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IWATE
年頭のご挨拶

LION IWATE JANUARY

　新しい年を迎えられ会員の皆

様とご家族皆様にお祝いを申し

上げます。そして今年一年が最良

の年であります様ご祈念申し上

げます。今年は「巳」年、ヘビは脱

皮して成長していくことから、縁

起が良いとされています。巳年に

あやかり長年続いております、景

気の低迷から是非今年は脱皮が

でき、景気の回復を願いスタート

を切りました。

　東日本大震災から早二年が経

過しますが復興・復旧に国・県・市

町村が一体となり今まで以上の

スピードと予算を投入し被災地

に一日でも早い春が来る事を

願っているところであります。

　キャビネットとしての復興支

援は最重点事業であり、被災地へ

の買い物バスツアーを始め、数々

の要望に的確に答えていきます。

又地域間交流、或いはクラブ間交

流を柱にし、人・物・金に心を沿え

て参ります。被災地の皆さんには

心を強く持っていただき地域の

方々と共に復興に向けての行動

に、ライオンズクラブで実践され

たリーダーシップを遺憾なく発

揮していただく事をお願い致し

ます。

　私も地区ガバナー就任以来、早

半期が経過致しました。地区内役

員そして各クラブ会長外会員の

皆様に改めまして、前期キャビ

ネットに対しましてご協力、ご支

援に感謝申し上げます。この半年

を振り返りますと、和賀での年次

大会に始まり釜山での国際大会

や、福岡でのOSEALフォーラム、

そして一番の大切な仕事であり

ます10地区ゾーンへの公式訪問

や周年行事にと、アッという間に

走り抜いた感じです。そしてその

中から多くの事を学びました。

　それらの経験を活かし後半の

キャビネット運営に努めてまい

ります。国際会長テーマ「奉仕の

世界」や地区ガバナーアクティビ

ティスローガン「堅い絆で創ろう

未来（あした）」に示している通り

ライオンズクラブ或は、会員とし

て何を求めていくか、PDCAの見

直しを進め「何をやるか」「何がで

きるか」「何が進んでいるか」「何

が遅れているか」を早急にチェッ

クし、プランはどうするのか、被

災地の状況等を考えながら進め

てまいります。

　又「RAP」やライオンズクエス

トの現状と今後の対応、「GMT」

「GLT」の対応は、早急に方向性を

示してまいりますので、各担当の

方々のご協力をお願いするとこ

ろでございます。2013年5月12日

地区年次大会に向けて努力致し

ます。

謹賀新年

ライオンズクラブ国際協会332-B地区

L.千葉 龍二郎地区ガバナー

新年の抱負新年の抱負

（※2）

（※1）

（※１）PDCA・・・
（※2）RAP・・・・・・

Plan-Do-Check-Actionのサイクルのことをいいます。
国際会長の提唱するリーディングアクションプログラムに参加し、識字率の向上に邁進するよう呼びかけています。
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IWATE
ガバナー重点項目

ライオンいわて1月号

千葉ガバナー  上期  思い出のスナップ

下期もガバナー重点項目を
　　確認しながら進みましょう!

●ライオンズクエストの深化
●薬物乱用防止

青少年の
健全育成

クラブ間の
交流推進

2012-2013　332-B地区　地区ガバナー重点項目

332-B地区　下期予定表

※2013年1月現在においての行事予定です。変更の場合がございますのでご了承ください

2013年1月17日（木）

2月19日（火）

3月16日（土）

4月9日（火）

4月14日（日）

4月22日（月）

5月11日（土）

5月12日（日）

5月12日（日）

5月25日（土）

5月26日（日）

6月4日（火）

6月8日（土）

7月5日（金）～7月9日（火）

資格審査会（次期地区ガバナー・第一、第二副地区ガバナー候補）

第3回キャビネット会議・第3回ZC会議

一関厳美渓LC　25周年記念式典

アワード審査会

陸中山田LC　30周年記念式典

国際地球デー

第59回地区年次大会　親睦ゴルフ大会

第59回地区年次大会　代議員会・式典

第59回地区年次大会　祝賀会

332複合地区第59回年次大会前夜祭

332複合地区第59回年次大会

第4回キャビネット会議　地区名誉顧問会議

盛岡不来方LC　50周年記念式典

第96回国際大会（ドイツ）

期　　日

栗駒ゴルフ倶楽部

奥州市文化会館（Ｚホール）

プラザイン水沢

ホテルメトロポリタン盛岡  ニューウイング

摘　　要

奥州市

一関市

一関市

奥州市

金ケ崎町

奥州市

奥州市

宮城県

宮城県

奥州市

盛岡市

ハンブルグ

場　　所事　　項

ガバナー公式訪問 OSEALフォーラム 大船渡屋台村

釜山国際大会 YCE派遣生との夏まつり レオ フォーラム

震災復興
支援

GMT・GLTの
確立と強化
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IWATE
ライオネス・レオクラブ上期活動報告

LION IWATE JANUARY

　昨年7月より西根LSCも結成

33周年目を歩んでおります。私

も会長という重責を賜り、不慣れ

ながら皆様のご協力を得たお陰

で、前期の活動をとどこうりなく

終えることが出来ました。その中

でも特に印象に残っている2点

について述べてみたいと思いま

す。

　（1）献血推進運動の実施につ

いて・・・県立平舘高等学校では昨

年9月19日に27年目の献血運動

を終えました。参加生徒は県下2

番目という実績を上げています。

この運動から、命の尊さや博愛精

神など学んでいると思いますが、

生徒たちの何と礼儀正しかった

こと、未来の社会を創造し担って

いく若者たちの頼もしさに感激

しました。

　（2）薬物乱用防止の講演会実

施について・・・県警察本部の皆さ

んによる講演で、心が激しく揺れ

動く成長期といわれている中学

生対象に昨年9月実施されまし

た。一度なら…と薬物の誘惑に負

けたその一歩の間違いが悲惨で

恐ろしい人生への変貌するきっ

かけになることを知り、生徒たち

は、何を感じ何を考えたのでしょ

う。心に響き健全育成に大いに役

立った活動であったと確信して

います。

　さて、今期も八幡平市の活性化

に貢献できる活動を皆様の知恵

をお借りしながら創意工夫を凝

らし、引き続き頑張って参る所存

でございます。どうぞよろしくお

願い致します。

ウィサーブ活動を振り返って

上期活動報告
2012年7月～2012年12月

西根ライオネスクラブ

西根ライオネスクラブ会長　髙橋 ミノル

ライオネス・レオクラブ
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IWATE
ライオネス・レオクラブ上期活動報告

ライオンいわて1月号

　盛岡レオクラブは今年5人の

新メンバーを加え、全メンバー

11名で多くの場面で活動をする

ことができました。上半期の活動

では10月に、世界のライオンズ

デーで岩手護国神社の清掃活動。

11月に菜園の川徳前で光の箱募

金を行い、多くの方にご寄付いた

だきました。

　また12月には本宮イオン様内

でクリスマス献血の呼びかけを

行いました。新年に入ってからは

例年通り1月3日から5日まで開

催しました世界のレンダー展で

は日本ユニセフ様ほか多くの方

にカレンダーをご寄付していた

だき、また多くのお客様、ライオ

ンズクラブの皆様のおかげで今

年も大成功を収めることができ

ました。

　下半期の活動はアイバンク募

金、そしてカレンダーで得た益金

をアイバンク様、ユネスコ様、ユ

ニセフ様他、被災地で活動してい

る団体様に益金贈呈を行いたい

と思っています。

　上半期ではライオンズクラブ

様とさまざまな活動を行うこと

もできましたし、また清掃活動他

募金などを行うことで地域貢献

もできたのではないかなと思っ

ています。また来年は抜ける人が

多いため、新メンバーを増やす、

もしくは現役メンバーの積極的

な活動をしていけたらなと考え

ています。

　皆様のおかげで盛岡レオクラ

ブは上半期を終えることができ

ました。これから下半期の活動も

どうぞ温かく見守っていただけ

たらなと思います。

　早池峰レオクラブの主な活動

は、昨年９月、奥州宇宙遊学館に

おいて行われた第33回レオ

フォーラムに参加し、岩手県内６

つのレオクラブ会員と交流を深

めることができました。そして、

施設内の見学や特別講演会、ワー

クショップによる宇宙こま作成

体験学習などをして、色々と学ぶ

ことができました。

　また、親クラブのみなさんと一

緒に清掃活動なども行いました。

11月には、大迫子どもアート

フェスタに参加協力して、集まっ

た子どもたちと一緒に陶芸作品

を作ったり、風船を使った遊びや

大迫を題材にしたクイズをして、

私たちの住んでいる大迫を学ん

だり、色々な遊びを楽しみまし

た。

　年末には、花巻市大迫交流活性

化センター前において、毎年恒例

の第33回大迫地域歳末たすけあ

い芸能大会に参加協力し、慈善鍋

の募金活動を行いました。今年

も、昨年に引き続き多くの募金が

集まり、みなさんからお預かりし

た心温まる募金約９万円を福祉

基金として、社会福祉協議会へ贈

呈しました。

　年が明けて新年には、大迫ふる

さとセンターにおいて行われた、

親クラブ主催の新春郷土いろは

カルタ大会に参加し、審判員とし

て、大会運営の補助をしました。

郷土のいろはカルタを通して、子

どもたちと一緒に交流を深めま

した。今後も会員を増やしながら

活動を活発にして行きたいと思

います。

上半期活動報告
盛岡レオクラブ

盛岡レオクラブ会長　小苅米 希実

早池峰レオクラブ活動報告
早池峰レオクラブ

早池峰レオクラブ会長　高橋 桃佳
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IWATE
ライオネス・レオクラブ上期活動報告

LION IWATE JANUARY

　私たち石鳥谷レオクラブは今

年度もスポンサークラブはじめ

多くの方々のご協力をいただき

ながら活動してきました。主な活

動は、6月の石鳥谷駅周辺の清掃

奉仕、7月の「サマーキャンプin戸

塚森」の参加、高齢者施設の夏祭

りボランティア、8月の寺子屋ボ

ランティア、9月のレオフォーラ

ムへの参加、10月の赤い羽根共

同募金活動などです。　

　また、新たな取り組みとして、

沿岸の現状を知るため10月27日

に大槌町を訪問しました。現地の

方のお話はとても貴重なもので、

岩手県民として震災を忘れては

ならないと強く思いました。そし

て、復興に向けて自分たちには何

ができるのかを改めて考える

きっかけにもなりました。私たち

は今後も沿岸の地域との関わり

を大切にし、支援を続けていきた

いと思っています。　

　ボランティア活動を通して、た

くさんの人の温かさを感じられ

ることが奉仕する喜びになって

います。レオクラブの活動は、ス

ポンサークラブの方々、地域の

方々、先生方の協力があるからこ

そ成り立っています。今後も真剣

に奉仕活動に取り組むことで、感

謝の気持ちを表していきたいと

思います。

　北上レオクラブの上期の活動

をしてみて学んだことを報告し

たいと思います。

　昨年もスポンサークラブさん

や多くの方々のおかげで、北上レ

オクラブは上半期もとても意義

のある活動をしてくることが出

来ました。そのおかげで、上期を

通して北上レオクラブのメン

バーも精力的に奉仕活動に励め

たのではないかと思います。

　上期の北上総合運動公園前の

花壇清掃は朝が早いということ

もあり、車を持たない学生や、電

車などで都合のある学生は参加

できないことも多々ありました

が、その他の活動に積極的に活動

に参加してくれる人も多く、とて

も力になって頂きました。毎年

行っている花壇の整備など日々

の活動の結果として、綺麗な花を

咲かせ道行く人の目に輝いて

映っていることと思います。

　その他にも廃品回収、献血のお

手伝いにもレオクラブメンバー

全員で力を合わせて取り組んで

きました。どの活動においても些

細なお手伝いしか出来なかった

と思いますが、微力なりに明るい

社会づくりのためになれたと思

います。

　一番記憶に残っているのが、レ

オフォーラムです。昨年は北上レ

オクラブが進行、代表の言葉をま

かせていただいて、とてもよい人

生経験になりました。数少ない貴

重な体験をさせて頂き誇りに思

います。

　釜石レオクラブさんにも、復興

への願掛けという形の記念品贈

呈をさせて頂いたり、他のレオク

ラブとも深い交流ができ、得難い

交流会になったと思いました。

　そして最後に、震災のこともあ

り、北上レオクラブには奉仕活動

を積極的に行う姿勢が足りないと

いうことに気づくことにもなり、

これまでになく積極的な活動をし

てこられたことが、自分たちに

とって一番の成果だったのではな

いかと思いました。

上期の活動を振り返って
石鳥谷レオクラブ

石鳥谷レオクラブ会長　本舘 咲希

北上レオクラブ上期の活動を振り返って
北上レオクラブ

北上レオクラブ会長　小原 美奈子
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IWATE
ライオネス・レオクラブ上期活動報告

ライオンいわて1月号

上期の活動報告
釜石レオクラブ

釜石レオクラブ会長　菊池 愛莉

　一関二高レオクラブも結成し

て5年を迎え、様々な活動をさせ

ていただいています。今年の上期

の活動としては、毎年行っている

JR一ノ関駅のプランター設置を

8月に行いました。お盆の帰省客

や観光客の方々にきれいな駅を

利用していただけたと思います。

　また9月には一関ハーフマラ

ソンの補助員ボランティアをし

ました。受付の補助やマッサージ

コーナーの手伝いをし、たくさん

のランナーに気持ちよく走って

いただけるお手伝いができたと

思います。

　また10月には一関中央ライオ

ンズクラブの35周年式典で受付

のお手伝いをしました。本校の音

楽部も合唱を披露するなど学校

全体で盛り上げることができた

と思います。

　12月にはIBCラジオチャリ

ティミュージックソンの募金呼

びかけをしました。毎年行ってい

ますが、今年は特に寒さが厳しく

大変でした。ですが寒い中募金を

して下さる方々がいて励みにな

りました。

　今年は残念ながらレオフォー

ラムと文化祭が重なり参加でき

ませんでしたので、来年はぜひ参

加したいと思っています。これか

らも元気に活動を続けていきた

いと思います。

　何時もの変らぬご支援に感謝

しつつ開催順に活動報告します。

　【7月23日】新会員入会式を行

い、新会員7名に会員認定書とレ

オバッジが釜石LC会長より授与

されました。出席レオ16名。

　【8月1～28日】夏期YCE派遣生

の会長菊池愛莉が、米国ミシガン

州マンチェスター市にホームス

テイしてまいりました。マンチェ

スターLC表敬訪問等所期の目標

を一応クリアしたと思っていま

す。9月30日仙台市で複合地区帰

国報告会があり報告しました。

　【8月4日】332複合地区YCEサ

マーキャンプ釜石会場が開催さ

れ、4名の来日生と40名のライオ

ンがお出でになり、当クラブから

3名のレオが参加、意見交流しま

した。また3.11大震災犠牲者「鎮

魂の碑」に参拝し献花しました。

　【9月2日】332-B地区第33回レ

オフォーラムが奥州市宇宙遊学

館で開催され5名出席。各クラブ

より被災地支援事業の報告があ

り、慎んで拝聴しました。見学し

た宇宙遊学館の展示品と解説は

とても素晴らしかったです。ここ

で北上クラブより震災のお見舞

いと元気付けに特大の寄せ書き

を受贈致しました。

　【10月13日】ライオンズ奉仕

デーに7名参加、釜石LCと共同し

て、大渡橋脇橋詰広場の草取り、

津波漂着物の除去等たっぷり時

間をかけて丁寧に清掃しました。

　【10月27～28日】商工祭（所属

高校）に恒例のレオコーナーを開

設し、クラブ活動をパネルで紹介

し、薬物乱用防止、献血のPR、「ひ

かりの箱」募金を行いました。そ

して、先に北上レオクラブさんか

ら戴いた大判の寄せ書きを掲示

し披露しました。また石鳥谷レオ

クラブと石鳥谷LC一行が立ち寄

られ視察されました。

　【12月20日】クリスマス献血

キャンペーンに6名参加、釜石

LC・釜石リアスLCと共に呼びか

けを行いました。献血者81名に

シャンメリー等をプレゼントし

ました。

一関二高レオクラブの活動報告
一関二高レオクラブ

一関二高レオクラブ会長　佐々木 梨奈
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IWATE
LCIFアクティビティ

LION IWATE JANUARY

　ライオンズクラブ国際協会

332-B地区（岩手県、千葉龍二郎

ガバナー）は12月16日東日本大

震災復興支援の一環で釜石市大

渡町の医療法人仁医会釜石のぞ

み病院（葛西款院長）に眼科手術

用顕微鏡1台（1，100万円相当）を

寄贈した。

　葛西院長は「高額な顕微鏡を支

援していただき本当にありがた

い。より多くの手術が可能になっ

たことで患者の不便さが解消で

き、安心して治療を受けていただ

ける」と感謝した。

　贈られたのはドイツの有名

メーカー製で、日本の多くの大学

病院で使われているという。同病

院で行われた贈呈式には、LCと

病院側から9名が出席。千葉ガバ

ナーが顕微鏡を引き渡し、葛西医

院長は同協会へ感謝状を贈った。

千葉ガバナーは『眼科医療に対す

る地域全体の思いを手助けでき、

大変喜んでいる』と述べた。

　同病院は旧釜石市民病院の施

設を利用して2007年に開院。基

本的に手術を行わない方針で診

察を続けてきたが、震災で地域の

眼科手術の状況が一変したため、

今年6月から患者の多い白内障の

手術を開始。最先端の機材を導入

し、同手術を専門とする金沢医科

大学病院（石川県）の佐々木洋教

授を月に一回招き手術を行って

きたが、手術用顕微鏡はリース品

を使用していた。

　「いただいた顕微鏡をしっかり

活用して、手術待機者がゼロにな

るよう頑張りたい」と佐々木教

授。この日も贈呈式の後手術に入

り、2日間で31件の手術を行っ

た。来月からは1日で40件の手術

に対応できる見込み。

同病院では現在、約200件の患者

が手術を待っているが、大学病院

レベルの手術環境が整ったこと

で、待機期間の短縮につながるも

のと期待される。

東日本大震災被災地援助

眼科手術用顕微鏡の寄贈
申請者：5R2Z ZC L.大萱生 修一・釜石ライオンズクラブ 会長 L.田畑 一行

釜石のぞみ病院へ、ライオンズクラブが寄贈　眼科医療を応援！！
12月19日（水）復興釜石新聞に掲載された記事をご紹介いたします
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槌の音

ライオンいわて1月号

槌の音
　新年を迎えて寒さがことさら

に厳しい昨今、被災地を目の当た

りにして、何とも切ない思いが強

くなる。あれから1年10ヶ月を経

過して、商店や飲食店が仮設の建

物でポツポツと営業を始めてい

る。人影はパラパラである。郊外

型量販店は買い物客で溢れてい

る。仮設住宅は狭くて、寒い。「流

しへ1歩トイレは2歩、風呂3歩、7

歩歩けば居間に行く」凄く便利だ

と…。身も心もゆったり出来る温

かい住宅へ移れるのは何時にな

るのだろうか？山田町の復興計

画を覗くと、

【復興期（H23年～25年）】…まち

づくりの基礎となる土地や基盤

施設の再整備と各種活動の始動。

【再生期（H26年～29年）】…新た

な土地への建設開始と各種活動

の本格開始。

【発展期（H30年～32年）】…町の

成熟化と広域的な連携による各

種活動の拡大。

とあり、まだまだ先になりそうで

ある。慣れない住宅環境でストレ

スと闘い、悩みながらの生活はさ

ぞかし大変であろうと思いやら

れる。

　いち早く再建の槌音が高らか

に鳴っているところがある。町内

で唯一被災校である船越小学校

は陸中海岸青少年の家に間借り

しているが、平成26年4月開校の

予定で工事に取りかかっている。

隣接の山を切り崩して校舎を建

て、校舎跡地と校庭を嵩上げして

グラウンドにするそうだ。完成が

待ち遠しい。

　さて、クラブの活動状況である

が、継続事業としてきたアクティ

ビティは被災後も実施している。

8月、後援する町内小学校水泳記

録会の開会式に参列し祝辞を述

べた。

　11月、山田町長杯キッズサッ

カー大会後援。国際平和ポスター

コンテストは、町内9校を訪問し

協力をお願いし、7校から116点

の応募を頂いた。キャビネット特

別賞を受けた優秀作品もあり協

力校の皆さんに心から感謝を申

し上げる。

　クラブ間交流も活発である。買

い物ツアーでご支援をいただく

北上国見LCと江釣子LCで短時間

ではあるが懇親を図っている。

332-A地区の弘前東奥LCとは、よ

さこいソーラン「花嵐桜組」の公

演を共催で実施して合同例会を

した。また大槌LCとは新年交賀

会を兼ねて合同例会開催予定（1

月21日）である。

復興への
『年間特集 第6回』

会　長

幹　事

会　計

会員数

結成日

チャーターナイト

例会日

例会場

鈴木　康正

松永　和久

堀合　啓二

25名

1983.6.18

1983.11.6

【第1月曜日】19：00～20：00
【第3月曜日】19：00～20：00

山田町長崎3-1-32
陸中山田LC仮事務所

5R2Z 陸中山田ライオンズクラブ
事務所：下閉伊郡山田町大沢7-95-5
TEL：0193-82-6925　FAX:0193-82-6925

L.平塚 六郎
陸中山田LC

　会員増強について、被災地の厳

しい状況の中で11月に2名の新加

入者を迎えることが出来て25名

の会員数となった。クラブ員の7

割が被災し仮設住宅入居、事業所

再建、町外避難等会員維持が心配

される状況下にあり危機感を

持って取り組まなければならな

い。ふるさと復興にあたり何をな

すべきかクラブの役割を模索し

ながら出来ることを見つけて支

援活動をしてゆく。

　住宅建設が始まるのは宅地等

が整備される5年後が山田町の復

興計画である。長期に亘る復興再

建の道となるが、皆様のご支援、

ご指導、ご鞭撻をいただきながら

「奉仕の心」を持って会員一同励

んで行くのでよろしくお願い申

し上げる。

▲小学校水泳記録会開会式 ▲神奈川大学学生と清掃奉仕

▲弘前東奥LCと合同例会
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アクティビティ

LION IWATE JANUARY

から吊して、会場内を巡回したり

送迎バスから降りてくるお客さ

んに呼びかけたりと大奮闘して

くれた。最初は小さかった声も慣

れるに従い堂々となり、反応も良

く効果は抜群だった。

　自由意思で積極的に応じてく

れた子供たちの純真なボラン

ティア精神に、メンバー一堂から

感謝と感動の気持ちを禁じえな

かった。昼食には、お目当て「前沢

牛の焼肉」を堪能してもらい、貴

重な思い出になってくれればと

願っている。

　このように、ライオンズクラブ

のアクティビティに若い世代が

参加し、いつの日かライオンズマ

ンとして私達の精神を受け継い

でくれるものと信じて、一隅を照

らす活動に取り組んでいきたい

ものである。

　「献血に、ご協力を、お願いしま

あす」

　2012年12月16日、クリスマス

献血の日、イオン前沢店内に少し

恥ずかしげながら爽やかな声が

響いた。献血の呼びかけボラン

ティアに応じてくれた、前沢高校

JRCの女子高校生たちの若々しい

姿がそこにあった。

　我がクラブが密かに誇りとす

る活動に、毎月欠かさず続けてい

る献血推進活動がある。いつもは

中年のメンバーがプラカードを

持って立つのだが、やはり高校生

が傍にいると雰囲気がとても良

い。加えてその日はクリスマス直

前の日曜日、客足も順調で献血に

応じてくれる人もかなり多く、成

果は上々であった。

　遡って6月には、前沢の一大イ

ベント「前沢牛祭り」が盛大に開

催された。数万人の参加でにぎわ

う祭りの場でも、ライオンズクラ

ブは献血推進に取り組んだ。

　その日は、地元前沢中学校の生

徒たちが沢山参加してくれた。献

血の呼びかけは勿論、この時は特

別に、東日本大震災で親を失った

子供たちの学習支援募金にも取

り組むことにした。

　生徒たちは大きな募金箱を肩

我がクラブ自慢 『毎月献血推進活動やっています』
前沢ライオンズクラブ 会長　L.伊藤 正次

10人

15人

20人

16人

7人

14人

22人

11人

14人

東日本大震災のため中止

東日本大震災のため中止

大震災後から今月までの献血推進状況

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

39人

32人

36人

28人

34人

51人

40人

43人

41人

13人

6人

11人

15人

12人

17人

17人

15人

8人

12人

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

31人

36人

37人

26人

41人

40人

32人

35人

34人

45人

200ml 400ml 200ml 400ml

延べ人数 255人 701人
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ライオンズクエスト

ライオンいわて1月号

　被災地田野畑にも復校の槌の

音が響いていました。8月には校

内ワークショップ開催を希望し

ています。25名の参加でした。

　ワークショップ実行委員会を

立ち上げ、ゾーン内各クラブに学

校を割り当て、学校長へ派遣依頼

をお願いした成果が出ているの

ではないかと思います。33名の参

加でした。

　紫波・矢巾地区では来期にワー

クショップを企画したいと意気

込んでおりました。学校長2名、副

校長1名を含む40名参加しまし

た。

ライオンズクエストのWS.セミナーは、クラブACTに利用できます。

平泉ワークショップ
平成24年12月26、27日

於：平泉武蔵坊

平成25年1月7日　於：花巻温泉 ホテル紅葉館

田野畑セミナー
平成25年1月10日
於：田野畑中学校

紫波・矢巾セミナー
平成25年1月12日

於：矢巾町さわやかハウス

　ライオンズクエスト「思春期のライフスキル」プログラムをまず知っていただくためのワークショップが毎

年全国各地で約100回ほど開催されています。このワークショップを既に受けた方で、日頃ライフスキルの授

業を生徒たちにしている先生方のために、フォローアップワークショップというものがあります。

※フォローアップワークショップとは？

フォローアップワークショップ in
花巻初開催

332-B地区
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エクステンション

LION IWATE JANUARY

30代の会員が一挙に3名入会！！

いつも大変お世話になっております。私ども東山ライオンズクラブでは昨日、1月第一例会の際に新会員の入会

式を行いました。新会員は3名で何れも30代の男性です。会員の高齢化にともなう会員増強が大きな課題でした

が、3名の若者に一挙に入会していただくことができ、大きな喜びです。（東山ライオンズクラブ）

な、なん
と！！

有限会社  大工業  専務取締役

一関商工会議所青年部所属

佐藤 幸淑
昭和48年3月16日（39歳）

さとう　ゆきとし

ファミリーマート東山町長坂店  店長

一関商工会議所青年部所属

齋藤  亨
昭和48年7月26日（39歳）

さいとう　あきら

有限会社げいび観光センター  常務取締役

一関商工会議所青年部所属

佐々木 朋和
昭和52年6月7日（35歳）

ささき　ともかず

■スポンサーライオン  L.佐藤幸三（推薦年月日  2012年12月25日）
■理事会承認  2012年12月25日承認（例会承認）

東山ライオンズクラブの 奇跡
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新聞で見る12月のアクティビティ

ライオンいわて1月号

新
聞
で
見
る
!!

新
聞
で
見
る
!!

月
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

胆江日日  H24年12月27日  掲載

岩手日日  H24年12月26日  掲載

岩手日日  H24年11月23日  掲載

！

12
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12月のアクティビティ

LION IWATE JANUARY

D e c e m b e r   A c t i v i t yD e c e m b e r   A c t i v i t y

3R1Z

4R1Z

3R2Z

4R2Z

IBCラジオチャリティ・ミュージックソン
歳末助け合い基金贈呈
東日本大震災被災地支援　山田町「清和会」へ支援金贈呈
全献血推進活動
ひかりの箱　チャリティオークション益金を送金
歳末助け合い義援金　
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン

平成２４年度暴力団追放胆江地区民会議
「福寿荘」への歳末福祉慰問
前沢LC歳末たすけあいチャリティショー　寄付
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　募金
「奥州市社会福祉協議会」へ歳末たすけあい募金
前沢LC歳末たすけあいチャリティショー　寄付
献血推進活動　クリスマス献血
歳末たすけあい寄付事業　「わかくさ」「声の図書館」
わかくさ　ふれあい合同クリスマス感謝祭
歳末たすけあい寄付事業　「江刺図書館」
献血推進活動　クリスマスキャンペーン
前沢LC歳末チャリティショー開催　益金を社会福祉団体に寄贈
暴力団追放胆江地区民会議
水沢中央LC旗フットサル大会
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
LCIF＄20献金
暴力団追放地区民会議
献血推進活動　クリスマスキャンペーン
前沢LC歳末たすけあいチャリティショー　協力
歳末たすけあい演芸大会インかねがさき　協力
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
「友愛園」慰問
使用済み切手　5400枚送付
金ケ崎町福祉基金へ寄付
歳末たすけあい募金　寄付

歳末たすけあい募金　寄付
ブナの木園との交流会
献血推進活動　クリスマスキャンペーン
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
歳末たすけあい募金
「黄金荘」クリスマス会
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン
ライオンズクエスト平泉WS
復興支援コンサート
花泉町手をつなぐ会クリスマス発表会
歳末助け合い募金
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
直接献血
歳末たすけあい募金
ライオンズクエストワークショップ　協力
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力

新聞を配達する人を励ます会
ひかりの箱募金の回収　御礼文掲示
クリスマス慰問　「ひより」
クリスマス慰問　「やまぶき荘」
東日本大震災被災地支援　陸前高田仮設住宅にお餅提供
薬物乱用防止講座
献血推進活動

東日本大震災被災地支援　大船渡屋台村訪問
室根孝養ハイツ　クリスマス会

大洋学園に寄附とケーキの贈呈
献血推進活動
LCIF＄１０００献金
復興支援コンサート協力
仮設住宅での餅つき
世田米、有住保育園にクリスマスプレゼント

24日
25日

11月13日
9日
18日
20日
24日

5日
7日
9日
24日
25日
9日
11日
13日
14日
18日
16日
9日
11日
22日
24日
7日
7日
8日
11日
15日
24日
25日
25日
28日
18日

6日
22日
23日
24日
6日
21日

24、25日
26日
2日
11日
28日

24、25日
1日
3日

3、5日
24日

24、25日

19日
20日
19日
24日
8日
11日
26日

21日
24日

2日
8日
27日
2日
8日
21日

1R2Z

2R1Z

2R2Z

玉山姫神

岩手

葛巻

二戸

安代

花巻

石鳥谷

大迫早池峰

花巻東

東和猿ヶ石

北上国見

17日
25日
1日
19日
24日
27日
8日
27日

11月2～4日
11月17日

23日
15日
22日
25日
25日
27日

11月23～25日

8日
14日
14日

５日
５日
12日
18日
24日
15日
19日

2日
1日

10、12日
24日
26日
2日
19日
21日

2日
24日
24日
13日
13日

13、17日
20、21日

21日

11月1～30日
11月30日

13日
18日
23日
17日

12、17日
23日
15日
20日
21日
12日
21日
23日

1R1Z
ひかりの箱募金　送金　２件
クリスマス家族会オークション収益　東日本大震災義援金に送金
献血推進活動　クリスマス献血キャンペーン
清和荘にクリスマスプレゼント
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
LCIF＄20献金
和光学園　餅つき会会開催
LCIF＄20献金
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト　展示会
献血推進活動　
もりにし柔剣道教室納会　協賛
クリスマス家族会　オークション　（事業資金獲得）
献血推進活動　クリスマス献血キャンペーン
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
オークション益金を社会福祉協議会へ寄付
太平洋の橋コンサートツアー

歳末助け合い芸能大会
岩手町内社会福祉団体へ義援金贈呈
スポーツ少年団　助成金拠出

輝けカシオペアの子供
二戸地区暴力団追放集会
カシオペア青年会議所総会出席
ガールスカウトへの助成
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン　協力
クリスマス家族会オークション（事業資金獲得）
歳末助け合い募金

花巻市福祉バザー
植樹看板の整備
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト　表彰式
カレンダーバザー用品チャリティ販売（事業資金獲得）
ペットボトルキャップの回収
歳末助け合い芸能大会へ協賛
清光学園の児童招待しクリスマス会
LCIF＄１０００献金

福祉バザー
献血推進活動　クリスマス献血
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン
オークション益金を社会福祉協議会へ寄付
LCIF＄１０００献金
LCIF＄20献金　
第15回矢巾町杯山ゆりカップ中学校女子バレーボール
LCIF＄１０００献金

資源回収リサイクル活動
献血推進活動　２箇所
アイバンク登録
LCIF＄１０００献金
伊奈かっぺい　チャリティ・トークライブ
献血推進活動　クリスマス献血
環境保全　資源回収
献血推進活動　３箇所
献血推進活動　クリスマス献血
手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会
LCIF＄１０００献金
歳末助け合い義援金　贈呈
献血推進活動
年末家族会オークション　（事業資金獲得）
献血推進活動　クリスマス献血

盛岡不来方

盛岡

北上国見

前沢

千厩

大東岩手

藤沢岩手

室根

陸前高田

盛岡中津川

盛岡観武

盛岡南

滝沢

西根

紫波

一関

平泉

花泉

一関中央

矢巾

北上

和賀

江釣子

水沢

江刺岩手

水沢中央

金ケ崎

胆沢岩手

一関厳美渓

東山

川崎岩手

大船渡

住田



ライオンいわて1月号 15

IWATE
「龍声」

「龍声」 L.千葉 龍二郎
地区ガバナー

L
地

　新年あけましておめでとうござい

ます。

　今年も「龍声」私のコーナーを愛読

よろしくお願い致します。

　年末に届くカレンダーの中に相田

みつを先生のカレンダーを見つけ私

の部屋に掛けました。その中から一

作紹介します。

二郎L.千葉 龍
地区ガバナー

ざい

愛読愛読

相田

け私

ら一

　相田みつをが自然体で社会を視

る、そして思いを重ねた作品は私も

大好きで何度か相田みつを美術館に

行くこともあります。作品の中には

常に争いが起こらないように、又世

の中が平和であるように、そして自

然（山や海や河）がこれ以上汚れない

ように、心から願っています。そし

を視

私も

館に

には

又世

て自

ない

し

て、ひとりひとり自分に合った「願」

を持ち、「一隅を照らす」人間になり

たいと、結んでいるのです。

　前号でも少し触れました。国際平

和ポスターコンテストには大変すば

らしい作品をたくさん応募していた

だきました。審査員全員が感銘しな

がらの審査に多くの時間がかかりま

した。受賞者それぞれの感想として

「世界中の子供たちが、笑顔で生きる

という幸せを知って暮らすことが出

来たらいい」と述べております。

まさしく「願（がん）を持ちましょう」

であります。

　そしてライオンズクラブのモッ

トーである「世界平和」にもっと貢献

しようとお正月を過ごしました。

雑感雑感

謹んでご冥福を
お祈り申し上げます

故 L.荒磯 富治
（北上LC）享年73歳

2002年8月入会 12月12日逝去

故 L.長岡 秀征
（盛岡不来方LC）享年65歳

1992年10月入会 12月23日逝去

ライオネスクラブ

レオクラブ

歳末たすけあい協力金
使用済み切手　5500枚送付
献血推進活動　クリスマスキャンペーン
使用済み切手　1000枚送付
歳末助け合い義援金

焼走りマラソン実行委員会
クリスマス家族会オークション（事業資金獲得）

献血推進活動　クリスマスキャンペーン

献血推進活動　クリスマスキャンペーン
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン
献血推進活動　クリスマスキャンペーン

25日
27日
16日
20日
25日

6日
15日

8日

23日
24日
20日

5R1Z

5R2Z

大熊手奉納祭り
IBCラジオチャリティ・ミュージックソン

大熊手奉納祭り
レディの会　奉仕活動
仮設住宅への　みかん配布活動

岩泉地区歳末助け合い芸能祭　協力

歳末助けあい運動協力
献血推進活動　クリスマスキャンペーン
第３７８回LL奉仕活動
クリスマス家族会オークション　（事業資金獲得）
使用済み切手　782枚送付
障害者施設支援　リサイクル品の回収

2日
24日

1、2日
5日
8日

1日

1日
16日
19日
20日
20日
5日

2日 献血推進活動　クリスマスキャンペーン大船渡五葉

宮古岩手
久慈
田老

陸中宮古

田野畑
岩泉龍泉洞

釜石

遠野

釜石リアス

大槌
陸中山田

盛岡
早池峰
石鳥谷
北上
一関二高
釜石

遠野

西根

クラブ名 会員名（新入／再入／転入）
12月　新入会員一覧

北上国見LC
久慈LC

会員動向

佐 藤 　 　 功
宅 石 美 穂 子

12月　LCIF1000ドル献金者
クラブ名 回数

3
3
1
10
1
1

会員氏名
髙 橋  康 郎
田 口  忠 雄
廣 田  清 実
舘 　  　 勇
高 橋  信 行
栗 村  安 弘

石鳥谷LC
矢巾LC
矢巾LC
北上LC
和賀LC
大船渡LC

訃  報

ただいるだけで

みつを

あなたがそこに　　ただいるだけで
その場の空気が　　あかるくなる
あなたがそこに　　ただいるだけで
みんなのこころが　やすらぐ
そんなあなたに　　わたしもなりたい
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編集後記
　今期の「ライオンいわて」もいよいよ後半戦に突入、マラ
ソンに例えればようやく折り返し地点を回ったところまで辿
り着くことができました。これも偏にライオン各位のご協力
の賜物と心より感謝いたしております。
　半年も経てば編集にも慣れ、サラサラと作業も進むもの
と高を括っておりましたが、現実はそう甘いものではなく未
だに青息吐息で毎月毎月の締め切りに追われている有様
で、己の非力さを痛感している今日この頃です。
　それでも「あと半分!」と気合いを入れ直し、ようやく後期
の初号を下版することができました。またまたギリギリの発
行見込みとなり、送付など考え合わせると多少お手元に届
くのが遅くなることが予想されます。ご愛読をいただいて
いる方々には大変申し訳なく感じているところです。
　次号からは一日でも早く発行することを肝に銘じ、努力
を重ねてまいる所存ですので、変わらぬご協力と叱咤激励
を宜しくお願いいたします。

12月のアクティビティ

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
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表紙の説明 ： 巣伏の戦い跡に建つ高楼
789年（延歴8年）征東将軍紀古佐美率いる朝廷軍5万がアテルイ率いる蝦夷軍と激突
した。地の利を活かしたアテルイとモレの戦術により、この巣伏の地で蝦夷軍が朝廷軍を
撃ち破った。しかしその後度重なる朝廷側の遠征により、アテルイはこれ以上の悲惨な戦
いを避ける為、朝廷軍に投降した。その後、アテルイの魂は安部一族、藤原三代へ受け継
がれていくこととなる。高楼からは雄大に流れる北上川と肥沃な胆沢平野が一望される。

東山LC

陸前高田仮設住宅にお餅提供

歳末助け合い芸能大会 歳末助け合い募金

清和荘にクリスマスプレゼント室根孝養ハイツ クリスマス会

盛岡中津川LC

和光学園 餅つき会

江釣子LC

チャリティ・ミュージックソン

釜石LC

献血推進活動

千厩LC

新聞を配達する人を励ます会

花巻東LC

福祉バザー チャリティ・ミュージックソン 平和ポスターコンテスト表彰式

岩手LC 西根LC

室根LC 盛岡不来方LC

紫波LC水沢中央LC

アクティビティ 　　　 　 グラフPhoto

広報副委員長　L.平澤真樹


