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IWATE
年次大会のお知らせ

ライオンいわて4月号

希望
クティビティを通年続けられた

ことを確認し、友情と友愛の精神

溢れる地区内会員が相集い、未来

（あした）を話し合う。「希望」の持

てる年次大会になればと願うも

のです。

　3R1Zのホストクラブメンバー

一同が心からの歓迎をさせて戴

きます。皆々様のご参加をお待ち

申し上げます。

　四季の移ろいは早く、厳寒の冬

を越え、木々の芽膨らむ緑鮮やか

な季節となりました。あの忌まわ

しい震災から二年が過ぎ、僅かず

つながらも復興の芽吹きも感じ

られる昨今です。

　今からちょうど90年前の大正

12年、東京は関東大震災に見舞わ

れました。奈落の底に落ちた大都

市東京を再興させるべく、雄雄し

くその先頭に立った人「後藤新

平」。彼の稀有壮大な計画は「大風

呂敷」と嘲笑されましたが、昭和

通りをはじめとする規格外の骨

格道路等は帝都復興の礎となり

ました。その後後藤新平生誕の

地・水沢で第59回年次大会を開催

いたします。

　被災地の一日も早い復興を強

く願いながら、「一隅を照らす」ア

会　　　場

受　　　付
委　員　会

開会式・投票
決　議　会

代議員会

奥州市文化会館Zホール［中ホール］
　〒023-0003　奥州市水沢区佐倉河字石橋41番地
　TEL.0197-22-6622

9:00～9:20
9:20～9:40
　・資格審査委員会
　・議事運営委員会
　・指名選挙委員会

9:45～10:10
10:10～11:00

開催日

栗駒ゴルフ倶楽部
〒023-0003
金ケ崎町永沢石持沢6-44
TEL.0197-44-3811
FAX.0197-44-2119

18ホール
ストロークプレー
(ダブルリペア方式）

会　　　場

時　　　間

プラザイン水沢
　〒023-0003　奥州市水沢区佐倉河字後田29
　TEL.0197-25-8811

13:15～14:45

会　　　場
受　　　付
式　　　典

大会式典

祝賀会

奥州市文化会館Zホール［大ホール］
10:00～10:50
11:10～12:30

地区年次大会委員長
L.中島達雄

地区大会会長・地区ガバナー
L.千葉龍二郎

第59回年次大会テーマ第59回年次大会テーマ

5月11日（土）

ゴルフ
コンペ

親 睦

会場

競技方法

2013年5月12日（日）

2012-2013　332B-地区  アクティビティスローガン

堅い絆で 創ろう未来

2012-2013　332B-地区  ガバナーテーマ

We Serveの心で一隅を照らす
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　2年前の大震災で壊滅的な被

害を受けた陸中山田LC CN30周

年記念式典が盛大に開催されま

した。

　当日は内陸地域ではまだ咲か

ない「さくら」の開花にも立ち会

う機会に恵まれ、何事もなかった

ような穏やかな海が美しく輝い

ていました。

　その一方、自動車のナビに表示

される目印となる町内の建物はこ

とごとく消滅し、ここが2年前と

んでもない大災害に襲われたこと

が寒々と実感させられました。

　被災を免れ会場となった山田

町中央公民館広場には、当地から

首相の座にまで上りつめた鈴木

善幸元首相の堂々とした銅像が

誇り高く立ち、その広場では大阪

岸和田から運ばれた「絆だんじり

プロジェクト」の山車と岸和田か

ら駆けつけた若い衆の軽快な笛

太鼓で会場前の雰囲気を盛り上

げていました。

　式典は陸中山田ライオンズク

ラブ30年の活動を振り返りつ

つ、震災の悲しみを振り切り更な

るクラブの隆盛を誓う場となり、

内陸から参加したライオン各位

が逆に元気をもらう式典となり

ました。

　余興は会員の主催する山口太

鼓や虎舞、そして美味しい酒と海

の幸に、参加された会員は陸中山

田クラブの心意気と優しさを感

じることができたのではないで

しょうか。当日、駐車場係などの

裏方のお手伝いをしてくれた地

元の高校生のくったくのない笑

顔がとても印象的でした。

　未曾有の大震災から早2年。繰

り返される沿岸地域の津波被害。

ここで暮らす人々のDNAには、

決してあきらめない、じっと耐え

る不屈の精神、悲しみをこらえ

笑って明日へ向かう強い遺伝子

が組み込まれているのではない

かと感じました。『頑張れ陸中山

田ライオンズクラブ』

報告：キャビネット広報委員長 L.久慈 勝範

▲「絆だんじりプロジェクト」の山車

▲広場前に立つ鈴木善幸元首相の銅像

▲更なるクラブの隆盛を誓う

震災に負けず声高らかにWe Serve!!
平成25年
4月14日
山田町
中央公民館CN30周年記念式典を開催
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　桜前線が北上し、近隣で開花の

ニュースが聞かれる今日この頃、

皆様益々ご清栄のこととお慶び

申し上げます。

　さて、過日挙行致しました陸中

山田LC CN30周年記念式典に際

しまして、ご多忙中にも関わらず

ご出席を賜り、誠にありがとうご

ざいました。会員一同心から厚く

御礼申し上げます。

　私ども、陸中山田ライオンズク

ラブは二年前未曾有の大震災に

遭い壊滅的な被害を受けました。

皆様から多大なご支援を戴き地

域の復旧、復興、クラブ存続に全

力を傾注して参りました。記念式

典挙行に否の声もありましたが

被災状況の現地を見ていただき、

クラブ存続に四苦八苦している

姿を見ていただけたらとの思い

もあり、式典挙行に踏み切りまし

た。30周年を契機に地域から「We 

Serve」の火を失うことのないよ

う新たな決意を持って皆様のご

支援をいただきながら、奉仕活動

を続け、ライオニズムの高揚に励

んで参る所存です。

　今後とも、皆様方の一層のご支

援ご指導ご鞭撻を賜りますよう、

切にお願い申し上げます。

記念式典  実行委員長

L.千坂 清一

陸中山田LC  会長

L.鈴木 康正

▲大注目の中披露された虎舞

▲大いに賑わった懇親会の様子

▲大迫力で会場に響き渡る山口太鼓

▲緊張感漂う式典の一場面

陸中山田LC
CN30周年
記念式典を
終えて
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2R2Z 震災復興支援の道

LION IWATE APRIL

住宅住まいの方々への、メンタル

的な支援なども必要ではないか

と考えます。

　計6回にも及ぶ我が2R2Zの支

援活動の記録を掲載し、活動報告

といたします。

　2R2Zの平成24年度の復興支援

活動は、前年度に引き続き、ゾー

ン内4クラブが2クラブづつ支援

先を継続し、実施してまいりまし

た。北上LCと和賀LCは「大槌地

区」を中心に、北上国見LCと江釣

子LCは「山田地区」を中心に継続

支援することでスタートしてま

いりました。

　今後の予定としてはまだ確定

しておりませんが、引き続き継続

していきたいと思います。また、

今年は買い物ツアーを主体とし

た支援活動でしたが、今後は仮設

「震災復興支援買い物バスツアー」
　　　　　　２Ｒ２Ｚの取り組み

2R2Z ZC L.渡邊 和美

2012年8月9日（木）　29名参加
北上国見ＬＣ・江釣子ＬＣ合同主催による山田地区「五篤丸水
産買い物ツアー」＆「かき小屋での昼食」約450,000円相当
の買い物をしてくる。

2012年11月13日（火）　28名参加
　　　北上国見ＬＣ・江釣子ＬＣ合同主催による(2回目)「買い物ツア
ー」＆「かき食べ放題」＆「障害者ケアホーム希望」の慰問両ク
ラブより各30,000円を寄贈。

2012年11月23日（金）　16名参加
和賀ＬＣ・北上ＬＣの合同主催による「大槌・釜石」地区での買
い物ツアーと震災物故ライオンの「鎮魂の碑」参拝。「釜石屋
台村」での、はしご酒券を購入してのはしご酒。

2013年3月19日（火）　27名参加
北上国見ＬＣ・江釣子ＬＣ合同主催による(3回目)山田地区へ
の「買い物ツアー」＆「かき食べ放題」を実施した。買い物は前
回ツアー時よりも品数が増し、瓦礫の山も減少していること
を実感した。

2013年3月16日（土）　23名参加　　　
北上ＬＣ・和賀ＬＣの合同主催による「大槌町・山田町」の復興
進捗状況の視察と被災者の声を聞き、今後の支援活動の糧
とする。そして「買い物ツアー」。

2013年2月16日（土）　5名参加
北上国見ＬＣ・江釣子ＬＣ会長及びアラート委員長5名による
一泊二日の陸中山田ＬＣ会長はじめ12名のメンバーとの交
流を実施した。今後の復興支援の在り方、復興の見通し等の
意見交換やメンバー相互の親睦を深めた交流を実施した。

▲8月9日 かき小屋でお腹いっぱい！
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▲11月13日 かき小屋前にて

▲8月9日 山田 五篤丸水産前で

▲大槌希望の灯り見学 ▲3月16日 陸中山田LC仮設事務所前で

▲品定めするZC L.渡邊和美
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　昨年の3月に県内4番目の校内

型ワークショップを開催した中

学校です。

　小笠原恵美子副校長が花巻中

学校でライオンズクエストの

ワークショップを導入した中心

的な先生で、学校長の田村氏も健

康や絆づくり、仲間作りを学校経

営の柱としている先生です。

　校内研究にも取り上げられ、学

校公開にも結びつけることがで

きました。このプログラムの特徴

であるみんなで協力して作業や

話し合い活動を通して「やり方」

が「分かって」「できる」…そして

「振り返り」というサイクルで授

業は展開していきます。

　大野中学校ではこのサイクル

の「振り返り」に注目して授業実

践を行っています。実際の授業を

見学したい方はぜひ学校又はク

ラブへ連絡願います。

　ライオンズクエストとは何な

のか、まだ一般の会員には関心が

薄いのかもしれません。このプロ

グラムは体験型のプログラムの

ために、生徒が楽しみながら活動

することができます。

　実際に皆さんでエナジャイ

ザーという活動を行っていただ

きました。童心に帰って楽しいひ

とときを皆さんで共有すること

ができました。

　ライフスキルは生徒だけでは

なく我々大人にも必要なプログ

ラムです。ぜひ、クラブのメン

バーに先生方を加えてセミナー

を開催してみませんか。

　この8月に小学校1年生から5年

生向けのテキストが完成しまし

た。今後は小学校の先生には小学

生用のテキストが配布されます。

岩手県ではまだ誰もこのテキス

トを持っていません。

県内第2回目のフォローアップセミナー開催
久慈LCの支援により実現 会場：洋野町立大野中学校 田村敏実校長

教職員19名　学級数7　生徒数182名

TEL 0194-77-2124
FAX 0194-77-4108
TEL 0194-77-2124
FAX 0194-77-4108

　8月に行われる田野畑中学校で

のワークショップが予定されて

いますが、ここで研修した小学校

の先生が最初に手にすることに

なります。

学校

合同クエストセミナーを開催
西根LC・西根LSC

平成25年3月23日

平成25年4月17日

会場：八幡平市商工会館　AM11:00～12:40
講師：ライオンズクエスト「思春期のライフスキル教育」プログラム説明員 L．髙橋俊一（水沢LC）

▲童心に帰って皆で協力します

▲ライオンズクエスト委員長 L.髙橋俊一の熱の入った説明
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　2011.3.11、東日本大震災によ

り甚大な被害に遭いました。

　以来、今日まで多くの方々から

励ましとご支援を頂き、当クラブ

も今日まで微力ながら地域の行

事にアクティビティ参加をして

きました。

　特に今年は震災から2年、仏事

でいうなら３回忌という事で、京

都嵐山LCのご厚意により、宮古

岩手LC、陸中宮古LCとの協賛と

いう事で、真言宗僧侶50人によ

る復興祈願柴燈護摩法要が宮古

市田老「みなと公園」で行われま

した。

　この法要には、被害に遭われた

多くの方々が参列をし、一日でも

早い復興とお亡くなりになられ

た方々のご冥福を祈り、参加され

た方々からはこの事業に対する

感謝の言葉が聞かれました。この

事業の成功の裏には、陸中宮古LC

佐藤昇Lの大きな力と、スタッフ

が居たからで、地元クラブとして

はただただ感謝するのみでした。

　前日まで低気圧通過のため強

風が吹き荒れ、実施できるかどう

か大変危ぶまれましたが、当日は

神仏のご加護より風も凪ぎ、絶好

の日和となりました。

　また、当日（3月10日）には「夢

あかりを灯す会」主催、田老LC協

賛による「復興夢あかり」がグ

リーンピア三陸宮古ホテル前を

主会場に実施予定でありました

が、これもまた強風のため野外で

の実施が困難となり、グリーンピ

ア様のご好意によりホテルロ

ビーに会場変更し実施しました。

グリーンピア三陸宮古には、仮設

住宅がある事から多くの皆様が

会場に足を運んで下さいました。

第9回

L.佐々木 松夫

 田老LC 会長
　また、お泊まりのお客様からも

珍しがられ、お譲りいただけない

か等の問い合わせなどもあり、ま

ずは成功であったと思います。

　当クラブは現在月1回の例会

を開催しておりますが、クラブ運

営についても自信が持てない状

況になってきました。皆様の励ま

しの声になんとか答えたいと

思ってはおりますが、厳しい現状

に変わりはありません。

田老ライオンズクラブ
Club Data 5R1Z 

事務所：宮古市田老字舘が森96-1
TEL：0193-87-3442　FAX：0193-87-3442

会　長
幹　事
会　計

佐々木 松 夫
小 向 源一郎
穂 高　一 二

●会員数
●結成日
●チャーターナイト

11名
1977.3.28
1977.6.26

当面の間不定期開催
クラブ事務所、飲食店等で開催

例会日・例会場

復
興
へ
の

年間特集

▲慰霊塔前にて供養

▲夢あかりを灯す会主催「夢あかり」 ▲柴燈護摩法要の様子
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1R1Z 買い物ツアー記

LION IWATE APRIL

合同バスツアーについて合同バスツアーについて
1R1Z ZC L.篠木 清

　2月11日（月）1R1Z 盛岡LC、盛

岡不来方LC、盛岡中津川LC、盛岡

観武LC、盛岡南LC、滝沢LC、玉山

姫神LCの7クラブは、被災地復興

支援買い物バスツアーを開催しま

した。

　千葉ガバナー肝いりの買い物バ

スツアーということもあり、早期

に開催をと思いましたが、被災地

クラブや関係者の皆さんへ迷惑や

負担が極力かからない時期と、行

程を考えているうちに遅くなって

しまいました。参加の募集をした

ところ、ご家族の参加もいただき、

参加者は当日申込者もあり38名

となりました。

　盛岡駅をAM8：30に出発し、休

憩と買い物は三田貝分校、お昼は

ホテル羅賀荘、田老の被災地視察、

宮古魚菜市場で買い物、山田被災

地を通り、釜石駅前で買い物。その

後、ライオンズで建立された慰霊

碑を参拝、心が痛む思いがありま

した。

開催日 ： 2013年2月11日（月）

▲宮古魚菜市場前で

▲移動中の車内

▲ようやく到着しました ▲整列してハイポーズ

▲慰霊碑「友愛」の前で

1R1Z 7LC
　

▲店内は混みあっています
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ライオンいわて4月号

　その後、釜石ライオンズクラブ 

第1152回例会に出席させていた

だき、被災地の現状をお聞きしま

した。わずかには進んでいるもの

の、まだまだ大変な現状を直に感

じ、継続し長い期間の支援が必要

と思いました。今後は、今何が本当

に必要とされているのかを、現地

の方々からその都度お聞きして活

動したいと思います。

　車内は、ムードメーカーのL.鈴

木利吉さん、ガイドさん顔負け?!

のお話で和やかで楽しい道中とな

りました。このツアーを通して、日

ごろの活動では果たせない７LC

メンバーとの親密な交流が出来た

事は、大きな結果であり成果にな

りました。

　余談ではございますが…お楽し

みの「はまなす飲食街」での会食

は、各人お好みの店舗で、美食＆美

酒に酔いしれ、話も弾み笑顔とお

腹も大満足、現地のライオンズメ

ンバーが別れを惜しみながら、寒

い中バスが走り出すまでお見送

り、その温かい心に涙が出るほど

の感謝の気持ちでいっぱいになり

ました。

　バス会社のお心遣いでこの企画

に賛同し、ベテランのガイドさん

（無料？）を手配いただいて、終始

楽しく無事に目的を達成すること

が出来ました。

　現地LC関係者の皆さん、このツ

アーに参加されたライオンメン

バー、ご家族の皆様に感謝を申し

上げます。その他、クラブ単位でも

被災地訪問及び、支援バスツアー

を企画、開催しています。

▲釜石LC例会に参加

▲釜石LC例会での様子

▲種市一二（地区常任名誉顧問）ご登場！！

▲ベテランのバスガイドさん（無料？）

▲「はまなす飲食街」での交流

▲すっかり意気投合したおふたり
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複合地区年次大会のお知らせ

LION IWATE APRIL

　記録破りの厳しかった寒さも次

第にやわらぎ、やっと春の足音が

聞こえてきたような今日この頃、

各ライオンにはますますご健勝に

てライオニズム高揚のため、ご活

躍のことと拝察申し上げます。

　東日本大震災より早くも二年

が過ぎ、その復興もやっと緒につ

いた所でございます。332複合地

区会員一同、心と力を合わせて大

会テーマ「愛深く 復興信じて We 

Serve」のもと、明日へ向かって進

んで参りたいと思います。

　さて、今年332複合地区第59回

年次大会を宮城県仙台市に於い

て、来る5月25日（土）・26（日）の

日程で開催いたします。大会ホス

トクラブ一同張り切っておもて

なしの心で皆様のご参加をお待

ち致しております。何卒お一人で

も多くのご参加をお願い致し謹

んでご案内申し上げます。

■JR仙台駅より徒歩5分
■地下鉄仙台駅南2出口より徒歩4分
■東北自動車道 仙台宮城I.C.より車で約15分

大会前夜祭

大会委員長
L.錦戸 光一郎

大会会長
L.田畑 英伍

ライオンズクラブ国際協会332複合地区

仙台国際ホテル
仙台市青葉区中央4-6-1
TEL:022-268-1111（代）

5月25日（土）

～愛深く 復興信じて We Serve～
大会テーマ

愛 く 復興信
大会テーマ

年次大会
ご案内

第59回

■JR仙台駅より市営バスで約10分
■JR仙台駅よりタクシーで約10分
■東北自動車道 仙台宮城I.C.より車で約10分

大会式典

TEL:022-265-2211（代）

仙台国際センター
仙台市青葉区青葉山無番地

5月26日（日）

～愛深く 復興信じて We Serve～
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新聞で見る3月のアクティビティ

ライオンいわて4月号

新聞で見る!!新聞で見る!!3月のアクティビティ

岩手日日
3月8日
掲載

胆江日日
3月22日
掲載

岩手日報
3月22日
掲載

岩手日日
3月6日
掲載



14

IWATE
3月のアクティビティ

LION IWATE APRIL

1R2Z

2R1Z

2R2Z

3R1Z

4R1Z

4R2Z

5R1Z

3R2Z

M a r c h   A c t i v i t yM a r c h   A c t i v i t y
ひかりの箱募金送金

東日本大震災復興支援 買物ツアー

直接献血

直接献血

献血推進活動

資源回収事業補助金（事業資金獲得）

ひかりの箱募金送金

東日本大震災復興支援 買物ツアー

献血推進活動

ひかりの箱募金送金

岩谷堂高校 卒業式

江刺岩手LC旗中学生バレーボール大会

献血推進活動

ひかりの箱募金送金

使用済み切手10578枚送付

献血推進活動

ひかりの箱募金送金

小学校6年生無欠席、小中学校9年間無欠席表彰

奥州市胆沢区内小中学校の優良児童生徒表彰

献血推進活動

田辺LC 交換留学生交流事業

新入学児童へランドセルカバーを贈呈

金沢スポ小全国大会出場へ支援金贈呈

献血推進活動

東日本大震災復興支援 買物ツアー

使用済み切手 1000枚送付

LCIF＄1000献金

月一労力奉仕

地域小学校に図書券贈呈

一関市に観光案内用看板

新入学児童に交通安全黄色いランドセルカバー贈呈

ひかりの箱募金

献血推進活動

新入学児童に交通安全黄色いランドセルカバー贈呈

ひかりの箱募金送金

町内小中学校の卒業式に参加

献血推進活動

ひかりの箱募金送金

薄衣小学校卒業式、閉校式

門崎小学校卒業式、閉校式

川崎保育園卒園式

蟻塚公園桜の手入れ

竹駒保育園にお雛様贈呈式出席

ひかりの箱募金送金

赤崎中学校へ「放送資材一式」贈呈式出席

献血推進活動

ひかりの箱募金送金

3.11鎮魂夢灯り

久慈市地球温暖化対策地域協議会理事会

桜の木テングス病駆除作業

3.11鎮魂夢灯り

LCIF＄1000献金

スポーツ文化振興基金表彰式 児童生徒表彰

12日

19日

21日

5日

10日

13日

15日

19日

3日

7日

1日

9-10日

17日

15日

22日

9日

14日

11～19日

8～18日

24日

23～26日

18日

19日

2日

3、4日

15日

19日

31日

16日

16日

7日

15日

29日

6日

13日

13、19日

6日

10日

17日

19日

23日

10日

1日

14日

2月28日

8日

12日

11日

19日

24日

11日

22日

27日

5日

7日

11日

15日

1日

21日

8日

11日

12日

21日

27日

30日

14日

27日

28日

12日

3日

25日

21日

1日

14日

11日

13日

14日

19日

19日

22日

1日

13日

14日

24日

16日

13日

14日

30日

6日

2月1日～28日

7日

13日

15日

16日

26日

4日

6日

7日

13日

16日

26日

5、８、１３、２０日

5日

盛岡

盛岡不来方

盛岡観武

盛岡南

滝沢

玉山姫神

葛巻

二戸

西根

花巻

紫波

石鳥谷

大迫早池峰

花巻東

東和猿ヶ石

矢巾

盛岡中津川

岩手

安代

北上

和賀

水沢

江刺岩手

前沢

花泉

一関厳美渓

大東岩手

川崎岩手

陸前高田

久慈

北上国見

江釣子

水沢中央

金ケ崎

胆沢岩手

一関

平泉

一関中央

千厩

東山

藤沢岩手

室根

大船渡

住田

大船渡五葉

宮古岩手

田老

陸中宮古

1R1Z
東日本大震災復興支援 買物バスツアー

みちのくこども療育センター「不来方ライオンズ文庫」へ図書贈呈

ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト 記念品贈呈

ひかりの箱募金送金

東日本大震災復興支援 陸前高田市竹駒保育園支援事業

ひかりの箱募金送金

「青山雪あかり」協賛

東日本大震災復興支援 買物バスツアー

ひかりの箱募金送金

日本盲導犬協会

LCIF＄1000献金

東日本大震災復興支援 買物バスツアー

ひかりの箱募金送金

滝沢村へ図書カード寄贈

東日本大震災復興支援 宮古の新1年生にお守り等送付

ひかりの箱募金送金

ひかりの箱募金送金

献血推進活動

八幡平市立図書館に映画DVDと図鑑寄贈

ひかりの箱募金送金

献血推進活動

ひかりの箱募金送金

ひかりの箱募金送金

使用済み切手 １０２８１枚送付

ペットボトルキャップの回収

献血推進活動

けやき学園葉牡丹プランター回収

花北青雲高等学校 卒業式

石鳥谷中学校 卒業式

ひかりの箱募金送金

梅園の剪定

東日本大震災復興支援 買物バスツアー

東和小学校卒業記念樹

ひかりの箱募金送金

東日本大震災復興支援 東和温泉への御招待

矢幅駅に雨傘設置

資源回収リサイクル活動

「あけぼの福祉作業所」へタオル寄贈

献血推進活動

ひかりの箱募金送金

東日本大震災復興支援 買い物ツアー

薬物乱用防止啓発セミナー

献血推進活動

和賀地区小中学校へあいさつ運動のぼり旗寄贈

ひかりの箱募金送金

資源回収活動交付金（事業資金獲得）

東日本大震災復興支援 買い物ツアー

使用済み切手 8100枚送付

献血推進活動

LCIF＄1000献金
北上国見
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「龍声」

ライオンいわて4月号

5R2Z

ライオネスクラブ

レオクラブ

4～29日

14日

24日

21日

1日

11日

6日

18日

19日

5日

千羽鶴作成

ひかりの箱募金送金

復興支援 三陸鉄道イベント列車

第３８１回LL奉仕活動

釜石商工高等学校卒業式

釜石市東日本大震災犠牲者追悼式

リサイクル品の回収

LCIF＄1000献金

使用済み切手 1000枚送付

ひかりの箱募金送金

「龍声」 L.千葉 龍二郎
地区ガバナー

L.千葉 龍
地区ガバナー

　今春のスポーツ界の話題は、何と

言ってもプロ野球新人選手日本ハム

の大谷と阪神藤浪の二人の投手が中

心でした。ご存じのとおり大谷は奥

州市水沢出身で花巻東高からプロ入

りを希望、米大リーグに進む方向で

したが一転、日ハムに入団したこと

で我が地元はもとよりチームの本拠

地北海道でも話題が集中しました。

　私も本人と2度会い少しお話をし

ましたが、礼儀正しく素晴らしい好

青年との印象は私だけではないと思

いました。いや、マスコミの報道の誠

実な姿に多くのファンが増えていく

のも確かだなと思いました。写真は

昨年末「地元には当分帰られない」と

言う事で挨拶に当社を訪れた時のス

ナップです。193cmの長身に、やはり

「でかい」の一声でした。握手を交わ

したときの手の柔らかな感触は今も

残っています。若く有望な選手を良

き指導者のもと将来日本を代表する

選手になる様望みます。そしてずっ

と応援していきます。

　プロ野球界でも県出身選手が活躍

しています。ヤクルトの畠山、楽天の

銀次、西部の菊池（雄星）に声援を送

りましょう。

　スポーツ界も話題は数々あります

が、2度目の国体を受け入れる岩手県

内競技会場の準備も進んでいると思

います。ぜひ立派な大会が開催され

る事を願っております。

雑感雑感

9月25日～3月15日

17日

12日

25日

25日

9日

9日

26日

ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

だんじり絆ウォーク後援

岩手山焼走り登山マラソン全国大会

使用済み切手 5000枚送付

「むらさき苑」へタオル150枚寄付

卒業レオを送る会

親クラブ1000回例会に出席

薬物乱用防止セミナー

岩泉龍泉洞

釜石リアス

陸中山田
陸中宮古

田野畑

釜石

遠野

大槌

陸中山田

西根

盛岡

早池峰

石鳥谷

北上

一関二高

釜石

二戸ライオンズクラブ事務所
住所変更のお知らせ
 〒028-6103
 二戸市石切所字荒瀬62-2
【TEL】0195-22-4060（FAX兼）
【Mail】ninohelions2013@gmail.com.

江刺岩手ライオンズクラブ事務所
住所変更のお知らせ
 〒023-1131
 奥州市江刺区愛宕字観音堂沖123
 孝輝殿江刺桜木会館内
【TEL】0197-35-7777
【FAX】0197-35-0088

3月　新入会員一覧

釜石LC

一関中央LC

鈴 木 志 保
鈴 木 真 弓
鈴木 ルミ子
星 　 和 彦
本田 多恵子
松 倉 弘 子
佐藤 美由紀

3月　LCIF1000ドル献金者
クラブ名 回数

1
3
7
1
1

会員氏名
鈴 木 光 男
安 原 孝 郎
蕎麦田 英治
小 川 徳 男
佐々木 安密

盛岡南LC
北上国見LC
一関中央LC
陸中宮古LC
釜石リアス

会員動向

クラブ名 会員名（新入／再入／転入）
3月　新入会員一覧

盛岡LC

紫波LC
石鳥谷LC
花巻東LC
北上国見LC
江釣子LC
前沢LC
金ケ崎LC

一関中央LC

阿 部 昭 典
伊 藤 良 正
佐藤 美恵子
高 橋 龍 也
鎌 田 　 稔
菅 原 京 子
菊 池 元 宏
三 田 昭 彦
柏 山 修 治
山 本 良 三
小野寺 秀徳
小 山 百 子
熊 谷 直 子
佐々木 裕子
菅 原 宏 明

クラブ名 会員名（新入／再入／転入）

奥州商工会議所
江刺支所に長らく

事務を委託しておりまし
たが、この度事務所を
移転し事務員を
配置しました。
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　毎年4月中旬になると、町のあちらこちらから三
味線や太鼓の音が響きわたります。３００有余年の
歴史をもつ日高火防祭が4月29日に行われるその
練習が始まりました。祭りは、各町内から9台が出て
古趣豊かな音曲と豪華絢爛な囃し屋台で水沢の街
を練り歩き人々を魅了します。夜の囃し屋台は格別
で、夜の闇から浮き出たような素晴らしさです。
　当地の桜も寒さのため予想より少し遅れており、
日高火防祭と共に桜も見られそうです。岩手県の無
形民俗文化財に指定されているこの豪華絢爛な囃
し屋台を是非ご覧戴きたいものです。水沢公園の桜
も堪能できますので、この時期に水沢の街にぜひお
越しください。

3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

発行　2013年4月25日

発　行　人：
広報委員長：
副 委 員 長：
広 報 委 員：

デ ザ イ ン：
印　　　刷：
編集事務局：

L.千葉龍二郎
L.久慈勝範
L.平澤真樹
L.岩渕正義、L.高橋晋、L.高橋テルミ
L.千田郁夫、L.佐々木利幸
有限会社  アドスタッフ
株式会社  正和印刷所
〒023-0818　奥州市水沢区東町4番地
ダイコー壱番館水沢商工会館ビル3F
TEL（0197）23-6516　FAX（0197）23-3176

広報委員会

表紙の説明 ： 日高火防祭（ひたかひぶせまつり）
奥州市水沢区で毎年4月29日、日高神社例大祭に実施される火防祈願の祭。
300年を超える歴史を持ち、祭に使用される囃子は火防祭の「屋台囃」として
岩手県指定無形民俗文化財に指定されている。京都の祇園祭を模した華やか
な祭で、豪華絢爛な囃子屋台が繰り出され、町中を練り歩く。

東和猿ヶ石LC

東和小学校 卒業記念植樹

LL奉仕活動 障害者ケアホームへ慰問

ランドセルカバー贈呈「不来方ライオンズ文庫」図書寄贈

安代LC

献血推進活動

岩泉龍泉洞LC

三陸鉄道イベント列車

胆沢岩手LC

優良児童生徒表彰

室根LC

蟻塚公園 桜の手入れ

大東岩手LC

ランドセルカバー贈呈 スポーツ文化振興基金表彰式 「むらさき苑」へタオル寄付

釜石LC 北上国見LC・江釣子LC

盛岡不来方LC 花泉LC

西根LSC陸中宮古LC

アクティビティ 　　　 　 グラフPhoto

LION IWATE APRIL

広報委員　L.岩渕正義

編集後記


