全育成については、玉山姫神
LCが被災地の小学生を対象に毎
年実施してきた「夏休み　馬と
仲良くなろう‼ふれあい企画」
をZ内の合同支援事業として取
り組みを進めております。

結びに、B地区で初となる女
性ZCの誕生を控え、矢羽々次期
ZCにはLC女性会員のポテンシャ
ルを一層引き出していただき大
きな奉仕の輪が広がることを祈
念し、任期中お世話いただいた
全ての皆様に感謝を申し上げ、
退任のごあいさつとさせていた
だきます。

昨年の７月にZC就任以来、吉
田ガバナー、西本幹事はじめ

任命されて１年が過ぎ十分な
仕事をしたか、今反省している
所です。特に内容を把握しない
まま進み各クラブに迷惑をかけ
たこと。また、ゾーン内クラブ
の計画等を把握してコミュニ
ケーション取れたらもっと良い
クラブ運営になっただろうと考
えます。どのようにガバナーの
方針を伝えたらよいか、十分な
指導力のないまま助言すること
も出来ない中進むことに躊躇し
ました。ただ、自クラブにおい

キャビネットの皆様のご指導、
そしてゾーン内会員の皆様のご
協力を得ながら責務を果たす事
が出来ました。

公式訪問、ZC会議、キャビネッ
ト会議、周年記念への出席、ゾー
ン内のクラブ訪問、三役との諮
問委員会等で多くの新しい仲間
との出会いの中で他のクラブの
状況、アクティビティを垣間見
る事ができ大変参考になりまし
た。永遠のテーマである会員増
強には、地域の事情もありあま
り協力出来ませんでしたが、ウィ
サーブの方針で地域が真に求め
るアクティビティを実践し、ラ
イオニズムの高揚を図りながら
会員数の維持増強に努めてまい
りたいと思っています。

この一年間感謝を申し上げ今
後ともゾーン内のメンバー皆様
のご指導を宜しくお願い申し上
げます。

ては会長の方針のもとスムーズ
に行えたと思います。

地区ガバナー諮問委員会にお
いてガバナーの方針を十分に伝
えきれないまま過ぎたような結
果になり残念です。特に「会員
増強」はもっともっとアピール
が必要と考えられ次のパーソン
に申し送り致します。

ライオンズクラブに入会し、
仕事にかまけて十分活動しない
ままゾーン・チェアパーソンを
任命していただき、あまり内容
の解らない自分を指導頂いた
キャビネット、特にガバナーの
バイタリティある指導・熱意に
は敬服するものがありました。
キャビネット幹事においても会
議をまとめる配慮、内容に精通
し素晴らしい取り組みでした。
やはりライオンズの内容をもっ
と理解し、それからまとめ役に
徹するべきでした。

ガバナーの重点目標「アスク・
ワン 次世代リーダーの育成」「東
日本大震災復興」はライオンズ
の永遠のテーマのように思わ
れ、引き続き推進するよう申し
送りたいと考えています。あっ
という間の１年でしたので心残
りもありますが、皆さんの協力
をいただき何とか行ってきまし
た。チェアパーソンとして培っ
た経験を生かし、次のライオン
ズの奉仕へと進みたいと考えま
す。本当にありがとうございま
した。We　Serve

L.千田 雅明
（盛岡中津川LC）

1R1Z

L.髙橋 寛
（和賀LC）

2R2ZL.久慈 隆
（二戸LC）

1R2Z

L.藤田 好造
（花巻東LC） 

2R1Z

ゾーン・チェアパーソン退任あいさつ

ゾーン・チェアパーソン退任あいさつ
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ライオンズクラブ入会22年。
ゾーン会員諸氏の方々との１年
間。ZCの任務意識が先に立っ
ている割には６クラブに大した
役割を果せなかったのではない
かと反省の心が強く残ります。
年間の行事をこなすこと、小澤
アシストや事務局の支えには深
く感謝するのみです。吉田ガバ
ナー中心に役員の方々には勿

ZCとなり早1年、ゾーン内ク
ラブ会長・会員の皆様、吉田ガ
バナーはじめキャビネットの皆
様に御指導御協力を頂き、任を
果たすことができました。ガバ
ナー重点目標には程遠い働きで
はありましたが、ゾーン内に小
さな変革を起こしたのではない
かと思っております。役職が人
を育てるとも言われますが、
ZCの立場からブラザークラブ
の例会やアクティビティを垣間
見ることができ大変参考になり
ました。ゾーン内、ZC同士、キャ
ビネット役員、330−C地区との
交流会等で多くのライオンと話
す機会に恵まれ、多くを学ぶこ
とができました。私が入会した
頃花泉LCも40人を超え人材や
財政が豊かでしたが、今や半数

昨年７月にゾーン・チェアパー
ソンに就任してから早いもので
一年になります。 

７月のゾーン幹事会に始まり、
８月のガバナー公式訪問、９月
の６クラブ訪問、ゾーン親睦交
流ゴルフ大会、ニューメンバー
スクールは11月と３月に２回行
いました。

吉田ガバナーの重点目標であ
る会員倍増（アスクワン）は、
ゾーンの重点目標にするととも
に、いち早く米谷春夫GMTコー
ディネーターに講師を依頼する
等取り組みを行いました。

東日本大震災復興支援事業は
４月にゾーン合同アクティビティ
として、千厩町においてチャリ
ティー民謡・歌謡バラエティ
ショーを開催しました。 千厩在
住の被災者を招待するとともに、
ショー終了後は入場者全員に桑
ラーメン等の昼食を振る舞い
チャリティーショーと併せ大変
喜ばれました。また、一般入場
者からいただいた復興支援金

論、ZC同士の交流が始まった
ことは、すばらしい縁をいただ
いたと思っています。会員増強
への大きな壁、各ゾーンの状況、
それぞれの考えも語り合うこと
で参考になり大変勉強になりま
した。第３回諮問委員会には米
谷GMTを招いてのゾーン内の
会員増強喚起、結果22名を増員
することができました。惜しむ
はゾーンでの復興支援が実現出
来なかったこと。沿岸へ調査に
２度行きましたが予算捻出のタ
イミングが合わず見送りとなっ
てしまいました。

皆様に励まされながら、１年
間を勤めさせて頂きました。本
当にありがとうございました。

となり運営に事業に苦労してお
ります。地区内には倍増した所
もあり視点を変えて会員増強を
行ったとのこと、クラブも変化
していかなければと感じまし
た。ライオンズクラブにおいて
も変化に対応してゆく姿勢や意
識改革が必要ではないかと思い
ます。勉強となった１年であり
ました。支えて下さいました皆
様に感謝申し上げ退任の挨拶と
致します。

クラブの挨拶回りをスタートし
た時は、長い一年が始まるな～
との思いがよぎっておりました。
今年度はキャビネットの復興支
援に充てる予算が厳しいので、
単一クラブでの支援よりもゾー
ン合同での支援を考えて欲しい
との吉田ガバナーの意向もあり、
ゾーンミーティングで提案した
ところすぐに賛同を得られ支援
事業の中身の検討に入りました。
色々な案が出されどれも素晴ら
しいものばかりでしたが、その
中で北上LC提案の「チャリティ
寄席」、和賀LC提案の「雪と遊
ぼうin夏油」、北上国見LCと江
釣子LC提案の「一輪車練習用
手すり寄贈」と３件もの事業を
行うことができました。これら
のACTには沢山の会員に参加
ご協力頂き、とりわけ４クラブ
の会長には大変ご苦労をお掛け
しましたことを心から感謝申し
上げます。気付けばあっという
間の一年だった様な気がします。
皆さんに助けられて思い出深い
一年になりました。本当にあり
がとうございました。

L.桐山 和夫
（金ケ崎LC）

3R1Z

L.吉原 睦
（花泉LC）

3R2Z

L.佐藤 修蔵
（千厩LC）

4R1Z

ゾーン・チェアパーソン退任あいさつ
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L.大和田助康
（釜石LC）

ゾーン・チェアパーソンとし
て、この１年を総括するとき、
吉田ガバナーの重点目標の１つ
である東日本大震災復興支援で
は、震災津波で校舎が全壊した
ゾーン内の中学校２校にLCIFか
らの青少年育成支援事業で、学
校図書購入費として多額の支援
金を送りました。

会員倍増「アスク・ワン」で
は、目標達成には至らなかった
ものの、ゾーン内クラブ鋭意努
力をいただきました。

また、私ども４R２Zから第二
副地区ガバナー L.森谷潤の誕生
をみました。いずれこの１年間、
キャビネットの役職員、ゾーン
内各クラブ皆様のご協力、ご支
援があってこそなされた業であ
ります。ほんとうにありがとう
ございました。心から感謝申し
上げお礼と致します。

60,000円を陸前高田市社会福祉
協議会に寄贈しました。

以上ゾーンの事業を計画どお
り実施しましたが、事業を行う
ことによりゾーン内６クラブの
親睦、交流の一助になったと思
います。

ゾーン内の会員の皆様には一
年間ご協力いただきまして本当
にありがとうございました。

L.吉田昭夫ガバナーのもと、
５R２Z　ZCに就任以来、早い
もので、もうすぐ１年が経過し
ようとしております。ガバナー
公式訪問に始まり キャビネット
ZC会議（１～３回）・諮問委員
会（１～３回）・各クラブの周
年記念大会出席また、東日本大
震災支援受け入れ等とめまぐる
しい１年でした。その中でも、
L.吉田ガバナーの重点目標で
ある会員増強、アスクワンを５
R２Z　各クラブのメンバーがよ
く理解して頂き、５クラブ中４
クラブが120％以上の増員を達
成して頂きました。

本当に、各クラブ三役及びメ
ンバーに “ご協力有り難う“ と
お礼、を申し上げます。

また、震災後、県内はもとよ
り全国の各クラブより、ご支援
ご協力頂きましたこと、感謝申
し上げます。

まだまだ、復興途中でありま
す、今後とも被災地を忘れるこ
となく、お互いに助け合って行
ければと思っております。

我がライオンズクラブもCN
50周年を向かえようとしており
ます。まだまだ、会員増強をは
かって行かなければならず、会
員一同頑張っていこうと思って
おります。

この１年間、L.吉田キャビネッ
ト役員はもとより、県内各クラ
ブのメンバーそして何よりも、５
R２Zの各クラブのメンバーに心
より “有り難うございました”
と申し上げます。

昨年７月、ライオン歴の短い
にも関わらずZCを拝命し、右往
左往しながら何とか役割を終え
ることになりました。

吉田地区ガバナーの若さ溢れ
るリーダーシップのもとに、楽
しく活動することが出来ました
が、小生の未熟さから、キャビ
ネット並びにゾーン内の皆様に
迷惑の掛けっ放しの一年でした。
そのようなZCを快く支えて頂
きました皆様に衷心より厚く感
謝御礼申し上げます。ガバナー
テーマの「浪漫」は活動する各
ライオンに大きな夢や希望を抱
かせ、やる気を起こさせる素晴
らしい指針的なものでした。

ゾーンをあげて大歓迎をした
ガバナー公式訪問、諮問委員会
はゾーン内の距離感を物ともせ
ず４地区を持ち回り開催しまし
た。特に「会議は楽しく」を念
頭に置きながら絆を強めること
が出来たと思います。

アスク・ワンの取り組みは、
皆様の努力に感謝しますが、今
一つ思うような進展が見られなっ
たことが心残りとなっておりま
す。この運動は今後共継続して
取り組むことを約束したいと存
じます。

また、震災復興事業である、
陸中宮古LC陽だまり支部の宮
古体験広場への、LCIFから多
額の支援事業は、復興に対し大
きな希望と勇気を与えるものと
なりました。

結びに、ライオンの皆様のご
指導ご協力に感謝申し上げます
と共に、ご健勝ご多幸をお祈り
申し上げ退任のご挨拶とさせて
頂きます。

L.佐々木松久
（住田LC）

4R2Z

5R2Z

L. 野澤 貫二
（岩泉龍泉洞LC）

5R1Z

ゾーン・チェアパーソン退任あいさつ
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６月９日梅雨を思わせる空模
様に一年という時間の早さを感
じ、いよいよ第４回キャビネッ
ト会議を迎えました。キャビネッ
ト会議に先立ち、15時より第４
回ゾーン・チェアパーソン会議
が開催され、３項目の議題を協
議しました。協議を終えて各ゾー
ン・チェアパーソンより、今期
総括のお話を頂きました。その
中で特にも被災地のゾーン・チェ
アパーソンからは、被災地支援
についての忌憚のないお話をい
ただき、次期の地区運営に繋が
る貴重な意見であったと感じま
した。

続いて16時定刻、総勢75名の
役員・オブザーバーの出席のも
と、キャビネット副幹事L.川村
勇司の司会により第４回キャビ

ネット会議が開会されました。
吉田ガバナーより第61回年次大
会終了の御礼と、この一年キャ
ビネットを支えて頂いた皆様へ
の感謝の挨拶があり、花巻東LC
筒井ガバナーエレクトへのバト
ンタッチのカウントダウンが始
まったことを実感しました。

壮大なガバナーテーマ『浪漫』
は即ち、『デッカイ感動！ デッカ
イ夢！ デッカイ未来！　青少年
健全育成』に繋がり、「青少年
健全育成」こそが332−B地区の
未来を創るのだと。バイタリティ
ある吉田ガバナーの挨拶にしば
し引き込まれました。思い描く
東日本大震災から復興した沿岸
の風景が一日も早く現実のもの
になるようにと、願わずにはい
られませんでした。

会議は、西本キャビネット幹
事による「第３回キャビネット
会議議事録確認」「第61回年次
大会決議確認」「運営報告」と
スムースに進み、吉田ガバナー
による議案審議も第１号議案よ
り第３号議案まで全て原案通り
承認され、予定時間より早く閉
会ゴングとなりました。引き続
き、佐々木賢治地区名誉顧問会
議長の乾杯のご発声により懇親
会が開催され、この一年のお互
いの奮闘を称えながら和やかに
盃を交わしました。最後になり
ましたが、皆様から賜りました
キャビネット運営へのご協力に
衷心より厚く御礼申し上げます。
議案内容は下記のとおりです。

期日：2015年6月9日（火）　会場：盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡

報告；キャビネット事務局長　L. 佐々木 和夫（盛岡中津川LC）

第 ４ 回
キ ャ ビ ネ ッ ト 会 議 報 告

第１号議案　2015年７月～2017年６月ライオンズクエスト拡大事業におけ
るLCIF四大交付金助成金申請について

第２号議案　次期キャビネットへの申し送り事項の件
第３号議案　各役職委員の任期と引継ぎの件
☆決議　第１号議案～第３号議案全て原案通り承認する。

第4回キャビネット会議報告
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332複合地区第61回年次大会は、城下町として
発展した美しい街、初夏の山形市で開催された。

５月23日（土）前夜祭
（会場：ホテルメトロポリタン山形）

今期も終盤をむかえ、やや安堵した表情の吉田
ガバナー、盛岡中津川キャビネット役員、332−
B地区各クラブのメンバーと合流。美食と共に地
元の銘酒、山形の「お・も・て・な・し」を堪能。

５月24日（日）大会代議員会
（会場：山形テルサ）

332複合地区矢羽々 FWTコーディネーター（盛
岡観武LC）は、やや緊張した表情ながら、凛と
して紅一点、壇上に華をそえた。 

全体会から、分科会、総会。決議には時間を要
する議案もあったが、すべて原案通り承認。

メイン会場の裏側では、筒井ガバナーエレクト
登場へ向けて、緊張がひしひしと感じられた。

大会式典は、清水国際理事から、「チャレンジ
toイノベーション」常に挑戦せよ！革新せよ！と
いう「デッカイ夢！」熱いメッセージ。山形県知
事の山形 “愛” を語る、女性らしい流れるような
スピーチに「デッカイ感動！」があった。

本大会副会長の吉田ガバナーは、次年度332複
合地区アクティビティスローガンを雄々しく堂々と
発表された。

勇ましく登場！筒井ガバナーエレクトは、白い
タキシード姿、令夫人と共に清々しく、東北六県
のガバナーエレクトと共に大役を務められた。

議長晩餐会は、（会場：ホテルメトロポリタン山
形）竹田ガバナー協議会議長の、ほっとした笑顔
に迎えられた。アトラクションは、花笠踊り同好
会「四

し

面
めん

楚
そ

歌
か

」のメンバーによる元気な踊りの後、
若く艶やかな「やまがた舞妓」５人の登場に、会
場内のメンバーはうっとり…

日本国内、今期最後の公式行事となった332複
合地区第61回年次大会、この一年を思い出し、印
象に残る素晴らしい大会でした。

いざ行こう「デッカイ未来へ！」332−B地区、
ますますの飛躍をお祈り申し上げます。

ライオンズクラブ国際協会332複合地区　5月23日（土）～24日（日）開催

第61回年次大会参加報告
大会テーマ 「～今と未来をみつめて We Serve～」

地区国際協調・大会参加・PR情報・IT委員長  L.篠木 清（滝沢LC）

332複合地区第61回年次大会参加報告
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332-B地区 第61回 年次大会
アワード贈呈

祝賀会

ホストクラブ懇談会

受賞者の皆さん大変おめでとうございます。

皆さんでわきあいあいと、沢山の笑顔が生まれました。

年次大会運営お疲れ様でした。

写真で綴る

写真で綴る332-B地区第61回年次大会
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332−B地区ガバナー、及びキャ
ビネット役員、多くの来賓の方々
をお迎えし、田野畑ライオンズ
クラブ15周年記念式典が当村ホ
テル羅賀荘において６月13日開
催されました。開会ゴングに始
まり、特にもガバナーからは身
に余るお話を頂き感謝しており
ます。15年と浅いクラブですが、
どうにか15年持てたと思ってお
ります。振り返りますと、いか
に継続事業が大切か、また、例
会をどのように運営するかでそ
のクラブが決まるような気がし
ております。

そして、スポンサークラブを
始めとするブラザークラブにど
れだけ助けられて来たのか、感
謝するのみであります。

又、東日本大震災でも、地区
内はもとより全国の仲間からの
支援、驚くばかりでした。本当
に有難うございました。東日本
大震災の前、クラブの解散も考

田野畑ライオンズクラブ15周年
記念式典を終えて

田野畑ライオンズクラブ会長　L.佐々木 菊三郎

えて居た訳ですが、解散してい
なかったので、多くの支援を頂
くことが出来たと思っておりま
す。改めて仲間の力を感じまし
た。

そして、新しい気持ちで、20
周年に向けてクラブの仲間一丸
となって頑張りたいと思います
ので宜しくお願い致します。15
年間有難う御座いました。

田野畑ライオンズクラブ15周年記念式典
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編集委員による座談会から
ガバナーがいてキャビネット

がある──このことを考えての
一年。

当初、編集委員が全員でかか
わるライオンいわて誌にしてい
きたいと申し上げたのだった。

が、原稿は一度に集まってく
るわけではなく、一つひとつの
ために招集をかけることはため
らわれる。月一度の編集会議で
の意見交換や報告で済ませてし
まうことが多かった。

だからひとりひとりの足跡を
コメントで残して頂くことにし
た。それには感動も夢も未来も
あるはずだ。

６月22日、ようやく編集委員
の座談会を開くことができた。
本来の趣旨はガバナー夫妻にも
加わっていただいての総括で
あったけれど、昨年来のお願い
も夫妻のご多忙ぶりを聞いては
無理はさせられず、それぞれの
都合を縫い合わせての開催だっ
た。
「Ask1」が話題になり「これ

は入会を勧める、誘ってくださ
る方の人柄ではないか」とひと
りが言う。奉仕は後からついて
くることだと。

面々なるほど…そうだね…と
呟いている。ライオンズクラブ
という組織でもなく、奉仕とい
う枠でもなく、「アスクワン」
ができないのは自らであると知
らされた思いがした。

過日の田野畑ライオンズクラ
ブ15周年式典後の懇親会がとて

もあったかいもので溢れていた
ことを思い出す。 盛岡への帰
途の車中でもこの話題があがっ
た。和やかな会でしたねと。

人が集うとき　ひたむきな明
るさと楽しさが涌き出る場は人
を幸福にする。

幸福を手渡していくライオン
ズクラブ──であればいい。

遠く広がる田野畑の海を見て、
津波があった海とは思えないと
ポロリと言葉にしてしまった。
すると、そばにいらした人が翌
日の海は本当にきれいだったん
ですよと話してくれた。

案じていた海の人たちから、
思ってもいなかったものを受け
とった。優しい強さと云えばい
いだろうか。

心から離れない会話であった。
編集長　
L.松本 征子（盛岡中津川LC）

今まであまり意識せずにライ
オンいわてを見てきましたが、
ライオンいわて編集委員になっ
て考えたことは、誰のためのラ
イオンいわてなのか、ガバナー・
キャビネット・クラブメンバー・
クラブ以外の人のため、誰の為
なのか？それによって編集のや
り方が違って来ると思います。

ガバナーの為なら意志にそっ
た編集、キャビネットの為なら
キャビネットを受け持った地域
の特色をだせば良いと思います
し、クラブ以外の人が見るなら

ライオンズがどの様なクラブな
のかを紹介する記事を載せる、
しかしクラブメンバーの為なら、
原稿を依頼して初めて原稿を書
いてもらうのではなく、「私の
クラブではこの様なアクティビ
ティをやってよかったからぜひ
載せてほしい」とか、「この記
事を掲載してほしい」、「この様
な事を行うので協力してほし
い」など、もっと自由に原稿を
寄せられるライオンいわてにす
るべきだと思います。また、原
稿を送って頂ければ良かったと
編集の仕事が終わるこの時期に
なって考えてしまいました。
副編集長　L.米澤 俊夫

（盛岡中津川LC）

編集会議と称した飲み会へ参
集したところ、編集長からの指
令が・・
「ライオンズクラブに関する

ことについて何でも良いから明
後日までに原稿を上げて下さ
い」。毎度のことながらスクラ
ンブル指令だ。前回は依頼日の
翌日が締切日（その時は副編集
長からでしたが）だった（笑）。

編集長は「クラブに関して、
文句でも良いから本音を書け」
という。

メンバーからは「本音など書
ける訳ないですよ～」と。

テーマが何でも良ければ、と
勝手にテーマを作ってそれぞれ
が得意分野を披露する。

編集委員による座談会から
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ある者は「本当に良い保険と
はどういうものなのかを書く」
と言う。

またある者は「JAZZのウン
チクで良ければ何ページでも任
せろ」と言う。
（それらが原稿にならないの

は非常に残念）
まだクラブへの入会がホヤホ

ヤの私が、どのような経緯か知
らないが編集委員を拝命し、こ
の様な楽しい人達との出会いが
あった。

白状するが、ともすれば会社
人間になりかけた普通のサラ
リーマンが、ライオンズクラブ
に入った故に「仕事が増える
なぁ」と、マイナスイメージで
の入会だったが、今となっては

「人生、塞翁が馬」のような心
境である。

今シーズンのテーマは「アス
クワン」。

あの手この手でメンバー勧誘
を試みたと思うが、最後はやは
りスポンサーの人柄が決めてで
はないか？と言うのが昨夜のメ
ンバーの一致した意見だった様
に思う。

私はスポンサーの強引な求心
力で入会したと思っているが、
それはそれで単なるキッカケ過
ぎない。今となっては多くの出
会いがあり、そしてそこから多
くの発見ができたことを素直に
感謝したい。

まだライオンとしての経験が
少ない私が、なぜか編集委員を
拝命することになったが、やは
り今考えると、個性豊かな編集
委員の面々との出会いが一番の
収穫だったなと納得している。

L.前田 秀男（盛岡不来方LC）

ライオンいわて編集委員が一
年間の苦労を慰労する懇親会を
催した。その会話の中で、編集
長より「なぜライオンズクラブ
に入ったの？」という質問があ
り、それぞれ自由に語ってくれ
た。各人各様の事情や思いがあ
り、時期もクラブもまちまちに
入会したメンバーが、何の因果
かここに集っている。これも「御
縁」か、と思う。

私のスポンサー（故L.小林清）
が、先日亡くなった。ライオン
ズクラブが大好きな人で、体調
を崩されてからもヘルパー同行
で例会に出席していた。大変残
念である。

そもそも私のスポンサーに
なった理由は、私の会社の創業
者（故L.加藤芳太郎）がL.小林
のスポンサーだったため、自分
がスポンサーをしなければ恩返
しが出来ないというものだっ
た。これも「御縁」かと思うが、
それだけではない。私は松尾鉱
山の生まれで、当時スポンサー
も松尾鉱山で働いていた。私の
父も鉱山で働いていて、年齢も
同じで同僚だった。退職後も二
人はずっと付き合いがあった。
その後何の因果か私とスポン
サーは同業者となり、業界の会
合で隣り合わせの席に座り、語
り合ううちにライオンズクラブ
に勧誘され、盛岡中津川ライオ
ンズクラブに入会した。

今の業界に入る前、初めて就
職して15年間勤めた職場の経営
者も盛岡中津川ライオンズクラ
ブの会員だった。入会してみる
と、不思議と御縁のある方がた
くさんいた。同業者や松尾鉱山
関係の方、仕事でお世話になっ
ている方、同級生、友人など。

自分はこのクラブに入るべくし
て入ったのだと入会直後から御
縁を感じていた。

今期のガバナーとは仕事の関
係もあったし、３人の息子さん
と音楽の仲間でもあり、最近は
お孫さんまでご一緒することが
多い。

また、ライオンいわて編集長
とは長年にわたり、親戚か家族
のようなお付き合いだったた
め、大変やりにくかった（笑）。

ライオンズクラブをめぐる人
の輪はどんどん広がり、得難い
仲間と巡り合った。

残念ながら物故ライオンと
なってしまったスポンサーの名
前が、会員名簿のスポンサー欄
から消えないように、できるだ
け長く会員でいたい。

L.鈴木 耕平（盛岡中津川LC）

当初は右も左もまったく判ら
ずに参加させていただきまし
た。１年間どうなるのだろうか
という不安ばかりでした。しか
し編集委員やクラブ内の諸先輩
方々の援助を受けながら月が進
むごとに編集委員の業務を自分
なりに理解して皆様お会いする
のが楽しみになっていきまし
た。

なかなか経験する事がない編
集の業務。なかなかお会いする
ことが少ない他クラブの方々と
会い真剣に討論する素晴らしい
機会に今は只々感謝です。

この１年間編集委員として参
加させて頂き経験した事をクラ
ブ内でも、また普段の業務にも
何かしら活かしていきたいと思
います。

最後に松本編集長をはじめと

編集委員による座談会から
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岩手県立宮古商業高等学校　前川 心 様撮影

した編集委員の方々、またライ
オンいわてを温かく見守って頂
きました会員の皆様に感謝いた
します。ありがとうございまし
た。

L.小野寺 平信（盛岡南LC）

十二年前のある日お取引先の
社長が来られ、やにわに「ライ
オンズクラブって知っている
か。聞いたことぐらいあるだろ
う？」「今度、玉山に発足する事
になった。ついては若い人に雑
用をしてもらいたい。」「深く考
えなくてもいい、心配無いから
黙ってここに判を押して。」当
時まだ三十代だった私は、中身
はわからなくとも雑用係だった
ら何とか成るかと思い（断れる
雰囲気では無く、選択の余地は
有りませんでしたが）入会申込
書に捺印しました。 ただ一言
「心配ないから」という言葉だ
けを頼りに。
以来、雑用係のはずがクラブ
会計・クラブ幹事・クラブ会長・
キャビネット副幹事・ライオン

いわて編集委員と経験させても
らいました。
入会時に燃えるようなボラン
ティア精神が有ったわけでもラ
イオニズムを理解していたわけ
でも無く、ボランティアを行う
団体という認識のみでほぼ「無」
の状態での入会でした。新設さ
れたクラブという事情もあり自
らのクラブ例会だけでなく、
キャビネットやゾーンのさまざ
まな会議に出席するようになり
ました。最初は緊張していた会
議も出席者の顔と名前が一致す
るようになった頃には、話を聞
く余裕もできてきました。する
と、ほとんどの方は私より一日
の長がおありですから会議中の
談義や後の懇親会での雑談など
で自分が知らない事や自分には
無い発想などを話され、それを
とても興味深く聞いています。
読書にもつながることですが、
一生のうちに自分が体験し得る
事柄は限られます。しかし本を
読んだり話を聞いたりすること
によって疑似体験でき、自分の
経験値が何倍にも増えて行く。

それはなんと楽しいことか、な
んと夢の広がることかと考えた
だけでワクワクします。私のラ
イオンズクラブとの始まりは真
摯な考えや熱い思いからではあ
りませんが、今はここに来なけ
れば得られなかった貴重な体験
をさせてもらっています。
陶淵明の桃花源記に由来し、
一休宗純の書で有名な「漁人入
得桃花洞（ぎょじんいりえたり 
とうかどう）」意味は「漁をす
る人は無欲でなくてはならず、
何の疑心も持たないそのような
者だからこそ、するすると桃源
郷に入ってこれたのだ。」
無欲な想いで入会したライオ
ンズクラブでしたが、今やさま
ざまなことを教わりたくさんの
方との出会いが私にとっての桃
源郷・・・とは言い過ぎですが、
大切な場となりました。
ライオンズクラブの第一義は
世界のため地域のためですが、
自分のためにもこれからも関
わっていきたいと思います。

L.中野 昌明（玉山姫神LC）

編集委員による座談会から
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1R1Z

盛岡LC
9日 第25回盛岡LC旗争奪リトルリーグ大会

16日 330A「東日本大震災アクティビティ」協力

盛岡不来方LC
20日 直接献血　
28日 「緑の募金」協力金拠出

盛岡中津川LC ─
盛岡観武LC 6日 国際地球デー　小鹿公園清掃
盛岡南LC ─
滝沢LC ─
玉山姫神LC ─

1R2Z
岩手LC ─

二戸LC
13日 住みよい二戸市をつくる市民運動推進協議会総会
24日 国際地球デー　植樹、枝切

西根LC 7日 ライオンの森・ユリノキ手入れ
安代LC ─

2R1Z
花巻LC 17日 LCIF献金ネパール大地震被災者救援

紫波LC
1日 第3回薬物乱用防止推進運動

24日 ライオンズの森環境整備

石鳥谷LC
3日 チャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）

27日 献血推進活動
大迫早池峰LC ─
花巻東LC 24日 高村光太郎記念館付近に舞茸敷設
東和猿ヶ石LC 15日 直接献血

矢巾LC
20日 矢巾町総合グランドの環境整備とグランド周辺の草刈
22日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

2R2Z

北上LC

4月1～30日 資源回収リサイクル活動
1、８、20日 献血推進活動　4件

13日 あけぼの福祉作業所へタオル寄贈
25日 北上市ラグビーフェスティバル観戦チケット寄贈
29日 LCIF献金ネパール大地震被災者救援

和賀LC
8日 献血推進活動　2件

25日 北上市ラグビーフェスティバル観戦チケット寄贈

北上国見LC

1、15、24日 献血推進活動
10日 早朝清掃活動
13日 図書購入費寄贈
21日 直接献血
25日 北上市ラグビーフェスティバル観戦チケット寄贈

江釣子LC

10日 献血推進活動
11日 ベルマーク寄贈
12日 北上市ラグビーフェスティバル観戦チケット寄贈
12日 カーブミラー清掃
26日 資源回収
28日 LCIF献金ネパール大地震被災者救援

3R1Z

水沢LC

3日 水沢LC旗争奪区内中学校野球大会
19日 水沢フラワーロード運営委員会総会
25日 奥州市献血推進協議会
26日 LCIF献金ネパール大地震被災者救援

江刺岩手LC

1日 国際地球デー　植樹
4日 献血推進活動
9日 江刺岩手旗争奪奥州市江刺区内中学校野球大会

28日 LCIF献金ネパール大地震被災者救援
前沢LC 17日 献血推進活動

水沢中央LC
19日 水沢公園時計塔・藤棚付近の清掃
9日 奥州市民憲章推進協議会

金ケ崎LC
22日 金ヶ崎観光協会総会
25日 使用済み切手　363枚送付

胆沢岩手LC 11日 献血推進活動

3R2Z
一関LC 28日 使用済み切手　4000枚送付

平泉LC
18日 平泉国際交流協会
26日 平泉をきれいにする運動
31日 国際環境デー　弁慶の森草刈選定

花泉LC 19日 さくら園へ資源再利用品の収集支援

一関中央LC
9日 使用済み切手　1000枚送付

10日 月一奉仕活動
14日 LCIF$1000献金

一関厳美渓LC ─

4R1Z
千厩LC 23日 千厩小学校大運動会
大東岩手LC 22日 国際地球デー　大東小学校へプランター寄贈
東山LC 12日 献血推進活動
藤沢岩手LC ─
川崎岩手LC 13日 川崎保育園花壇整備
室根LC 23日 プランター配布事業

4R2Z
大船渡LC 24日 ライオンズ農園
陸前高田LC 28日 LCIF献金ネパール大地震被災者救援
住田LC 11日 交通安全指導
大船渡五葉LC 5日 鯉のぼり子どものつどい

5R1Z

宮古岩手LC

11日 春の交通安全運動街頭啓発活動
11日 希望郷いわて国体宮古市実行委員会
21日 宮古市献血推進協議会
27日 宮古道路をまもる会総会

久慈LC ─

陸中宮古LC

11日 春の交通安全運動街頭啓発活動
11日 希望郷いわて国体宮古市実行委員会
12日 レディの会
13日 東日本大震災復興支援「ライオンズクラブ映画会」
16日 330A「東日本大震災アクティビティ」協力
21日 宮古市献血推進協議会
22日 百獣の王「ライオンコンペ」（事業資金獲得）
27日 宮古道路をまもる会総会
22日 千羽鶴作成
30日 十二神千古の森保全協議会に協力金

田野畑LC 20日 使用済み切手　1300枚送付
岩泉龍泉洞LC 11日 春の交通安全運動　街頭交通監視活動

5R2Z

釜石LC
4月30日 東海LCと友好クラブ締結

20日 LL奉仕活動

遠野LC
4月25～29日 遠野LC旗争奪学童野球大会

10日 ダイワハウス全国少年少女野球教室
13日 リサイクル品の回収

釜石リアスLC 22日 使用済み切手　1000枚送付
大槌LC 20日 旧役場前の献花台の清掃
陸中山田LC ─

ライオネスクラブ
西根LS 6日 早朝例会のための豚汁つくり

レオクラブ
盛岡LEO ─
早池峰LEO ─
石鳥谷LEO ─
北上LEO 8日 献血推進活動
一関二高LEO ─
釜石LEO ─

5月のアクティビティ

5月のアクティビティ
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真っ赤な太陽の季節からスタートした “浪
漫に馳せて” の思いも、ア…と云う間に一年
経過しました。ライオンの皆さんご協力あり
がとうございました。

世界に誇る最高の人道的社会奉仕団体LC
210ヶ国770余名のガバナーとして、その332
−B地区ガバナーとして、その行動を（Ask1）
に懸け、一年間夢中で走りました。

ジョー・プレストン国際会長のテーマ “誇
りを高めよう” のもと・奉仕を通じて・会員
増加を通じて…９項目にわたり、そのアク
ションにロマンを求めました。特に今年は、
日本から34年ぶりに国際会長にL.山田實紘が
選出されます。このことは、いろいろな事情
はあるにしろ、日本ライオンズの現状を見る
とき（私なりに）ややもすればステータスに
こだわり保守的、閉塞的、そのほか創設時か

らの諸事情…はあるでしょうが、今これから
脱皮し、世界の潮流から取り残されないよう
勇気を持って改革に挑戦しなければなりま
せん。千載一遇のチャンスです。世界中に日
本ライオンズのアイデンティティを顕示し
ましょう。正に変化の時代であり臨機応変が
必要です。今は変化が必要な時です。

私はいつも “故事” に倣うを引用しますが…
孫子の有名な「風林火山」（軍争篇）とは、
環境の変化に素早く対応して行動すると云
う意味で、これは正正堂堂の集団であって、
初めて可能となることです。時代の変化には
ロマンを掲げ、目的を失わず、臨機応変に動
くことが肝要です。

あなたのクラブ、あなたのやり方で！
しっかり理解しましょう。この言葉はL.山

田實紘の考えです。 

地区ガバナー L. 吉田  昭夫
 （盛岡中津川LC）

北上LC

佐　藤　　　甲

下　野　敦　司

樋　口　愛　晃

前沢LC 辻　山　光　洋

金ケ崎LC 松　本　　　司

会　員　動　向
５月　新入会員一覧

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛岡LC
伊　藤　淳之介

佐　野　公　房

５月　MJF＄1000献金者
クラブ名 会員氏名 MJF回数

矢巾LC 斉藤　秀造 14

一関中央LC 小岩　丈郎 9

訃
　報

盛岡中津川LC
故 L. 小林 清
享年86歳

（1985年12月入会）
５月２日ご逝去

大船渡LC
故 L. 新沼 金吾
享年80歳

（1983年４月入会）
５月２日ご逝去

家族会員 　久慈LC　故 L. 外里 キク　享年97歳（2015年３月入会）４月１日ご逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

浪漫に馳せて！／会員動向
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ア ク テ ィ ビ テ ィ フ ォ ト グ ラ フ

編集後記

二戸LC

花巻東LC

江刺岩手LC

室根LC

国際地球デー　植樹、枝切

高村光太郎記念館付近に舞茸敷設

江刺岩手旗争奪奥州市江刺区内中学校野球大会

花壇整備

西根LC

北上国見LC 水沢LC

花泉LC

遠野LC 西根LSC

大迫早池峰LC

大東岩手LC

ライオンの森・ユリノキ手入れ

図書購入費寄贈 水沢LC旗争奪区内中学校野球大会

さくら園へ資源再利用品の収集支援

ダイワハウス全国少年少女野球教室 早朝例会のための豚汁作り

清掃奉仕

国際地球デー　大東小学校へプランター寄贈

今期最終号である。編集委員全員でかかわりあう誌をと四苦八
苦して作ってはきたものの、下手なまま終えてしまうことをお許
し願うしかない。表紙写真もほぼ素人。編集委員撮影もある。高
校生に登場いただいたのは、沿岸の子供たちの今を伝えたかった
からだ。「これ俺の写真！」「これ私の記事！」と後年思い出して
もらえればと願っている。外の空気を入れたくてメンバー以外の
方にも書いて頂いた。
皆様にありがとうしかない。
宮古商業高校の生徒さん、粘り強くかかわってくれた編集委員、
そして期日に遅れがちで迷惑をおかけしてしまった川口印刷の
方々。今は感謝でいっぱいである。

編集長　L.松本征子

ライオンズクラブ国際協会332－B地区　キャビネット事務局

 ライオンいわて編集委員会
発行　2015年6月25日

発　行　人：L. 吉田昭夫（盛岡中津川LC）
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L. 鈴木耕平（盛岡中津川LC）、L. 佐藤博藏（盛岡観武LC）、
L. 小野寺平信（盛岡南LC）、L. 千田幸一（滝沢LC）、
L. 中野昌明（玉山姫神LC）
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事　務　局：〒020-0022　盛岡市大通3-6-12開運橋センタービル4-7号
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E-mail　　：office-332bmorioka@almond.ocn.ne.jp

表紙写真：最終号の表紙にも苦戦させられた。何枚もあるのに…結果、
最後も日の出となった。332－B地区の隆盛を祈りながら。

L.松本征子

アクティビティフォトグラフ
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