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　私は縁あってここ東山町を生
涯の地とし 37 年。そしてライ
オンズ歴 25 年と特別なことも
なく、一会員として日々過ごし
て参りました。
　私が所属の東山ＬＣも山・谷
ありの歩みの中で、今は例会出
席率が常に80％を越え、100％
の会員も出る程で活気に満ち、
私自身当クラブが大好きです。
　その勢いは 40 周年式典や第
二副地区選出の時に現れまし
た。チャーターメンバーから「ガ
バナー輩出は40年間の悲願だ」
の声が上がり、クラブ一丸とな
り、ゾーン各クラブのご理解と
ご協力の元、その一歩を踏み出
したのでした。
　振り返れば第二副地区就任以
来、この２年間は私にとり長く
も短いものでした。自身の浅学
非才を埋められたのは直接温か
くご指導下さいました髙橋晴彦
前ガバナー、千葉龍二郎ガバ
ナー、ゾーンの高橋義太郎名誉
顧問をはじめ立場からのアドバ
イスを下さいました名誉顧問会
の皆様、当初から力強い激励と
ご支援下さいましたチーム４Ｒ
１Ｚの皆様、一丸となり背中を
押してくれた仲間東山ＬＣの皆
様、そしてご承認下さいました
皆様にまずもって心から御礼申
し上げ、この事を胸にスタート
とさせて頂きますと共に、任を
果たして参りたいと思います。
　もう一つの力となったのは上
位リーダーシップセミナー等へ

の参加でした。研修内容のどれ
もが自分がより成長する為には
不可欠なものばかりで、限られ
た時間ではありましたが改めて
ライオンズを知り、仕事・人生
等何事にも通じ楽しい・面白い・
役に立つ事を学びました。
　不安も少しずつ解消し、ス
タートラインに立った今は、こ
の事を多くの仲間達に知らせた
い。地域に活かしたいと強く思
い、地区ガバナーとしてリー
ダーシップを発揮し、その責任
を果たして参りたいと意を新た
にしているところです。
　さて、皆様に地区年次大会に
てガバナーエレクトとしてご承認
を頂き、先日ドイツハンブルグで
の第 96 回ライオンズクラブ国際
大会に参加して参りました。
　オーストラリアのバリーＪ・パー
マー会長が誕生。不肖私も千葉
ガバナーにエレクトのリボンを外
して頂き、晴れて332-B 地区ガ

バナーに就任させて頂きました事
を報告させて頂きます。遠く地区
からの仲間立会いでの就任式の
感動は、宝であり忘れることなく
今後の力にして参ります。
　国際会長テーマ「夢を追いか
けよう」は心に響きました。チー
ムの一員を実感出来た事と世界
のライオンズの事業のすばらし
さを目の当たりに出来た事は貴
重な体験として今後に活かして
参ります。
　私のガバナーテーマは「我ら
ライオンズファミリー」であ
り、困った人あれば手を差し延
べる。そんな人の輪をもっと広
げたい…と強く思っています。
　結びに、ライオンズの歴史を
引き継いでこられた諸先輩、同
志の皆様に敬意を表しますと共
に、今後のご健勝とご活躍をお
祈り申し上げます。そして、こ
の一年皆様の御協力ご指導の程
宜しくお願い申し上げます。

ライオンズクラブ国際協会332-B 地区

ガバナー就任にあたって
地区ガバナー　Ｌ．佐々木　賢　治
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ガバナーエレクトリボンを外して頂き、佐々木ガバナー誕生の歴史的・感動の瞬間です！



「イノベーション 時代・地域ニーズにウィサーブ」

「We are the Lions Family（我らライオンズファミリー）」

2013-2014 332-B 地区　アクティビティスローガン

2013-2014 332-B 地区　ガバナナーテーママ

　世界ライオンズの結成から 100 年。そして日本ライオンズ結成 60年に成ります。時代の経過に
於いて、私たちの世界最大の奉仕団体であるライオンズクラブであっても時代・地域背景、社会状
況の中でWe Serve の在り方やニーズも変わって当然であります。「今を変わらずに生きる為には
変わらなければならない」の言葉が思い浮かびます。
　ライオンズの原点・歴史・伝統を尊重しながら守るべきは守り、変わらなければならないものは、
時代・地域ニーズの中で勇気をもって改革すべきであります。特にもアクティビティはライオニズ
ム表現の先端事業であり、ニーズを調査し会員と話し合い、選択すべきです。こうしたイノベーショ
ンが次代への継承の力となることを確信しています。

　歴史あるライオンズクラブは世界最大の奉仕団体であり、モットーは「We serve」であります。
その為の基本と成るのは、『人』、人材であり、仲間です。そしてその絆であります。
　私の住む東山町は、あの「雨ニモ負ケズ…」の宮沢賢治が昭和６年、東北砕石工場の技師として
勤務した場所であり、賢治ゆかりの地であります。
　「まづもろともに、かがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう」の詩碑が東山町内を一
望する高台にあります。
　「世界全体が幸福にならないかぎりは、個人の幸福はあり得ない」の賢治精神は、没後 80 年の
今も生きており、私たちライオンズクラブの精神にも相通づるものであります。困った人あれば手
を差し伸べる。そんな人の輪を広げて参りたいと強く思っているところです。

2013-2014  332-B 地区　ガバナー重点目標

１．東日本大震災復興支援
２．家族会員の再認識とクラブの活性化
３．GMT・GLTの確立と推進
４．青少年健全育成
　　１）ライオンズクエストの更なる推進
　　２）薬物乱用防止セミナー開催
　　３）YCE事業
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　332-B 地区内のクラブそして
会員の皆様に御挨拶を申し上げ
ます。2012-13 年の私共キャ
ビネット運営に対しまして、多
大な御支援、御協力を賜り厚く
御礼申し上げます。お陰様に
て、任務を遂行する事ができま

した。改めてＢ地区メンバーの
友情に感謝を申し上げます。
　日々変わる国際社会でありま
すが、何ら変わる事の無い、「We 
Serve」の精神はクラブの運営
と会員を一つにして、脈々と続
き、我々メンバーにとって生き

甲斐として心の中に蓄積されて
来ました。そして今期はＢ地区
にとって記念すべき 60 年の節
目を迎えました。佐々木賢治ガ
バナーを先頭に輝く年になる
事でしょう。又、34 年ぶりに
山田實紘国際会長が誕生します。
国内外に「JAPAN」を大いにア
ピールする年にもなります。福岡
での国際大会が今から楽しみに
している所です。Ｂ地区内は復
興支援を柱に我々名誉顧問会も
御支援申し上げます。

　わが盛岡中津川ＬＣは今年、
チャーターナイト以来 48 年目を
迎えます。この中で 1989 年、篤
実で実行力がありましたわが盟友
加藤芳太郎ガバナーを輩出してい
ます。以来 24 年、この度、不肖
私が 2013-2014 年度 332-B 地区
第一副地区ガバナーに立候補、承
認されました。よろしくご指導、
ご愛顧をお願い申し上げます。
　私は入会して以来、信条として
いますことは、ライオンズクラブ
その原点であるライオニズムは崇
高な意義を持っており、いかなる
場合でも不変であります。この信

念のもと、翻って私達が生活して
いる時代の流れは緩急多彩であり
厳しいものがあります。日頃、私
は生活・仕事面において常に時代
の潮流に合った思い、行動がとれ
るよう努力しています。私はこの
ことを念頭にＬＣの活動は時代に
即応し、柔軟に “We Serve” の
精神で楽しく、仲良く、協調で絆
を強くし運営しなければならない
と思っています。
　Ａ・マデン前国際会長の言葉に
“ライオンズは上意下達の組織で
はなく、個々のクラブにとって何
が効果的か、最もよく知っている

　５月 12 日の第 59 回年次大会
において第二副地区ガバナーに

信任され、ゾーン内でも「皆で
協力する」との心強い励ましを

のは会員自身であるから・・・”
と云いながらもライオンは自ら分
析し、内省してみることは重要で
す。奉仕を永続させるには会員を
増やしていかなければなりませ
ん。奉仕の世界では会員の増強が
善行を拡大することへつながりま
す。手段を選んで会員の増強を一
義的に考えていかねばなりませ
ん。
　今年一年間の心構えとしてガバ
ナーのもと、アクティビティス
ローガン、ガバナーテーマを信条
にガバナーの重点目標をよく理解
し、きっちりとサポートしそのと
きを迎えたいと思います。
　～デッカイ感動！デッカイ夢！
 デッカイ未来！～
　私の青少年健全育成のスローガ
ンです。

頂いております。皆様に背中を
押して頂きながらの心もとない
出発ではありますが、諸先輩方
のご指導を頂きながら、皆様の
足を引っ張らずに職務を全うし
てまいりたいと思っております。
　当花巻東 LC も今年 10 月 27
日 40 周年を迎える事になり、会

地区名誉顧問会議長
就任のご挨拶

第一副地区ガバナー
就任にあたって

第二副地区ガバナー
就任にあたって

地区名誉顧問会議長 
Ｌ．千　葉　龍二郎

第一副地区ガバナー 
Ｌ．吉　田　昭　夫

第二副地区ガバナー 
Ｌ．筒　井　　　學
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員一同式典に向けエンジンがか
かり始めております。この期に
新人会員を増員し皆様をお迎え
したいと思っております。
　佐々木賢治ガバナーのスロー
ガン「イノベーション時代・地
域ニーズにウィサーブ」・テーマ
「我らライオンズファミリー」又

「４項目の重点目標」を心に留め
ながら臨んでまいる所存でござ
います。
　我が郷土の偉人　宮沢賢治の
有名な詩「雨ニモマケズ・・・」
では、直接、自らが相手の所に
出向いて「手助けを実践する」
と中ほどで歌われており、この

部分が一番、賢治の言いたかっ
た部分だと解釈されております。
ライオンズの精神と全く一致す
るところではないでしょうか？
「実践」を心がけて臨んでまいり
ます。
　皆様のご支援・ご協力の程よ
ろしくお願い申し上げます。

キャビネット幹事に
就任して

キャビネット幹事 
Ｌ．鈴　木　正　敏

　７月９日、ドイツ　ハンブル
グの地に於いて、佐々木賢治ガ
バナーの誕生に立ち会いました。
佐々木ガバナーエレクトも緊張の
面持ちでエレクトのリボンを千葉
ガバナーより胸から外されました
が、私自身も今年度、キャビネッ
ト会計としての重責を、負わなけ
ればならないことに、不安で胸が

いっぱいになりました。でも、キャ
ビネット会計としてやることはや
らなければという気持ちもはっき
りと自覚もできました。第 96 回
ライオンズクラブ国際大会ＩＮハ
ンブルグに参加できた喜びを噛み
しめております。
　これからは、佐々木ガバナー、
鈴木キャビネット幹事の指導のも

　ライオンズクラブに入会して８
年目の若輩者がキャビネット幹事
を拝命して大変恐縮しています。
諸先輩方がたくさんいる中で、ど
うして私が？と言う気持ちが大き
いですが、佐々木賢治ガバナーの
やる気と熱意に動かされ承知した
次第であります。
　今日 332-B 地区には、課題が
山積していると思います。「被災

地の支援の在り方」「クラブの活
性化と支援の在り方」「会員維持
増強及び家族会員の問題」…等。
　これらの問題の解決に当たっ
ては、佐々木ガバナーの思い・
願いを大事にしながら一歩一歩
解決に向けて進んでいきたいと
思います。
　また、４Ｒ１Ｚを中心に結成し
たキャビネット役員（副幹事・委

員長・副委員長等）の皆様のお力
をお借りしながらこの大役を何と
か果たしていきますので、関係各
位のご支援・ご協力を切にお願い
致します。
　国際会長テーマ「夢を追いかけ
よう！」「夢を見ることができれ
ば、それを実現することができ
る。」の理念を目指して会員みん
なで力を合わせてがんばろう！
　この１年間、力足らずではあり
ますが、一所懸命がんばりますの
でライオンズ各位のご理解とご指
導、ご協力を心よりお願い申し上
げます。

と、スムーズな会計としての職務
を果たす所存です。
　東山ライオンズクラブに入会し
まして 10 年経過しましたが、今
まで勉強不足でした。ライオンズ
の原点に立ち返りながら一生懸命
努力します。
　332-B 地区の会員の皆様、温か
いご支援と、叱咤激励をお願いし
ます。
　まずは、ガバナー公式訪問で各
ゾーンに訪問させていただきま
す。その際にはよろしくお願い致
します。

キャビネット会計
就任にあたって

キャビネット会計 
Ｌ．髙　橋　政　智
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　このたび佐々木賢治ガバナー
のもと、1R1Zのゾーン・チェアパー
ソンとして大役を努めさせていた
だくことになりました。
　常日頃父が「誰も引き受けな
い仕事こそ進んで引き受けよ
う」と、口癖のように言ってい
たことを思い出し、クラブ内で
の指名を頂きました。その当初
は軽い気持ちでお受けしたので

すが、いただいた資料に目を通
すにつれて、責任の重大さに身
が引き締まる思いを新たにして
います。
　今期示されました、地区アク
ティビティスローガンの「イノ
ベーション時代・地域ニーズに
ウィサーブ」ならびに地区ガ
バナーテーマの「We are the 
Lions Family」に沿って、ガバ
ナー・キャビネットとゾーン内
との橋渡しを第一に努めて参り
ます。
　また、幸いにも、すでにゾー

ン内の各クラブはそれぞれに申
し分の無いほどに優れたアク
ティビティを行なっております
ので、ゾーン内での私の役割と
しては、各クラブ間の調整役と
して、微力ながら下働きに徹す
るつもりで努めて参りたいと思
います。
　どこまで出来るかわかりませ
んが、どうかこの一年間楽しみ
ながらも責務を全うできますよ
う皆様方のご支援ご協力をお願
い申し上げ、就任のご挨拶と致
します。

　この度、ゾーン内ローテーショ
ンにより１Ｒ２Ｚの安代ライオン
ズクラブより選任され、ゾーン・
チェアパーソンの大役を引き受け
ることになりました。就任の時を
迎えて、あらためて責務の重大
さを痛感しております。
　ゾーン内クラブの交流を深

め、親睦と融和をモットーに、
今年度の 332-B 地区アクティ
ビティスローガン「イノベー
ション時代・地域ニーズにウィ
サーブ」にあたり地域ニーズを
調査し、真に必要なアクティビ
ティを見極め実施に努めてまい
ります。ガバナーテーマ「We 
are the Lions Family」、そして、
「奉仕は人なり、人脈・絆であ
る。」のもと、ガバナー重点目
標の達成にむけて、キャビネッ

トの皆様の指導を賜りながら、
縁あって、世界一の奉仕団体で
あるライオンズクラブの仲間と
なり、活動している皆と話し合
い、頑張ってまいりたいと思っ
ております。
　この一年間、楽しいゾーン運
営を図っていきたいと考えてお
りますので、皆様のご支援、ご
協力を切にお願い申し上げて就
任にあたってのご挨拶とさせて
頂きます。

　早池峰山の雪もすっかり溶け
ハヤチネウスユキソウも咲き
誇っている今日この頃です。
　就任にあたり、ゾーン・チェ
アパーソン就任予定者会議や引
継ぎ会に出席して話を聞くうち
に、自分の中に焦りとともに自
分に出来るのだろうかと不安も
感じました。しかしながらお引

き受けした以上は精一杯務めさ
せていただく所存です。
　特にも、ガバナー重点目標に
掲げられています「東日本大震
災復興支援」につきましては、
時間の経過とともに求められて
いる支援の内容も変わっていま
すので、２Ｒ１Ｚが担当いたし
ます被災された沿岸ライオンズ
クラブ会員諸兄と連携を取りな
がら復興のご支援をしていきた
いと思います。
　また青少年健全育成の一環で

ありますライオンズクエストプ
ログラムの推進につきまして
は、当ゾーン内において紫波・
矢巾ＬＣがワークショップを開
催する予定ですので、教師の育
成のみならず各クラブ員が理解
を深める良いチャンスであると
考え、大いに応援をしたいと考
えております。
　皆様のご指導ご鞭撻をお願い
いたします。

　　  ゾーンチェアパーソン就任のご挨拶  　　
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1R1Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．松田　恭一
（盛岡 LC）

1R2Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．勝又　紘一
（安代 LC）

2R1Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．黒須　信男
（大迫早池峰 LC）



　この度、はからずも２Ｒ２Ｚ
内ローテーションにより、ゾー
ン ･チェアパーソンをお引き受
けすることとなりました。御存
知のとおりライオンズクラブは
世界最大の奉仕団体であり、そ
の一翼を担うものとしては、そ
れなりに豊かな心持ちで活動し
ていかなければと思っていま

す。もとより浅学非才の私です
が地区ガバナーのパイプ役とし
て一生懸命務めさせていただく
所存です。
　さて、必携をみると『ＺＣは
地区ガバナーの監督指導を受け
責任者として、ゾーン内の運営
にあたる』とあります。奉仕に
対する価値観が多様化する昨今
ではありますが社会的、経済的
背景を踏まえながら、ガバナー
方針の浸透とガバナー重点目標
達成の為に取り組んでいきたい

と思っています。
　特にも、ＧМＴ、ＧＬＴの
確立と推進では原点に立って考
え、東日本大震災復興支援につ
いてはゾーンとして何を成すべ
きか多方面から情報収集し、捲
土重来を期して、奮励努力いた
す所存です。
　ゾーン内４クラブの皆様から
御指導を仰ぎ、御理解と御協力
を得ながら精一杯努力してまい
りますので、御支援の程よろし
くお願いいたします。

　今から 13 年前に私が会長を
務めさせて戴いた頃、水沢中
央ＬＣの会員は 60 名を数えて
おりました。現在は 35 名、内
病気で休会会員４名と半数の
会員となりました。そんな事
情から本年は役員も各委員会
に所属し、又役員の兼務もあ
り会員皆で会を盛り上げ、活
動しなければとの事です。自

分だけが我が儘を言える状況
にないと思い、ＺＣを引き受
けることとなりました。もと
より浅学非才の身、はたして
この重責を担うことが出来る
のだろうかと心配でしたが、
幸いにも所属クラブのメン
バーが協力していただけると
のことで、一安心です。
　さて本年度の佐々木賢治ガバ
ナーは下記のアクティビティス
ローガンと４つの重点目標を掲
げられました。
　スローガン「イノベーション

時代・地域ニーズにウィサー
ブ」、重点目標⑴東日本大震災
復興支援、⑵家族会員の再認識
とクラブの活性化、⑶ＧＭＴ・
ＧＬＴの確立と推進、⑷青少年
健全育成、私共３Ｒ１Ｚ内青少
年健全育成事業として「象の死」
の公演を進めさせて戴いており
ます。佐々木ガバナーの思いが
達成されるよう、そして３Ｒ１
Ｚ内クラブの活性化を目指し進
んでまいりますので、会員皆様
方のご指導ご協力をお願い申し
上げます。

　今期、３Ｒ２Ｚゾーン・チェ
アパーソンの大役を勤めさせて
頂くことになりました、鈴木雅
彦です。まだまだライオン歴の
浅い未熟な私では有りますが、
所属クラブの支援は勿論の事、
皆様のご協力によって「明るく
楽しい」ゾーンの運営に努力し
たいと思っております。魅力あ
るライオンズクラブに成るため

には、地区アクティビティス
ローガン・地区ガバナーテーマ
を会員みんなが、良く理解し、
目標を明確にして活動する事が
大事でしょう。その推進役とし
ての職務がＺＣＰ。重大な職責
をやっと認識した次第です。大
変荷が重いのですが、重点目標
を達成するためにゾーン活動の
活性化と交流、そしてそれから
生まれるイノベーションを期待
して、運営したいと考えていま
す。また復興支援についても、
私達にいま何が出来るのかを、

もう一度原点に戻って、考え直
したいと思っております。ゾー
ン内の各クラブは、今までも
非常に多くの有意義なＡＣＴ
活動を、行っております。ク
ラブ間の交流を増やし、お互
いに学びあいたいと思ってお
ります。クラブでは出来ない
けれどゾーンの単位なら出来
るＡＣＴ。更なる発展と会員
増強の為、キャビネットとの
連携を密にし、一年頑張りま
す。ご指導ご鞭撻宜しくお願
い致します。
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2R2Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．藤原　宥川
（北上 LC）

3R1Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．及川　信勝
（水沢中央 LC）

3R2Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．鈴木　雅彦
（一関中央 LC）



　この度佐々木ガバナーのもと
４Ｒ１Ｚのゾーン・チェアパー

ソンに就任することになり、責
務の重大さを感じています。
色々ライオンズの事は知ってい
るつもりだったのですが、さて
何から始めたらいいのか、とま
どうばかりです。今後、地区ガ

バナーの指導をうけライオンズ
クラブ国際協会の目的を推進す
るため会員の皆様の協力を大に
して、その力を結集して１年間
頑張って行きたいと思います。
よろしくお願い致します。

　このたび、佐々木賢治ガバ
ナーのもと、４Ｒ２Ｚのゾー
ン・チェアパーソンと言う大役
を務めさせて頂くことになりま
した。震災から 2 年 4 ヶ月が
経過致し、その間、県内のブラ
ザークラブの皆様のご協力に対
しまして心より感謝を申し上げ
ます。
　さて、年次大会での地区スロー

ガン「イノベーション時代・地域
ニーズにウィサーブ」ガバナーテー
マ「我らライオンズファミリー」重
点目標「東日本大震災支援等 」々
が決定をされました。また、キャ
ビネット準備会で更に詳細にご
説明され、文字で終わることの
ないようにしなければなりませ
ん。ZCに課せられたものと感じ
ております。
　被災地に何が必要か、時間と
ともに風化するのが常、しかし
ながら青少年支援、被災者への
心のケア、生活の再建支援等々

様々な問題が隠されておりま
す。被災地に対して多少なりと
も足を向けて頂き、継続的支援
をして頂ければと思います。
　被災地の現状は復興途上で先
の見えない部分が多く、進んで
いない。こうした中での就任、
佐々木ガバナーと４Ｒ２Ｚのパ
イプ役として、この 1 年間一
生懸命つとめさせて頂きたいと
思いますので、会員各位のご協
力を頂きながら頑張ってまいり
ますので、よろしくお願い申し
上げます。

　この度５Ｒ１ＺのＺＣに就任し
ました西村です。陸中宮古ＬＣ
に所属しております。この一年間
佐々木ガバナーの元、宜しくお願
いいたします。
　５Ｒ１Ｚは北は久慈市から南は
宮古市まで縦に100kmと長い
海岸線上に立地し、忘れもしな

い東日本大震災から３年目を迎
えた被災地であります。その中で
332-B 地区佐々木賢治ガバナー
のテーマ「我らライオンズファミ
リー」の合言葉を５Ｒ１Ｚの140
名を超えるライオンと共に、今望
まれてる奉仕とはなんぞや、そ
して限りある期限の中でなにが
出来るかを模索しながら活動し
なければなりません。私は一歩
後退二歩前進この言葉が大好き
です。やはり何か困っているク

ラブがあれば一歩下がって行動
し、考え、そして決断した時が
一歩前進。会員はファミリーなの
です。そこでまた前進この繰り返
しで退会者防止、新会員の増員
を図ることでクラブが繁栄し運営
がスムースに出来るものと確信し
ております。微力ではありますが
この一年間ゾーン内クラブの会員
様のご指導を頂きながら大役を
果たして参りたいと思いますので
宜しくお願い致します。

　この度、ゾーン内のローテー
ションによりゾーン・チエアパーソ
ンの大役を引き受けることになり
ました。重責を担うことになり改
めて責務の重大さを痛感し、身
の引き締まる思いです。今後、キャ
ビネット会議並びにＺＣ会議で具
体的に活動方針を示されると思

いますが、ＺＣとして、佐々木賢
治ガバナーの運営方針をきちん
とゾーン内クラブに伝えることと、
ゾーン内のクラブからの要請にも
耳を傾け、キャビネットとゾーン
内クラブのつなぎ役になりたいと
思っております。
　今年度の４項目のガバナー重
点目標達成のため、各クラブ会
員の皆様には、ご理解をいただ
き、活動を展開していただけれ
ばと思っております。あの忌まわ

しい震災から２年４か月が経過し
ますが、依然として沿岸被災地
では様々な問題が、蓄積してお
ります。
　ガバナーテーマ（我らライオン
ズファミリー）を肝に銘じ、地域
に密着した奉仕活動にゾーン内の
クラブの皆様と取り組んで参りた
いと思いますので、諸先輩並びに
各クラブの皆様のご指導とご支援
を心からお願い申し上げ、就任の
ご挨拶とさせていただきます。
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度佐 木 も

4R1Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．小野寺義直
（室根 LC）

び 佐 木賢治

4R2Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．村上　富夫
（陸前高田 LC）

度 就任

5R1Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．西村　弘美
（陸中宮古 LC）

度 ゾ 内

5R2Z
ゾーン・チェアパーソン
Ｌ．佐々木政治
（釜石リアスLC）



年間主要行事予定表
（2013年７月～2014年７月）

※2013年７月16日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。

期　　日 事　　　　　項 場　所 摘　　要
2013年７月５日㈮～９日㈫ 第 96回国際大会（ドイツ・ハンブルグ） ドイツ

７月18日㈭ 地区名誉顧問懇談会 一関市 ひがしやま観光ホテル
７月20日㈯ 夏期ＹＣＥ来日生ガバナー表敬訪問・歓迎会 一関市 東山町

７月22日㈪ 第１回キャビネット会議・第１回ＺＣ会議・第１回地区アクティビ
ティ積立金運用委員会・第１回 YCE・ライオンズクエスト委員会 一関市 げいびレストハウス

７月29日㈪～30日㈫ Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」ワークショップ（２日間） 田野畑村 田野畑中学校
７月29日㈪ ガバナー公式訪問　　　　昼　１Ｒ１Ｚ 盛岡市
７月29日㈪ ガバナー公式訪問　　　　夜　１Ｒ２Ｚ 八幡平市
８月２日㈮ ガバナー公式訪問　　　　夜　２Ｒ１Ｚ 花巻市
８月６日㈫ ガバナー公式訪問　　　　夜　５Ｒ１Ｚ 宮古市
８月７日㈬ ガバナー公式訪問　　　　夜　５Ｒ２Ｚ 釜石市
８月９日㈮ ガバナー公式訪問　　　　夜　４Ｒ２Ｚ 住田町 グリーンベル高勘
８月21日㈬ ガバナー公式訪問　　　　夜　２Ｒ２Ｚ 北上市
８月29日㈭ ガバナー公式訪問　　　　夜　３Ｒ１Ｚ 奥州市
８月30日㈮ ガバナー公式訪問　　　　夜　３Ｒ２Ｚ 一関市
８月31日㈯ ガバナー公式訪問　　　　夜　４Ｒ１Ｚ 室根町
８月４日㈰ 地区レオフォーラム 一関市 東山町
９月29日㈰ 東和猿ヶ石ＬＣ　35周年記念式典 花巻市 鮎ハウス毘沙門
10月８日㈫ 世界ライオンズ奉仕デー
10月13日㈰ 室根ＬＣ　15周年記念式典
10月14日㈪ 釜石リアスＬＣ　45周年記念式典 釜石市 ホテルサンルート釜石
10月16日㈬ 第２回地区ＹＣＥ委員会 一関市
10月27日㈰ 花巻東ＬＣ　40周年記念式典 花巻市 渡り温泉

11月７日㈭～ 10日㈰ 第 52 回東洋・東南アジアフォーラム（シンガポール） シンガポール
11月　　　 ライオンズ献血推進研究会 盛岡市 日赤
11月15日㈮ ライオンズ国際平和ポスターコンテスト・キャビネット締切
11月18日㈪ 第２回キャビネット会議・第２回ＺＣ会議 一関市
11月24日㈰ 陸前高田ＬＣ　40周年記念式典 陸前高田 キャピタルホテル1000
11月　　　 冬期ＹＣＥ生受け入れ・派遣生オリエンテーション
12月　　　 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 盛岡市
12月　　　 冬期ＹＣＥ来日生ガバナー表敬訪問・歓迎会
12月　　　 新入会員オリエンテーション 各ゾーン

2014年１月16日㈭ 資格審査会（次期地区ガバナー・第１・第２副地区ガバナー候補） 一関市
２月17日㈪ 第３回キャビネット会議・第３回ＺＣ会議 盛岡市
３月30日㈰ 大迫早池峰 LC40 周年記念式典 花巻市 大迫町  ふるさとセンター
４月10日㈭ アワード審査会 一関市
４月22日㈫ 国際地球デー
５月10日㈯ 第 60回地区年次大会　親睦ゴルフ大会 一関市 江刺カントリークラブ
５月18日㈰ 第 60 回地区年次大会　代議員会・式典・祝賀会 一関市 東山総合体育館
５月24日㈯ 332 複合地区第 60回年次大会　前夜祭 福島県 福島市
５月25日㈰ 332 複合地区第 60 回年次大会　代議員会・大会式典 福島県 福島市
６月５日㈭ 世界環境デー
６月７日㈯ 宮古岩手ＬＣ 50周年記念式典 宮古市 ホテル沢田屋
６月９日㈪ 第４回キャビネット会議・第４回ＺＣ会議 一関市

７月４日㈮～８日㈫ 第 97回国際大会（カナダ・トロント） カナダ
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2013－ 2014

332-Ｂ地区
キャビネット構成員紹介

地区会計監査
L. 佐藤久耕
東山ＬＣ

地区ガバナー
L. 佐々木賢治
東山ＬＣ

元国際理事
地区名誉顧問
L. 大野 一
盛岡不来方ＬＣ

地区名誉顧問会議長
L. 千葉龍二郎

水沢ＬＣ

第一副地区ガバナー
L. 吉田昭夫
盛岡中津川ＬＣ

第二副地区ガバナー
L. 筒井　學
花巻東ＬＣ

地区常任名誉顧問
L. 米谷春夫
陸前高田ＬＣ

地区常任名誉顧問
ＧＭＴ地区コーディネーター
L. 種市一二
釜石ＬＣ

地区常任名誉顧問
L. 相原文忠
盛岡不来方ＬＣ

地区常任名誉顧問
L. 髙橋晴彦
和賀ＬＣ

地区名誉顧問
L. 福成　覚
釜石リアスＬＣ

地区名誉顧問
L. 黒澤康男
盛岡南ＬＣ

地区名誉顧問
地区年次大会委員長
L. 高橋義太郎
藤沢岩手ＬＣ

地区名誉顧問
L. 佐藤勇逸
宮古岩手ＬＣ

地区名誉顧問
L. 天日常光
二戸ＬＣ

地区名誉顧問
L. 中村好雄
北上ＬＣ

地区名誉顧問
L. 宮田　謙
盛岡ＬＣ

地区名誉顧問
GLT地区コーディネーター
L. 後藤成志
石鳥谷ＬＣ

地区名誉顧問
L. 髙橋幸喜
平泉ＬＣ

キャビネット幹事
L. 鈴木正敏
東山ＬＣ

キャビネット会計
L. 髙橋政智
東山ＬＣ

１R１Z　ZC
L. 松田恭一
盛岡ＬＣ

１R２Z　ZC
L. 勝又紘一
安代ＬＣ

２R１Z　ZC
L. 黒須信男
大迫早池峰ＬＣ

２R２Z　ZC
L. 藤原宥川
北上ＬＣ

５R２Z　ZC
L. 佐々木政治
釜石リアスＬＣ

３R１Z　ZC
L. 及川信勝
水沢中央ＬＣ

３R２Z　ZC
L. 鈴木雅彦
一関中央ＬＣ

４R１Z　ZC
L. 小野寺義直

室根ＬＣ

４R２Z　ZC
L. 村上富夫
陸前高田ＬＣ

５R１Z　ZC
L. 西村弘美
陸中宮古ＬＣ
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地区会計監査
L. 千葉登美夫
藤沢岩手ＬＣ

地区年次大会副委員長
L. 佐藤　登
東山ＬＣ

キャビネット筆頭副幹事
（地区ライオンズクエスト委員長）
L. 菅原文男
東山ＬＣ

キャビネット副幹事
（地区会員維持・増強・家族会員委員長）
L. 小川隆司
東山ＬＣ

キャビネット副幹事
（地区指導力育成委員長）
L. 吉田寛一
川崎岩手ＬＣ

キャビネット副幹事
（地区国際協調・大会参加委員長）
L. 及川　誠
大東岩手ＬＣ

キャビネット副幹事
（地区薬物乱用防止・環境保全委員長）
L. 小野寺守
千厩ＬＣ

キャビネット副幹事
（地区会則・長期計画・エクステンション委員長）
L. 鈴木市郎
室根ＬＣ

キャビネット副幹事
（地区アラート・復興支援委員長）
L. 及川隆司
藤沢岩手ＬＣ

地区アラート・復興支援副委員長
L. 福地恵理子
藤沢岩手ＬＣ

地区視聴力保護・福祉・献血・
献眼・献腎推進委員長
L. 横沢　洋
東山ＬＣ

地区 LCIF 委員長
L. 那須邦雄
東山ＬＣ

地区ＰＲ情報・ＩＴ委員長
L. 千葉　博
川崎岩手ＬＣ

キャビネット副会計
L. 熊谷清寿
東山ＬＣ

キャビネット副会計
L. 及川正敏
大東岩手ＬＣ

地区ＹＣＥ・レオ・ライオネス委員長
L. 小野寺規夫

室根ＬＣ

地区ＹＣＥ実行委員長
L. 佐藤一晶
水沢ＬＣ

地区ＹＣＥ副委員長
L. 石原敏行
盛岡南ＬＣ

ライオンいわて編集委員長
L. 菅原正行
千厩ＬＣ

地区ライオンズクエスト副委員長
L. 中澤克哉
千厩ＬＣ

地区ライオンズクエスト副委員長
L. 遠藤政幸
盛岡観武ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
１Ｒ１Ｚ

L. 藤巻譲治
盛岡南ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
２Ｒ１Ｚ

L. 塚田司郎
紫波ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
３Ｒ１Ｚ

L. 佐々木美行
水沢ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
４Ｒ１Ｚ

L. 小野寺初朗
千厩ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
５Ｒ１Ｚ

L. 佐藤周一
岩泉龍泉洞ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
１Ｒ２Ｚ

L. 晴山匡倫
西根ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
２Ｒ２Ｚ

L. 高橋秀喜
和賀ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
３Ｒ２Ｚ

L. 鈴木穂嘉実
平泉ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
４Ｒ２Ｚ

L. 熊谷又吉
陸前高田ＬＣ

ライオンいわて編集委員
L. 加藤栄一
大東岩手ＬＣ

ライオンいわて編集委員
L. 小岩文雄
室根ＬＣ

地区ＹＣＥ・ライオンズクエスト委員
５Ｒ２Ｚ

L. 及川光正
遠野ＬＣ

キャビネット事務局長
L. 阿部正喜
滝沢ＬＣ

ライオンいわて編集副委員長
L. 藤沢　誠
藤沢岩手ＬＣ

キャビネット事務局員
L. 佐々木和夫
盛岡中津川ＬＣ

ライオンいわて編集副委員長
L. 渡辺和敏
東山ＬＣ

キャビネット事務局員
L. 小田島久夫
盛岡観武ＬＣ

ライオンいわて編集委員
L. 鈴木　隆
川崎岩手ＬＣ
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12時間の長い飛行機の旅、
そこには美しい湖と豊かな
緑の風景
　はじめての国際大会に参加す
るため、12 時間の長い飛行機
の旅から私達が降り立ったのは
歴史を感じさせられる街ドイ
ツ・ハンブルグでした。
　石やレンガで造られた建造物
が立ち並ぶまずその第一印象に

圧倒されました。さらに美しい
湖と豊かな緑に包まれ、そこに
は世界中のさまざまな人々が集
まり、人種差別の無い街が形成
されていました。

タバコのポイ捨てが目立つ
街の中、郊外へ行くとそこは
美しい住宅地
　駅から少し離れた裏通りを歩
くと世界中の若者が住んでい
る。ただタバコのポイ捨ても多
かった。湖の周りには多くの緑
があり、住宅と調和のとれてい
る風景は落ち着きをもってい
た。以前は個人所有だった土地
建物を国が買い取り、住民のた
めに誰でも利用できるように整
備したものだという。平日でも
多くの人々がジョギング、サイ
クリング、散歩をし、のんびり
とした時間を過ごす美しい住宅
が散在する郊外の景色でした。

国際第二副会長　山田實紘
誕生のための投票手続き
　今回の国際大会参加の目的は
国際第二副会長　山田實紘誕生
のための投票でした。クラブ代
議員としての資格証明手続きを
するため、ハンブルク・メッセ
へ行きました。会場へは徒歩で
長い階段の上り下りで大変疲
れ、高齢のライオンでは手続き
だけでも大変だと感じました。

ジャパンレセプションにも参加、
すべて勉強
　今回初めてなので、日本ライ
オンズクラブ代議員会・ジャパ
ンレセプションにも参加しまし
た。日本の８複合地区から集
まった多くのガバナー、地区幹
事さん等で会場は人また人の混
み具合でした。次の日の山田實
紘ライオンへの投票に間違いの
ないように丁寧な説明がなされ

参加してきました！ 初めての国際大会、最高でした！
 藤沢岩手 LC　前会長　L. 千　葉　博　之　
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第 96回ドイツ・ハンブルグ国際大会参加報告

ハンブルク市内の歴史を感じさせる建造物



ました。狭い会場で大勢の中で
やっと佐々木賢治ガバナーエレ
クトにドイツにきて初めて会
い、何か不思議と感動しました。

332-B 地区の夕べ
佐々木賢治ガバナーの誕生を
異郷の地で祝う、最高の夜
　ドイツ・ハンブルグ国際大会
に 332-B 地区からは地区内 11
クラブから 40 名のＬ、ＬＬの
ご参加を頂いた。この数は昨年
の韓国釜山の国際大会に参加し
た数には及ばないとしても、遥
かに遠い国ドイツで開催の国際
大会への参加というふうに考え
たらすごいことだと思います。
　大会参加委員長及川誠Ｌは
332-B 地区の夕べを異郷の地で
の最高の夜を演出しようとホテ
ルの壁に貼る「332-B 地区の夕
べ」の横幕、40 人分の座席表、
名札もすべて準備して臨みまし
た。その結果は言うまでもない

大成功でした。
　髙橋晴彦名誉顧問会議長のご
挨拶、千葉龍二郎ガバナーの乾
杯の音頭で宴会はいっきに盛り
上がり、332 複合地区の夕べか
ら戻った佐々木ガバナーエレク
トを囲み、「おめでとう！」、「あ
りがとう！ここまでご苦労さ
ん！お世話さま」と声をかわし、
ワイン、ビールを心地よく酌み
交わしました。
　次の日の閉会式が正式な佐々
木ガバナーの誕生ですが、その
夜はまさにその前祝いの雰囲気
で参加者全員が佐々木ガバナー
に心からのエールを送ることが
出来ました。

無事投票、今回の大会参加の
目的無事達成、感動の閉会式
　次の日の早朝、投票するため
ハンブルグメッセへ行き、１時
間以上の長時間列に並びまし
た。左右を見ればアメリカ、ブ
ラジル、フランス、イギリス、
アフリカと世界各国から集まっ
ていることがわかります。やっ
とこさ、代議員資格証明を提示
して無事投票を終えました。ま
あ～疲れること疲れること、大
変なもんです。
　それから、ハンブルグアリー
ナへ行き閉会式に行き、佐々木

ガバナー誕生の瞬間に立ち会い
ました。
　会場には 3 万人は優に入場
している、まさにビッグな祭典
でした。来年の開催地カナダト
ロントからの有名な女性シン
ガーの歌、また地元ドイツの元
気な若者たちの素晴しいコーラ
ス、踊りと次から次へと華やか
なショーが息つく暇もないほど
に繰広げられるのです。
　閉会式の最大で最後のセレモ
ニーは、ガバナーエレクトが自分
の「エレクトリボン」をはずしても
らいガバナーになるまさに、その
瞬間です。歴史的瞬間に私たち
随行員は立ち会うことが出来まし
た。髙橋晴彦名誉顧問会議長、
千葉龍二郎ガバナー、種市一二
名誉顧問の立会いの下、佐々木
ガバナーが誕生しました。本当に
ライオンの友情に心から感謝する
ような場面でした。
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東山キャビネット３役、千厩ＬＣ、東山ＬＣの面々

大東岩手ＬＣ、藤沢岩手ＬＣの面々

種市常任名誉顧問も感動の場面に立ち会いました

前和賀キャビネット３役、釜石ＬＣ、大船渡五葉ＬＣの面々



1R1Z
盛岡 LC 27日 「花は咲く in 盛岡」負担金拠出

盛岡不来方LC 15日 岩手県眼科医会へ助成金寄付

盛岡中津川LC 5日 世界環境デー　盛岡城跡公園清掃作業
28日 「花は咲く in 盛岡」負担金拠出

盛岡観武 LC 27日 「花は咲く in 盛岡」負担金拠出
盛岡南 LC 24日 「花は咲く in 盛岡」負担金拠出

滝沢 LC 28日 「花は咲く in 盛岡」負担金拠出
29日 青少年健全育成標語コンクール

玉山姫神LC 11日 ライオンズ公園　整備事業
24日 「花は咲く in 盛岡」負担金拠出

1R2Z
岩手 LC 26日 使用済み切手　2,000 枚送付
葛巻 LC 2日 葛巻ガールスカウト団と宮古ガールスカウト団で植樹
二戸 LC 25日 ひかりの箱募金

西根 LC
15日 復興支援買い物ツアー
15日 献血推進活動
16日 八幡平市サマーチャレンジカップ少年サッカー大会へ協賛

安代ＬＣ
2R1Z
花巻 LC 21日 花巻農学校鹿踊り部全国総合文化祭出場協賛

紫波 LC 7日 ペットボトルキャップ回収
23日 親子ふれあいニジマス釣り大会後援

石鳥谷 LC
14日 植樹と草刈り清掃
15日 ＺＣ杯チャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）
28日 好地荘並びに松風園運営協議会

大迫早池峰 LC 8日 カーブミラー清掃奉仕
花巻東 LC 21日 清掃奉仕
東和猿ヶ石 LC 4日 ライオンズの森、虹雲荘草刈り
矢巾 LC 5日 ライオンズ庭園の樹木の手入れと周辺清掃
2R2Z

北上 LC

5月1～31日 資源回収リサイクル活動
3、12、21、24日 献血推進活動
2、21、22日 花壇整備
28日 使用済み切手　4,000 枚等送付

和賀 LC 3、12、24日 献血推進活動　４箇所
30日 小学生の体験発表会

北上国見 LC 9日 早朝清掃奉仕
21日 献血推進活動

江釣子 LC

4日 国道 107号清掃
9日 献血推進活動
15日 資源回収

17、18日 チャリティゴルフ＆チャリティボウリング
30日 北上市小学生の体験発表会の後援

3R1Z

水沢 LC 1日 環境月間ＰＲ広告掲載
8日 水沢フラワーロード植栽作業

江刺岩手 LC
前沢 LC 2、16日 献血推進活動

水沢中央 LC 1日 環境月間ＰＲ広告掲載
8日 水沢フラワーロード植栽作業

金ケ崎 LC

2日 金ケ崎マラソン
8日 献血推進活動
27日 金ケ崎観光協会
27日 金ケ崎国際交流協会

胆沢岩手 LC

3R2Z
一関 LC 23日 献血推進活動

平泉 LC
5日 弁慶の森清掃
21日 献血推進活動
21日 社会を明るくする運動

花泉 LC 18日 花いっぱい運動　

一関中央 LC 1日 献血推進活動
2日 月１労力奉仕

一関厳美渓 LC 15、16日 厳美渓　観光案内板整備
4R1Z

千厩 LC

2日 黄金山キャンプ山びらき参加
13日 LCIF ＄1000 献金
20日 千厩町ボランティア連絡協議会
28日 千厩夏祭り協賛

大東岩手 LC 21日 東日本大震災被災地支援　落語

東山 LC 6日 献血推進活動
25日 草刈清掃作業

藤沢岩手 LC

川崎岩手 LC
1日 交流の森環境整備
1日 川崎保育園花壇整備作業
24日 直接献血

室根 LC 2日 森は海の恋人植樹祭
9日 孝養ハイツ草刈作業

4R2Z
大船渡 LC

陸前高田 LC 1日 浦和 LC少年サッカー教室・講話
9日 「高寿園」園内草刈作業

住田 LC 20日 ライオンズつつじ園草刈り及び剪定
25日 献血推進活動

大船渡五葉 LC
5R1Z

宮古岩手 LC 10日 ライオンズ絆号贈呈式
久慈 LC 6日 使用済み切手　5,000 枚送付
田老 LC

陸中宮古 LC
10日 ライオンズ絆号贈呈式
19日 レディの会　奉仕活動

5、10、11日 千羽鶴作成
田野畑 LC
岩泉龍泉洞 LC 20日 使用済み切手　800枚送付
5R2Z

釜石 LC 19日 LL 奉仕活動
29日 東京桜田門 LC被災地視察案内

遠野 LC 5、19日 リサイクル品の回収
釜石リアスLC 21日 使用済み切手　1,000 枚送付
大槌 LC

陸中山田 LC 7日 野球スポーツ少年団にユニフォーム支援
10日 ライオンズ絆号贈呈式
ライオネスクラブ

西根 LS 15日 東日本大震災支援　買物バスツアー
16日 献血推進活動

レオクラブ
盛岡 LEO
早池峰 LEO
石鳥谷 LEO
北上 LEO 2、22日 花壇整備
一関二高LEO 22日 プランターにマリーゴールド植栽
釜石 LEO

のアクティビティ月6
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クラブ名 会員名（新入 /再入 /転入） クラブ名 会員名（新入 /再入 /転入）
盛岡 LC 熊　谷　憲　一 石鳥谷 LC 鎌　田　幸　也

盛岡中津川 LC
下　田　田美子

陸前高田 LC

伊　藤　勇　一
鈴　木　牧　子 遠　藤　いち子
吉　椿　真千子 佐　藤　忠　広

安代 LC 斉　藤　武　弘 畠　山　直　樹
 （10名）

クラブ名 会 員 名 回数
千厩 LC 佐々木　六兵衛 １

会 員 動 向
６月　新入会員一覧

MJF＄1000献金者
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妻とドイツ奮闘記 ①
地区ガバナー　L. 佐々木　賢　治

　国際大会へ。いやー、ドイ
ツ遠いなあ。成田から行き
は 12 時間、帰りは 11 時間
弱、エコノミー席が尚更遠く
感じた。勿論、飛行機だ。今
後どんな事にも耐えられるだ
ろう。しかし耐え難いことも
あった。一つは食事だ。パ
ン、じゃがいも、ソーセージ、
チーズにそして味が濃い、お
まけに水は買って飲む。椅子
にゆったり座ると立てない。
妻の足が床に届かない「よい
しょ」と手を貸す。二つ目は
何と言っても言葉だ。岩手訛
で通じないわけではなく、自
慢ではないがドイツ語は勿
論、英語が話せない。二人で
湖畔の屋外レストランに出か
けた時のこと、メニューや注
文の仕方がわからないはず
の妻が手まね足まねで席を

取り、注文までしてしまっ
た。通じてしまった妻は国際
人だ。女性の方が度胸が座っ
て居り、ドイツに来てまでも
リードされてしまった。一人
前ずつ頼んでみたが何と一
人前は日本の 1.5 ～２倍もあ
り、こちらの人は体格も大き
く飲物もすべてジャンボで、
二度目からは一人前を二人で
分けても充分な量であった。
　また、お土産買いにデパー
トに行った。各々に合った物
を求めたいが言葉通じず思う
ようにいかない。色やデザイ
ン・メーカー等で選び、１
ユーロ 130 円を頭ではじく
が中々金額も出てこない。こ
んなに苦労して買っても喜ん
ではもらえないのにネ。
　今度はハンブルグのみだっ
たが妻と一緒の長旅は結婚以

来初めてであり、腕を組みな
がら異国でのデートで良しと
しておこう。帰っての日本食
の美味しさと我家が一番を実
感している。
　珍道中であったが次のカナ
ダに向け、二人でスピード
ラーニング挑戦をも夢見てい
るこの頃である。

ガバナー雑感ガバナー雑感

獅子
奮迅

パレード参加時の夫妻
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表紙の写真：一関市川崎町「おらが自慢のでっかい花火」大会

岩手県眼科医会へ助成金寄付

東日本大震災被災地支援　落語

ライオンズ公園　整備作業

花壇整備

孝養ハイツ草刈作業

花いっぱい運動

　市町村合併前から川崎村で行われた「ちゃっこい村のでっかい花火」のネーミングで
親しまれ、北上川に架かる北上大橋を背景に水中花火、大仕掛け花火、スターマイン等々
大変雄大で美しい花火大会で、毎年８月 16日に開催されます。

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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ライオンいわて編集委員会

アクティビティPhoto グラフ
Activity Photograph

編
集
後
記

　忙しく、慌しく７月号の刊行となりました。第 96回ドイツ・ハン
ブルグ大会参加の新鮮情報を盛り込んだ内容と考えただけに気持ちに
余裕がありませんでした。
　これから１年間表紙写真には、委員全員の知恵を出し合って、４Ｒ
１Ｚ内の明るく、楽しい季節情報、行事情報を載せたいと考えていま
す。どうぞお楽しみに。 （文責：編集長　L. 菅原　正行）

盛岡不来方ＬＣ

大東岩手ＬＣ

玉山姫神ＬＣ

ペットボトルキャップ回収

紫波ＬＣ

北上ＬＣ

室根ＬＣ

花泉ＬＣ
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