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　まさに五月晴れ、地区内800名

の会員が集結した第59回年次大

会。代議員会・大会式典そして祝賀

会と進み「また会う日まで」の大合

唱と次期ガバナーエレクト佐々木

賢治ライオンのライオンズローア

で無事閉会しました。今大会を振

り返り御礼と感謝の言葉を申し上

げます。

　さて年次大会テーマ「希望」とい

たしました。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」アクティビティを通年続け

られた事を確認し、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。当日は岩手県知事達増拓

也様、奥州市長小沢昌紀様よりご

祝辞を賜り、又奥州市議会議長渡

辺忠様に御臨席を仰ぎ大変ありが

とうございました。

　私の地区ガバナーテーマ「堅い

絆で創ろう未来」やテーマ「We 

Serveの心で一隅を照らす」重点

目標の４項目［震災復興支援・青少

年の健全育成（ライオンズクエス

トの深化）（薬物乱用の

防止啓発）GMT・GLTの

確立と強化、そして地域

間クラブ間交流の推進］

についてはそれぞれ委

員会が中心となり、数多

くの研修、事業を精力的

に推進していただき、成

果の実をあげる事が出

来ました。又大会記念事業として

被災地に福祉巡回車ライオンズ絆

号（軽ワゴン車）を社会福祉法人大

船渡市社会福祉協議会（4R2Z）宮

古市社会福祉協議会（5R1Z)山田

町社会福祉協議会（5R2Z)様へ寄

贈いたしました。（納車は6月中旬

の予定）この資金の一部は331-A

地区L.渡辺ガバナーからの多額の

支援金を使わせていただきまし

た。改めて331-A地区の皆様に御

礼と感謝を申し上げます。

地区ガバナー

L.千葉龍二郎

年次大会の御礼

　今年の春は特にも気候不順でし

たが、5月12日はからりと晴れて

温かく、この上ない大会日和に恵

まれました。

　県内から800名の出席を頂き、

来賓として達増拓也県知事、小沢

昌紀奥州市長、渡辺忠奥州市議会

議長の御臨席のもとに式典は粛々

と、クールに進行しました。“堅い

絆で創ろう未来”をスローガンに

ライオンズアクティビティの更な

る推進と、より良い社会実現を誓

い合ったわけで、千葉龍二郎ガバ

ナーは未来を語り合う希望の持て

る年次大会を強調されました。

　次期キャビネットは東山LCを

中心にL.佐々木賢治ガバナーエレ

クト、ついで次期第一副地区ガバ

ナー候補者L.吉田昭夫

（盛岡中津川LC）、次期

第二副地区ガバナー候

補者L.筒井学（花巻東

LC）が紹介されました。

　千葉現ガバナー夫妻

に孫さんからの花束贈

呈があり、すっかり大会

気分に溶け込んだ孫さ

んが将来大物ライオンになる片鱗

を見せてくれた微笑ましい一コマ

もありました。式典終了後プラザ

イン水沢での祝賀会に移り、各

テーブルの固定席でゆっくり会食

と歓談を楽しめたと思っておりま

す。また会う日までやローアの時

間になっても名残惜しそうなシー

ンが各所に見られました。

　岩手のライオンズクラブも発足

以来半世紀を過ぎました。東日本

大震災で大打撃を受けましたが、

自分と同じ様に相手を思う心を忘

れず、成熟したメンバーの集まり

としてこれからの人間の生き方を

追求していきたいものだと強く感

じております。

　ほのぼのとした良い雰囲気の年

次大会だったと自負しています。

332-B地区の更なる発展を願っ

て。

年次大会委員長

L.中島 達雄

年次大会無事終了
御礼の言葉
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栄光のアワード

グッドスタンディング大賞 グッドスタンディング大賞採点基準により高得点のクラブ

栄光のアワード

一関中央LC 北上LC　陸前高田LC　陸中宮古LC釜石LC

クラブ運営優秀賞
田野畑LC

室根LC

北上国見LC　大船渡五葉LC

北上LC

陸中宮古LC

矢巾LC　遠野LC

会員増強優秀賞
大槌LC

一関中央LC

陸前高田LC

LCIF協力賞
矢巾LC　北上国見LC　久慈LC

ライオネス努力賞
西根ライオネスクラブ

レオクラブ育成賞
盛岡不来方LC　石鳥谷LC　大迫早池峰LC
北上LC　一関中央LC　釜石LC

キャビネット協力賞
水沢LC　江刺岩手LC 前沢LC　水沢中央LC
金ケ崎LC　胆沢岩手LC

ライオンいわて協力賞
前沢LC　金ケ崎LC　東山LC　久慈LC
釜石LC　釜石リアスLC

アイバンクひかりの箱共同募金協力賞
江釣子LC　千厩LC　釜石LC
釜石リアスLC

平和ポスターコンテスト協力賞
盛岡観武LC　葛巻LC　西根LC　石鳥谷LC
北上LC　陸中山田LC

西根LC
＊RAP　市内3中学校と図書館への図書・DVD寄贈。

水沢中央LC
＊薬物乱用防止　14年間の継続実施、今年も中学校３校・高校1校実施し、合計720名を対象に行った。

大東岩手LC
＊労力アクティビティ　指数が断然1位。被災地支援出前寄席、炊き出しを複数回行った。

金

金

金

銀

銅

金

銀

銅

金

銀

銅

金

銀

銅

金

銀

銅

金

銀

銅

金

銀

銅

銀

銀

銅

銅

アクティビティ大賞 地区内において最高のアクティビティを行ったクラブ

盛岡中津川LC　和賀LC 石鳥谷LC　北上国見LC　釜石リアスLC釜石LC　陸中山田LC

LCIF優秀賞
一関中央LC

盛岡不来方LC　盛岡中津川LC

献眼・献腎推進優秀賞
江釣子LC

北上LC

クラブ間交流優秀賞
室根LC

陸中山田LC

一関中央LC

献血推進優秀賞
江釣子LC

前沢LC

北上国見LC　金ケ崎LC

ライオンズクエスト協力賞
花巻LC　紫波LC　矢巾LC

前沢LC　平泉LC　大東岩手LC

久慈LC　田野畑LC

YCE協力優秀賞
水沢LC　江刺岩手LC

水沢中央LC　大船渡LC

釜石LC

ガバナーアワード

ガバナー特別賞

ガバナーアワード

会員増強努力賞
東山LC　田野畑LC　釜石リアスLC

労力奉仕優秀賞

受賞されたクラブの皆様
　　　おめでとうございます！
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L.菅原 陽一（盛岡LC）
＊グッドスタンディング名会員で地域貢献顕著

L.引地 光雄（花巻東LC）
＊昭和60年より児童通学時の街頭指導。2年に1度の割合で登校旗を自費で寄贈。

L.森山 孝一（水沢中央LC）
＊姉妹2クラブとの交流における貢献大。

個人賞

L.高橋 純子（紫波LC）
L.高橋　義典（北上国見LC）
L.千葉 　博（川崎岩手LC）

L.西葛 馨（紫波LC）
L.菊地 　亘（北上国見LC）
L.佐藤 一男（川崎岩手LC）

L.藤原 英美（和賀LC）
L.菊池 治夫（江釣子LC）
L.吉田 和由（大船渡五葉LC）

個人賞（献血部門）

田中　恵子（大船渡五葉LC）
永年勤続事務局員賞

L.小澤 俊一（金ケ崎LC）
＊新入会員獲得並びに被災地支援に大きく貢献。

L.佐々木 光壽（釜石LC）
＊第58回年次大会記念事業の「鎮魂の碑」建立に多大なる尽力。

　いよいよ式典のクライマックスに入り、奥州市立真城小学校マーチングバンドの皆さんによる、闊達でリズミ
カルな演奏の中、Zホール客席後方から、やや緊張した面持ちの佐々木ガバナーエレクト夫妻、吉田次期第一副地
区ガバナー、筒井第二副地区ガバナーが入場されました。

▲いよいよクライマックス、ガバナーエレクトの入場 ▲真城小学校マーチングバンドの皆さん

▲佐々木ガバナーエレクト夫妻 ▲とても緊張ぎみの次期三役
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▲いよいよガバナーキーは千葉ガバナーより佐々木ガバナーエレクトに ▲千葉ガバナー夫妻、お孫さんから花束を贈呈され満面の笑み

▲千葉ガバナーの迫力ある「ライオンズローア」

▲祝賀会場となったプラザイン水沢のエントランスには、郷土料理「奥州はっと」の仮設屋台が出店し多彩な味のはっとが振舞われた

▲奥沢喜久子さんの熱唱 ▲YOSAKOI 「幼夢伝」の舞！ ▲「エリカバンド」の美しいメロディ

プラザイン水沢 特設会場祝賀会の部
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▲次期東山LCのPR活動 ▲ライオンズローアで締めくくり

▲髙橋晴彦地区名誉顧問会議長 ▲髙橋義太郎地区名誉顧問▲高橋幸喜地区常任名誉顧問

▲千葉ガバナー夫妻のほっとした笑顔！ ▲佐々木ガバナーエレクト夫妻もにっこり！

▲元ガバナーもにっこり ▲アワード受賞おめでとう ▲美人にうっとり満面の笑み
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　風薫る5月、ライオンズクラブ

第59回年次大会の前日に親睦ゴ

ルフコンペが金ケ崎の栗駒ゴルフ

倶楽部で開催されました。

　当日は遠方からもライオンズ会

員が多数ご参加いただき誠に有難

うございました。地元の会員は、表

彰式など準備もありましたので早

めのスタートとなりました。

　130名程の多数参加のコンペで

したので東、南、西の3コースに分

かれ午前8時に同時スタートとな

りました。午前中は風もなく順調

に進んだようですが、午後の中盤

になり雨が落ちてきまして、後半

スタートの面々は大変だった

ようです。ダブルペリア方式で

したので、最後まで結果が分か

らない楽しさがありました。

　優勝者は、かなりハンディー

に恵まれた強運の持ち主でし

た。団体戦も優勝者と同じチー

ムでした。私は1組スタートで

したが、久々の楽しいゴルフを

楽しむことが出来ました。

　ゴルフ開催にあたりご尽力

下さいました会員の皆さん、又コ

ンペにご参加いただきました会員

の皆さん、ご協力有難うございま

した。今後益々のご活躍をご祈念

申し上げます。

代議員会報告
案の決議とともに指名選挙の結果

が発表され、次の方々が承認されま

した。

　5月12日（日）332-B地区第59回

式典に先立ち、奥州文化会館内に

おいて代議員会が開催されました。

事前に資格審査委員会、議事運営

委員会、指名選挙委員会の会議が

開かれ、各委員長の結果報告の後

いよいよ次期地区ガバナー立候補

者、次期第一、第二副地区ガバナー

の所信表明演説が挙行されまし

た。その後決議会において、提出議

■次期地区ガバナー

Ｌ．佐々木賢治（東山LC）
■次期第一副地区ガバナー

Ｌ．吉田昭夫（盛岡中津川LC）
■次期第二副地区ガバナー

Ｌ．筒井　學（花巻東LC）

広報委員（水沢LC）

L.岩渕 正義

ゴルフコンペを
振り返る

優　勝

準優勝

３　 位

Ｌ．柏山栄治（江釣りLC）

Ｌ．渡辺英喜（金ケ崎LC）

Ｌ．嵯峨繁雄（久慈LC）

優　勝 江釣子LC
（団体の部）（団体の部）
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　2年前の3月11日の震災により

大槌町は壊滅し、1300人が犠牲

となりました。クラブ会員と事務

員4名が亡くなっております。復

興の責任者となるべき町長ほか多

数の町職員が亡くなったことによ

り、町の復興もなかなか進捗せ

ず、また我がクラブの活動も手探

り状態の中で続けざるを得ません

でした。

　そのような状況の中で、まず活

動の拠点が最優先ということで去

年の2月17日に新事務所の落成式

を挙行することができました。地

区ガバナー、山田、釜石リアス、

和賀、北上の各ライオンズクラブ

の三役に出席いただきました。

　その後敦賀みなとライオンズク

ラブから「希望の灯り」設置の申

し出があり、関係機関のご協力も

あり、11月11日に無事点灯式を

大槌町長他から祝辞をいただいた

後挙行することが出来ました。

「希望の灯り」は阪神大震災の復

興の中から生まれたものであり、

神戸、陸前高田、南相馬から持ち

寄られた炎を合わせて点灯しまし

た。

　この後の主な活動としては、

11月19日の名古屋瑞穂ライオン

ズクラブとの共同で被災地の公民

館にカラオケセット等の贈呈を、

12月3日には堺ライオンズクラブ

から大槌町へ義援金の贈呈、12

月21日には大阪の能勢ライオン

ズクラブと合同で5kgの米を仮設

住宅に配りました。

　今年に入ってからは、新入会員

の入会式が1月29日にあり、4名

の新たな加入により今後の活動の

進展に希望を持てるようになりま

した。

　その後も2月6日京都洛北クラ

ブより大槌町学校備品の支援、3

月3日も兵庫福崎ライオンズクラ

ブより同様の支援、4月8日には

明石ライオンズクラブとの合同ア

クティビティとしてトロンボーン

四重奏コンサートがありました。

　このように当町への支援も震災

第10回

L.千葉 　繁
　大槌LC 会長

直後の物資支援中心から「心のケ

ア」に重きを置いたものに変わっ

てきています。

　今回の震災により改めてライオ

ンズの活動の大きさ、その活動に

関わる人々の善意、まさに「ウィ

サーブ」の理念の正しさが確信さ

れました。

　今はお世話になっております

が、私たちも何年か経ったらお世

話する方に回りたいと考えていま

す。大槌ライオンズクラブは元気

です。ぜひ現地に来ていただき、

その目で現場を見て声をかけてく

れることを願ってやみません。

大槌ライオンズクラブ
Club Data 5R2Z 

仮事務所：釜石市平田2-25-529 ㈱和田商店内
TEL：0193-26-6565　FAX：0193-26-6567

会　長
幹　事
会　計

千 葉　　 繁
田 中　幸 郎
小 川　一 展

●会員数
●結成日
●チャーターナイト

14名
1976.4.4
1976.10.11

復
興
へ
の

年間特集

【第1火曜日】12：00～
【第3火曜日】19：00～

上閉伊郡大槌町上町1-8
大念寺

例会日

例会場

▲サマーキャンプで大槌を訪問
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　332-B地区、第59回年次大会に

おいて栄光のアワード四部門とガ

バナーアワードの入賞にあずか

り、特にもグッドスタンディング

大賞金賞を千葉龍二郎ガバナーよ

り直接受賞させて頂きましたこと

に、一関中央ライオンズクラブ会

員一同心より深く感謝申し上げま

す。と共に、活動の成果として受賞

できましたことに素直に感激して

おります。

　ライオンズクラブの目的が奉仕

である以上、一番大切なことは地

道に奉仕活動を継続していくこと

だと思います。アワード受賞のた

めの活動では本末転倒になりま

す。しかしながら、受賞することが

クラブにとっていかに大切である

かは申し上げるまでもなく、一人

ひとりの会員に元気を与え、益々

の活動のエネルギーになっていく

ことも間違いありません。今年度

クラブ運営で心がけたことはただ

一つ「楽しいクラブづくりをして

行こう。」という思いです。80歳か

ら38歳までの会員が在籍する我

がクラブでは、いかに世代間をつ

なぎながら共に同じ目的に向かっ

て歩みを続けていけるかという課

題があります。月二回開催する運

営・事業の合同委員会は、昼食をと

りながら行うことで、参加率を飛

躍的にアップしました。月二回の

例会運営では、単調にならないよ

うな工夫を致しました。例えば、ク

ラブ結成日が近づくとチャーター

会員による当時の例会の再現、会

食懇親会では、初夏の季節には給

仕係りの方たちにご協力頂き、浴

衣姿での登場。他にも「宿泊例会」

や佐々木賢治次期地区ガバナーの

ご協力も頂きながら東山猊鼻渓

「舟下り例会」など。さらに今期は

「座禅例会」、「落語を楽しむ会」を

予定しています。このような機会

に家族会員や一般市民の方にもご

参加を呼びかけライオンズの魅力

を発信していきたいと考えていま

す。これらの工夫は歴代会長を中

心とする会員個々の発想、アイ

ディアを積極的に取り入れ、次期

の担当者に申し送ってきた結果で

あり、この一年間で全て出来た訳

ではありません。

　活発なクラブ運営が会員の連帯

感を増し、会員拡大、MJF献金の増

加を生み、アワード受賞につな

がったと確信しております。

　また、インターネットを活用し

たPR活動は、国内の多くのクラブ

との交流を実現しています。面識

の無かった四国高松中央ＬＣとの

復興支援を通じた交流実現は、ま

さにホームページ等の情報手段の

成果といえます。

　ライオンズクラブには種々多々

な職業の会員がいます。会員の専

門的知識を最大限に活用すること

は、結果として結束を強めること

になり、また自分の普段の仕事や

趣味が、クラブの為に役立つこと

を実感できることはこの上ない喜

びにもつながっていきました。

　ある若手の会員から次のような

話を聞きました。「私は仕事を通じ

て知り合った方や、知人・、友人に

機会があれば、すごく楽しい会が

あって、ライオンズクラブといい

ますが、一度参加してみません

か・・・と話していますよ。」

　一人ひとりの会員が胸を張っ

て、しかし気張らず、心からこのよ

うな話しをしていけることが我が

クラブの伝統になっていくことを

願ってやみません。

「楽しくなければライオンズクラブじゃない」
一関中央ライオンズクラブ　会長 L.高橋 恒司

グッドスタンディング大賞
栄 光 の ア ワ ー ド金賞！
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IWATE
栄光のアワード

ライオンいわて5月号

　この度は、第59回年次大会に於

いて、ガバナー重点目標「震災復興

支援」に基づくアクティビティと

して行った、陸前高田市竹駒保育

園支援事業がアクティビティ大賞

「金賞」を頂くことが出来ました。

会員一同、大変嬉しく、また、今後

の活動の励みとなります。有難う

ございました。

　当事業のきっかけは、会員のL.

佐藤孝子より震災後「思い出深い

「ひな人形」ですが、被災された子

供達を癒すことが出来たら役立て

てほしい」と心温まる寄贈の申し

出があり、早速、陸前高田ライオン

ズクラブ元キャビネット幹事L.村

上富夫とお話しする機会があり、

お陰様でことはトントン拍子に進

み、竹駒保育園への寄贈となりま

した。

　新しい園舎が完成し「ひな祭り

会」の時はクラブみんなで竹駒保

育園を訪問しようという予定で、

家族会員である西本会長夫人L.西

本美樹よりパペット劇の提案があ

り、それを行うこととし例会後に

練習をしておりました。

　当初2013年3月1日には新しい

園舎の完成予定でしたが、工事の

遅れにより仮設園舎での行事とな

り、会場が狭い等の理由によりク

ラブ例会の振替行事を変更し、パ

ペット劇に必要最低限の9名の参

加となりました。

　行きの車内では、L.西本美樹の

指導のもと、大型絵本「へんしんト

ンネル」の読み聞かせや、パペット

劇「おおきなかぶ」をワイワイと若

かりし頃の学芸会気分で練習を行

い、本番に向けて少しは心の余裕

が出来臨めました。しかし、本番は

緊張しまくり…でも、私たちのつ

たないパペット劇にとても純粋に

喜んでいる子供たちの姿に感激し

ました。

　村上園長先生からの挨拶で、園

児が全員無事であったこと、仮設

園舎でありながらも「ひな祭り会」

が出来ること、そして卒園式が迎

えられる嬉しい喜び等々、本当に

良かったと思います。子どもたち

の歌や踊りを披露する姿に、もう

胸が一杯になりました。元気をつ

けに行ったつもりが、逆に子供さ

んたちから元気を頂いて来まし

た。園児の皆さんありがとう！

　また、このアクティビティには

陸前高田ライオンズクラブの多大

なるお力添えを頂き、当日は菅野

会長・米谷地区常任名誉顧問・村上

元キャビネット幹事他会員の方々

のご出席を頂き、陸前高田市内の

視察や（大震災当日また、その数日

後の状況説明をお聞きしながら）、

昼食会での交流などクラブ間の絆

も出来たと思います。被災地陸前

高田と盛岡中津川ライオンズクラ

ブを結ぶ大切な事業として、今後

も継続していく予定です。

　来年のひな祭り会には、七段飾

りのひな人形が飾られた新しい園

舎で、私たちも磨きをかけたパ

ペット劇を披露し、賑やかなひな

祭り会が行われることを楽しみに

しています。

感動のアクティビティ始末記
盛岡中津川ライオンズクラブ　アラート委員長 L.佐々木 和夫

アクティビティ大賞
栄 光 の ア ワ ー ド金賞！
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IWATE
331-A地区からの寄贈記事

LION IWATE MAY

331-A地区から多額の支援金を戴きました！

　今回331-A地区のACT活動記

録をそのまま掲載させて頂き、

332-B地区の会員の皆様にご紹介

致します。

 この度、331-A地区（北海道・ガバ

ナーL.渡辺修：美唄LC）から第59

回地区年次大会の記念事業とし

て、多額の支援金を332-B地区に

贈呈戴きました。

　同地区は昨年8月初旬に被災地

の子供たちの支援として野球大会

を企画し、岩手県内から3チーム

を招待して頂き、たいへんお世話

になりました。

3 ！

（大船渡市出身）



13

IWATE
国際地球デー 新聞掲載アクティビティ

ライオンいわて5月号

釜石新聞
4月20日
掲載

胆江日日
4月19日
掲載

岩手日日
4月23日
掲載

釜石新聞
5月1日
掲載

国際地球デー4月22日

新
アクアア ティビティ
新聞掲載
アクティビティ

和賀LC 水沢中央LC 花巻東LC

安代LC 釜石リアスLC

花巻LC 盛岡中津川LC 盛岡中津川LC

米ウィスコンシン州の上院議員ゲイロード・ネ
ルソンの呼びかけに呼応した大学生等により、
全世界へ広まり、環境問題に対して人々の関心
が払われるようになった。
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IWATE
4月のアクティビティ

LION IWATE MAY

2R1Z

2R2Z

3R1Z

4R1Z

4R2Z

5R1Z

3R2Z

A p r i l   Ac t iv i t yA p r i l   Ac t iv i t y
献血推進活動

羽田小へ横断旗を寄贈

東日本大震災被災地支援 奇跡の一本松モニュメントへ寄付、買い物バスツアー

岩谷堂高等学校入学式

国際地球デー 植樹

献血推進活動

国際地球デー 植樹

国際地球デー 植樹

東日本大震災被災地支援 奇跡の一本松モニュメントへ寄付、買い物バスツアー

献血推進活動

使用済み切手 1700枚送付

全国交通安全運動

国際地球デー さくらの手入れ

国際地球デー 弁慶の森清掃

平泉LC旗争奪中学校交流野球大会

フラワーロードクリーン作戦

使用済み切手 1000枚送付

一関ボーイスカウトへ支援金

被災地支援事業

国際地球デー 清掃

春の交通安全街頭運動

千厩町仮設住宅被災者交流事業

東日本大震災被災者支援 竹駒寄席＆ミニ炊出し

老人施設「ひより」落語訪問

新入学児童にランドセルカバー寄贈

町内各幼稚園、保育園に絵本寄贈

町内新1年生に防災頭巾贈呈

藤沢サッカークラブとの共同奉仕活動

藤沢サッカークラブへ用具贈呈

藤沢こども園へプランター贈呈

東磐井地区少年剣道大会支援

川崎小学校 開校式

献血推進活動

国際地球デー 植樹

新入学児童にランドセルカバー贈呈

室根山山開きで植樹

声の図書館運営ボランティア「せきれい」に支援金

被災地訪問の案内

買い物ツアー受入

音声通訳ボランティア団体に活動支援金贈呈

交通安全運動街頭啓発活動

陸中宮古LC旗争奪剣道大会

宮古市交通安全対策協議会

国際地球デー 植樹

千羽鶴作成

春の交通安全運動街頭啓発活動

レディの会奉仕活動

陸中宮古LC旗争奪剣道大会

一二神千古の森保全協議会

交通安全対策協議会総会

国際地球デー 植樹

12日

21日

3日

20日

20日

22日

22日

21日

15日

4日

25日

3日

16日

22日

21日

29日

6日

20日

23日

6日

13日

5日

6日

22日

29日

6日

22日

23日

14日

8日

29日

11、16、26日

9日

13日

3月1日～31日

24日

5、15日

9日

9日

8、16、26日

22日

22日

1、14日

9日

14日

24日

盛岡中津川

盛岡観武

岩手

葛巻

二戸

西根

安代

花巻

大迫早池峰

花巻東

東和猿ヶ石

北上

和賀

北上国見

盛岡不来方

江釣子

江刺岩手

前沢

水沢中央

金ケ崎

平泉

千厩

大東岩手

陸前高田

陸中宮古

東山

室根

水沢

胆沢岩手

一関

花泉

一関中央

一関厳美渓

藤沢岩手

川崎岩手

大船渡

住田

大船渡五葉

宮古岩手

久慈

田老

田野畑

岩泉龍泉洞

1R1Z
リトルリーグ支援

国際地球デー 植樹ACT

直接献血

東日本大震災復興支援 大槌LCへ義援金贈呈

東日本大震災被災地支援 買い物バスツアー

国際地球デー 植樹会

国際地球デー 植樹

国際地球デー 清掃活動

暴力団追放 賛助金

東日本大震災復興支援 小学校へ「お守り」贈呈

国際地球デー 清掃活動

献血推進活動

国際地球デー ライオンズ公園整備作業

使用済み切手 2000枚送付

東日本大震災被災地支援 買い物バスツアー

国際地球デー 植樹と清掃活動

東日本大震災被災地支援 買い物バスツアー

国際地球デー 清掃

花巻市市民憲章推進協議会

東日本大震災被災地支援 買い物バスツアー

国際地球デー 植樹

石鳥谷中学校入学式

花北青雲高等学校入学式

国際地球デー 清掃

石鳥谷LCチャリティーゴルフコンペ（事業資金獲得)

東日本大震災被災地支援 買い物バスツアー

国際地球デー 清掃、巣箱設置

花巻市市民憲章推進協議会総会

国際地球デー ライオンズの森整備

「すくすくネットワーク」巡回指導

国際地球デー 植樹した桜の手入れと清掃

献血推進活動 4箇所

あじさい下草刈り・清掃活動

資源回収リサイクル活動

北上さくらの会へ「桜愛護育成支援金」寄付

台湾屏東市獅子會45周年共同ACT（車寄贈）

資源回収

あじさい・清掃活動

国際地球デー 植樹

献血推進活動

国際地球デー 白ゆり球根購入代贈呈

北上さくらの会へ「桜愛護育成支援金」寄付

献血推進活動

展勝地あじさい周辺ゴミ除去作業

陸中山田へ復興支援金の贈呈

国際地球デー 江釣子保育園に植樹

1R2Z

盛岡

盛岡南

滝沢

紫波

玉山姫神

石鳥谷

矢巾

10日

18日

21日

9日

18日

21日

18日

16日

21日

13日

30日

10日

25日

20日

27日

23日

12日

14日

21日

22日

10日

20日

14日

15日

5～9日

26日

9日

20日

20日

20日

29日

5日

24日

25日

9日

14日

23日

19日

21日

1日

10日

21日

26日

25日

1～12日

10日

17日

21日

24日

26日

22日
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IWATE
「龍声」

ライオンいわて5月号

5R2Z
17日

13日

3日

10日

29日

17日

20日

22日

LL奉仕活動

国際地球デー 植樹

リサイクル品の回収

国際地球デー 剪定と清掃

遠野LC旗争奪学童野球大会

アイバンクひかりの箱設置協力店感謝の夕べ

国際地球デー 植栽、清掃 

使用済み切手 1000枚送付

「龍声」 L.千葉 龍二郎
地区ガバナー

L.千葉 龍
地区ガバナー

　ライオンいわての紙面をお借りし

て寄稿して参りました「龍声」欄も残

り少なくなりました。L.久慈広報委員

長から締切日案内のFAXが入るとま

ず２、3日は悩み、決断してから2、3日

で脱稿と言う具合に進みます。初め

に引き受けた時は、いとも簡単に「い

いよ」とは言ったものの今回も同じ

ことを繰り返す有様です。

　この様な状況の中で水沢キャビ

ネットを預かる者として奥州市水沢

をアピールするチャンスと捉え紹介

しようと思いましたが、ちょっと少

なかったと反省している所です。

　そこでPＲです。奥州市で最大の関

心事である国際的大プロジェクト

ILCの誘致推進活動の一員として参

加しております。7月末には建設候補

地が絞られるようですが、世界で5ヶ

所と国内では2ヶ所、その内の1ヶ所

が東北岩手の北上高地の良質な岩盤

（30㎞～50㎞）が有力視されておりま

す。岩手の県南奥州一関北上にぜひ

誘致すべき活動をしております。4月

にはスイス（ジュネーブ）にあります

欧州合同原子核研究所（セルン）を視

察して参りました。60年前にスター

トしたキャンパスは2400名の職員と

年間約1万名の研究者が利用し、運営

費も年間1,000億円も必要とする世

界一の研究施設です。セルンと同等

以上の施設が我が東北岩手、奥州市、

一関市、北上市に決定するその容貌

を見る時がせまって参りました。

我々の願いが実現する事を願うだけ

です。

雑感雑感

釜石

遠野

釜石リアス

大槌

ライオネスクラブ

レオクラブ
27日

26日

13日

ひかりの箱募金

献血推進活動

国際地球デー 植樹

陸中山田

西根

盛岡

早池峰

石鳥谷

北上

一関二高

釜石

玉山姫神LC
紫波LC

前沢LC

石鳥谷LC

4月　新入会員一覧

佐藤 千賀夫
高橋 ゆかり
金 子 千 鶴
鎌 田 盛 子
及 川 博 文

4月　新入会員一覧

会員動向

クラブ名 会員名（新入／再入／転入）
東山LC
川崎岩手LC
久慈LC

佐 藤 己 義
葛 西 信 昭
高 橋 道 博

金ケ崎LC
小 関 昭 夫
斎 藤 政 宏
髙 橋 良 一

クラブ名 会員名（新入／再入／転入）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

（水沢中央LC）享年67歳
2005年11月入会  4月4日逝去

故 L.佐々木 隆男故 L.佐々木 隆男

訃 報

▲楽屋でリラックス？

■奥州市立真城小学校マーチングバンドは毎年岩手県内はもとよ
り、東北地区大会においてもすばらしい成績を残しています。特に最
近改築された新校舎の体育館は、マーチングバンドの練習を目的と
した大きさで創られています。地域住民の応援を背に今日も子供達
は頑張っています。
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　今月号の表紙は、季節柄欠かすことは出来ないと
考え、年次大会での「ゴールデンキー」のシーンとい
たしましたが、我が広報委員会ではこれまで、ゾーン
内の名所旧跡や祭り、歴史エピソードにこだわった
表紙づくりを進めてまいりました。
　思いは取りも直さず、より多くの方々がこの地を
訪れ、その素晴らしさ・深さ・意外性を実感して頂き
たいという切なる願いでございます。すべて一見の
価値はもちろん、いずれも皆様の期待を裏切らない
ものと確信いたしております。
　次号はいよいよ今年度の最終号です。清々しくも
壮大！且つタイムリーな表紙を予定いたしておりま
す。ぜひご期待ください。

4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5月25日
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広報委員会

表紙の説明 ： 第59回地区年次大会
記念式典もいよいよ最高潮に達し、現千葉ガバナーより、佐々木次期地
区ガバナーエレクトにガバナーキーが渡されました。千葉ガバナーが手
にしているキーは記念のレプリカです。いよいよ次期キャビネットが動き
出します。
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