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◆「ひかりの箱 街頭募金活動」について（盛岡LEO）

◆10月のアクティビティ 他



　1917年。ライオンズクラブ国際

協会は、そのスローガン（LIONS・

自由を守り、知性を重んじ、われ

われの国の安全をはかる）、モッ

トー（We Serve・われわれは奉仕

する）を掲げ、後に世界最大、最も

活動的、人道的な奉仕クラブとな

る団体が誕生しました。爾
じらい

来、一

世紀に亘り、人道的社会奉仕を

継続事業としています。創設間も

ない頃、ヘレン・ケラーが「ライオ

ンズよ！闇を開く十字軍の騎士た

れ」と素晴らしいスピーチをして以

来、視覚障害者を助け、眼を守る

運動は、われわれの奉仕活動の

大きな柱となっています。

　翻
ひるがえ

って今、4 年前に日本では

1000年に一度と云われている未

曾有の東日本大震災が発生し、

現在その復旧復興に余念がない

ところであります。発災当時は全

国のLIONSはもとより、世界的に

LIONSから膨大な物資・資金の

援助を受けたことは、私達は決し

て忘れてはなりません。

　国際会長L山田實紘は、第二副

会長時代に“100周年に向けての

夢を語る”において、ライオンズク

ラブ国際協会は100年に亘って素

晴らしい実績を築いてきた。この

ことはノーベル平和賞にふさわし

い。是非その夢を実現させたいと

願っている。私達はモットーである

「We Serve」や奉仕と云う言葉を

よく口にするが、「ピース・平和」と

云う言葉はあまり使っていない。

私は世界平和のためにライオンズ

に出来ることを考え、実行してい

きたい。赤十字とは異なる存在

感を発揮しながら、それに匹敵す

る国際組織となり得ると考えてい

る。…ライオンズは現役主義です。

元職・名誉職と云うものにとらわ

れず、“現職の人たちに持てる力”

を存分に発揮して頂きたいので

す。ともに頑張っていきましょう。　

私はこのような事がCSCの原点で

はないかと思います。

　改めてCSCは、ライオンズの100

年に亘る奉仕を祝すとともに四つ

のCSCキャンペーン全部に参加し

て、2018年6月30日までに一億人

に奉仕しようと、クラブに呼びか

けるためのプログラムであります。

４つのキャンペーン
・青少年の参加を促そう

・視力を分かち合おう

・食糧支援をしよう

・環境を保護しよう

　各クラブの奉仕事業は、この

4種類に該当するものと考えられ

ます。これに当てはまるアクティビ

ティを必ず「MyLCI」より報告して

下さい。このことによりCSCにエン

トリーしたことになります。

（※地区100周年記念チーム:地

区100周年コーディネーター/地区

ガバナー/地区第一副地区ガバ

ナー/地区第二副地区ガバナー

/（クラブ正副委員長））

以上がCSCのあらましであります

が、関連します近時の動向として、

⑴ GMT、GLT、FWT、CSCの合同

会議が開催され、山田会長の

目標である会員倍増計画につ

いて、今年4月から100周年記念

会員増強チャレンジが開始され

ており、それぞれの専門分野で

会員増強に取り組む“全国日本

会員増強プロジェクトチーム”

が誕生し、会員の増強について

連帯のより一層の強化が図られ

ています。

⑵ レガシープロジェクト

　 2016年〜2018年度にクラブ、地

区が一つのプロジェクトを合同

で計画、実行することで、より

大きな取り組みが出来、さらに

は地域におけるライオンズクラ

ブの存在を高め、100周年を迎

えたことを認識し続けられる

効果を狙ったものです。（現在

MyLCIにレガシープロジェクト

報告を受け付ける機能を整備

中です。）

CSCを成功に導き、大いなる躍進を!!

332-B地区100周年記念コーディネーター
L 吉田 昭夫100周年記念

 奉仕チャレンジ(CSC)を意義のあるものに

2 　ライオンいわて11月号



　今回、初めて若手フォーラム

に参加しましたが、皆それぞれ

自クラブへの想いがあり、悩み、

考えて活動しているのだなと感

じさせられました。

　講師に 330-C 地区名誉顧問中

村泰久ライオンを迎え、「若手

交流と未来のリーダー」と題し

基調講演が開催されました。

　中村ライオンは入会 5 年未満

の退会者が多いことに触れ、そ

れはクラブ内の人間関係による

もの、また魅力のない自己満足

だけの奉仕活動だったことへの

不満などが要因であったとしま

した。

　実際、当日参加した他クラブ

の方々との交流の中では「若い

人達の意見は受け入れてもらえ

ない」「クラブ内で派閥があり、

嫌になってやめた（若手の賛同

者を集めて新クラブを起ち上げ

たそうです！）」「ただアクティ

ビティをこなすだけ。マンネリ

化してつまらない」という話題

がたくさん出てきます。

　続くワークショップではその

ような問題点からテーマを絞り

こんでグループ討議をし、皆の

活発な発言に興奮冷めやらぬま

ま福島を後にしました。

　中村ライオンより贈られた

「我々が求めてきたのは奉仕の

先にある友情である」この言葉

でライオンズの奥深さがみえて

きた、そんな一日でした。

LC若手フォーラム

in福島2015について
花巻東ライオンズクラブ　L 太田代 幸一郎
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	 ▶	開催期日／2015年11月11日（水）　▶	会場／ホテル花城（花巻市）　

 		 ▶ レポーター／キャビネット事務局長　L	佐々木	和夫（盛岡中津川LC）

　花巻市「ホテル花城」において第 2 回ゾーン

チェアパーソン会議が役員全員出席のもと菅原

キャビネット幹事の司会進行で開催されました。

筒井學ガバナーの挨拶で山田實絋国際会長公式

訪問に出席して下さることへの謝辞と会員増強

へのお願いがありました。

　報告事項は意見交換等をしながら 7 事項あり

ました。

①第2回キャビネット会議について

次期キャビネットローテーションについて、現

在 5R にてローテーション通りに第二副地区ガ

バナー選出方向で検討している。

②山田實絋国際会長公式訪問について

開催日11月18日仙台国際センター

（13:30 〜 15:30）各クラブ会長他 58 名参加

③第 2回ガバナー諮問書送付及び
　諮問委員会開催について

各ゾーンで 12 月までに開催してほしい。

諮問委員会への各ゾーンの YCE 委員出席に

ついて。

第 1 回 YCE 委員会（10/5）において YCE 派遣、

受入れの協力をお願いする機会が無いので諮問

委員会に YCE 委員の出席を要請し発言の場を

設けて頂きたい。

④新会員オリエンテーションの

　開催について

12 月〜 3 月までに開催してほしい。

⑤ FWTゾーンリーダーについて

国際協会の本年度の重要目標の一つ、家族及び

女性チームの立上げに関し、各ゾーンで 1 名の

「チームリーダー」と各クラブより 1 名の「ク

ラブリーダー」選任を地区コーディネーターと

も協力しながらお願いしたい。チームリーダー

はクラブリーダーの中から、または ZC 兼務で

も構わない。

⑥ LCIF ライフジャケットの
　配布事業について報告

332-B地区配分数

Sサイズ（3〜5歳）125着

Mサイズ（6〜11歳）125着

東日本大震災被災地

4R2Z、5R1Z、5R2Z（沿岸地区）へ 250 着配布。

⑦その他

⑴ 地区青少年 ･ ライオンズクエスト委員長

L 伊藤郁郎よりライオンズクエスト事業報告

⑵ 第 23 回世界スカウトジャンボリー（ボーイ

スカウト）で使用したタープテント10 張を、

各ゾーンで活用できるよう ZC へ配布。

第2回 ゾーンチェアパーソン会議報告
第2回 キャビネット会議報告

2015-2016 ライオンズクラブ国際協会332-B地区　
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	 ▶	開催期日／2015年11月11日（水）　▶	会場／ホテル花城（花巻市）　

 		 ▶ レポーター／キャビネット事務局長　L	佐々木	和夫（盛岡中津川LC）

　第 2 回キャビネット会議は、キャビネット筆頭

副幹事 L 福岡勝夫の司会進行で開催されました。

　筒井ガバナーより、公式訪問が滞りなく出来

た事、山田国際会長公式訪問に参加していただ

ける事、会員増強に協力頂ける事等々 ... 謝辞

がありました。山田国際会長は日本ライオンズ

を世界で 2 番目の会員数にしたい目標があるそ

うです（現在 3 位）。

　アワード贈呈では、前地区ガバナーである吉

田昭夫地区名誉顧問会議長に 2014-2015ライオ

ンズの誇りアワード（会員増強）等、4個のアワー

ドが贈呈されました。おめでとうございます。

　菅原キャビネット幹事より、第 1 回キャビ

ネット会議議事録 ( 第 1 号〜第 8 号議案 ) の確

認。GMT 地区コーディネーター L 米谷春夫よ

り、会員増強に国際的には 20 万人増、東側と

しては 4 万人増を目標、全国的には GMT 同志

で競い合っている。１人の親会員に４人まで家

族会員となれる。ガバナー諮問委員会には会員

増強のアドバイスに伺いますので、声をかけて

下さいとお話しがありました。

　GLT 地区コーディネーター L 千葉龍二郎よ

り、9月29日合同セミナーでのお話しと2月に

またセミナーを開く予定あり、ZC の方々も一

緒にリーダーシップをお願いし、またライオン

誌例会をお勧めしますとのお話がありました。

　FWT 地区コーディネーター L 中村さと美よ

り、今年スタートした FWT の勉強を兼ねなが

ら各会議に出席し、各クラブに「FWT のクラ

ブリーダー」の選出お願い中です、要請があれ

ば各クラブにも訪問して説明したい。

　地区 100周年記念コーディネーター L吉田昭夫

より、100周年の記念アクティビティとして 4 つ

のキャンペーンを報告されました。詳しくはラ

イオンいわて 11月号に掲載されますので、是非

ご覧くださるようとのメッセージがありました。

運営報告は各委員長の方々より報告されまし

た。また、ゾーンチェアパーソン報告は各 ZC

より現在の活動状況の説明があり、各々ゾーン

のため活躍している事を感じました。

　6 件の議案が審議 ･ 決議され閉会となりまし

た、ご苦労様でした。

議案審議
〔第 1号議案〕

前年度地区会計決算報告の承認並びに第 62 回

年次大会の議案とすることの件

前キャビネット幹事　L 西本有伺

〔第 2号議案〕　

第 62 回年次大会について

〔第 3号議案〕

キャビネットローテーションの確認について

〔第 4号議案〕　

次年度地区ガバナー選出手続きについて

〔第 5号議案〕　

次年度第一副地区ガバナー並びに第二副地区ガ

バナー選出手続きについて

〔第 6号議案〕　

第 3 回キャビネット会議開催について

全て原案通り承認されました。
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　11月14日キャビネット役員をは
じめ各クラブより127名の参加を
いただき、矢巾町田園ホールに
おきまして矢巾ライオンズクラブ
CN35周年記念式典を挙行致しま
した。当日はあいにく雨模様の天
気でしたが、円滑に式典を開催す
ることができ厳粛かつ盛大に進
められました。記念事業と致しま
しては来春、矢幅駅前に開設さ
れる複合施設に学習資料の寄贈
（80万円）ということでライオン
ズ文庫を設置いたします。式典で

は、新会員3名のご披露やアトラ
クションの矢巾町立煙山小学校
吹奏楽部の演奏など来賓の方 、々
ブラザークラブの皆様にも喝采を
いただくことが出来ました。祝宴
においても漆原栄美子ショーや
ラッキーナンバーによる抽選会な
ど和気藹々な雰囲気の中、盛会
裏に終えることが出来、参加者の
皆様にも満足していただけたもの
と思っております。
　今回の式典及び祝賀会が無事
終えることができましたのはクラ

ブ会員はもとより家族会員、ライ
オンレディーの協力、ご支援と感
謝いたしております。
　35周年は通過点であり今後も
We Serveの精神のもと心のこもっ
たアクティビティを行い継続してい
きます。最後になりますがご参加
いただいたキャビネット役員の皆
様、各ブラザークラブの皆様に心
より感謝を申し上げCN35周年記
念式典の報告とさせて頂きます。
　　　　

矢巾 LC CN35周年記念式典報告

CN35周年記念式典報告
矢巾ライオンズクラブ会長　会長　L 藤井 豊
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　ライオンズクラブにとって周年
記念式典は大変重みのあること
だ。その時の会長就任はこの上
もない名誉である。この重責を全
う出来たことは偏にご参加いただ
いた皆様への、また全ライオンズ
クラブの皆様への感謝の一言に
尽きる。
　5年ごとに開催する周年式典
は、我がクラブの歴史を振り返る
よき機会となる。チャーターメン
バーの築いた礎に思いを馳せ、初
心に還り、奉仕の精神を改めて奮

い立たせ、同志とともにこれから
も地域社会に貢献したいと身を引
き締める。
　45年……それは、どんなにか長
い道のりであったことか。幾多の
苦難も乗り越えた。いつも同志が
支え合ったからだ。
　40周年の時に思いを込めたガ
バナー輩出も、一昨年度、L佐々
木賢治の熱い情熱で夢の実現を
果たした。震災復興に常に思いを
馳せ、会員の若いパワーで様々な
アクティビティも立ち上げた。青少

年健全育成にも毎年力を注ぎ、昨
年度はライオンズクエストワーク
ショップも開催し、教師たちから
熱い瞳の感謝の握手をいただい
た。
　月日はたちまち流れて行って
しまう、次は、まさに節目の50周
年だ。それまでの5年間に、さら
に、さらに前進したいと、想いは
尽きない。

東山 LC CN45周年記念式典報告

CN45周年記念式典想う
東山ライオンズクラブ　会長　L 佐藤 幸三

ライオンいわて 11 月号 　7



私たちのアクティビティ
第39回千厩ふるさと運動 幹事　L菅原 正行（千厩 LC）

　今年も 8 月 7 日（金）から 8 月
9 日（日）の 2 泊 3 日の日程で千厩
ふるさと運動が開催されました。
千厩 LC は毎年子供たちに猊鼻
渓舟下り乗船券を寄贈し、自然の
景観を満喫していただいています。

　来町したのは、東京都台東区
立黒門小学校と根岸小学校から
4 年生〜 6 年生 16 名です。次の
日程で子供たちは都会にはない
自然の良さを十分に楽しんでいた
だきました。

〔8月7日（金）〕

農業体験、花火大会
〔8月 8日（土）〕

軽スポーツ・レクリエーション交流
〔8月 9日（日）〕

お別れ会、猊鼻渓舟下り

第39回千厩ふるさと運動が元気に開催！
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　ふるさと運動は昭和 51 年の夏
から始まりました。当時の千厩
町佐藤正治教育長が、 「東京に
育ち、ふるさとを持たない学童
たちを千厩に招き、自然の山河
に親しませるとともに農産物の
生育過程などを観察させ、心の
ふるさととして印象づけたい」
との趣旨で始まったと聞きます。

以来 39 年間、千厩町教育委員会
（一関市との合併後は磐清水市民
センター）を中心に、地域の農家の
方 、々PTA そしてライオンズクラブ
等々多くの団体の支援・協力で今
日まで長く継続されてきています。
　これまで東京の玉堤小学校・希
望ヶ丘小学校・黒門小学校・根岸
小学校から来町した子供たちの

総数は932名です。また平成6年
からはお返しに秋の交流が開始
されました。東京黒門小学校、根
岸小学校を訪問した磐清水小学
校の子供たちは447名の数にの
ぼります。
　東京の異文化に触れる相互交
流は今後とも末永く継続されてい
くものと確信するものです。

せんまやふるさと運動の歴史
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私たちのアクティビティ第1回アウトドア大会
会長　L伊藤和江（一関厳美渓 LC）

　私たちのクラブは会員も少ない
ことから、いつも厳美地域小学
校からご協力を頂きイベントを開
催することが恒となっております。
15 年ほど前には 4 校あった小学
校が今では 2 校になりました。そ
して閉校になったかつての学校
跡は、とても閑散としております。
今期の会長を引き受けるに当たり
私のテーマ目標として、第一にみ
んなと「自然塾（仮称）」のような

ことを思い浮かべました。会員の
中にはアウトドアを得意とする会
員、山菜料理、川遊び・魚釣り・
等頼りになる人材がたくさんおり
ますので、おもに構想として計画
立案。わずか今期スタート1 カ月
目に実現できた次第です。この
事業においては一関市厳美市民
センターの管理にある旧山谷小
学校・現山谷分館をお借りして、
厨房（水道）にて川魚（イワナ）

塩焼き用の下処理をしたり、旧グ
ラウンドの脇では焼き肉用・焼台
の設置、焼き魚用炉の設置、そ
して本来ではすぐ側を流れる一
級河川「山谷川」を利用しての魚
の「つかみ取り」計画でしたが、
8 月 1 日当日、とても川の水温が
高く放流できないと判断、急きょ
ブルーシート等を使っての「いけ
す」で対応しました。その準備
の間に参加者は川遊びです。30
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度近いまるで温泉のような川で親
子楽しんだもようで、笑い声が
遠くにまで響いておりました。最
近は川遊びを禁止しているところ
が多い中でのひと時だったからで
しょうか。そうこうしているうちに
いけすも完成、小さい子供から
つかみどりに挑戦。見事つかま
え得意満面の笑み。そして焼き

魚もおいしそうに焼きあがり、お
昼タイムです、竹串にさしたまま
焼き魚にかぶりつき会員からの差
し入れの、シソ巻きおにぎり、焼
き肉を家族・会員・友達と笑いな
がらおなかいっぱい食べました。
最後にゲームタイム、スイカ割り
大会では笑いすぎておなかが痛
いくらい楽しかったです。参加児

童から感想を発表してもらいまし
た。とても楽しかったから、来年
もきます。私たちもとても楽しかっ
たです。参加者 50 人くらいでし
たが、来年第 2 回開催に当たっ
て悩みは、「たくさん来たらどうし
よう」です。

ライオンいわて 11 月号 　11



　去る9月11日台風18号による大

雨の影響で関東方面及び宮城県

大崎市周辺で洪水により多大な

る被害が発生したことはご案内の

とおりです。被災地に対し支援物

資・義捐金が全国各地より届けら

れ当クラブでも何らかの形で支

援をと検討しました。まずは隣の

地区である332-C地区キャビネッ

トへ連絡、大崎市への支援につ

いて相談、義捐金を送金し災害

復旧へ役立ててもらうように託し

ました。

　当クラブのメンバーがFacebook

を利用し全国のライオンズメン

バーと交流しており、今回の被災

の様子についても様 な々情報を得

ることが出来ました。茨城県の常

総市が特にも住宅の崩壊・流出の

被害が多いとのことで被災しなが

らも地域住民への救援活動を実

施した、きぬ医師会病院へ義捐金

を送りささやかながら支援協力と

しました。また被災地へ多くのボ

ランティアが駆けつけ復旧作業活

動を実施していることもご存じの

ことと思います。兵庫・明石魚住ラ

イオンズクラブが中心となり現地

で活動するボランティアの方々に

対し炊き出しを実施、活動に際し

ては地区を越え思いに共感した全

国のメンバーが集結、三千食以上

の温かい食べ物を提供してくれま

した。その情報に基づき当クラブ

では明石魚住ライオンズクラブへ

後方支援の意味で支援金を送金

しました。他地区のライオンズクラ

ブメンバーと常日頃よりSNSを活用

し交流、災害時自ら活動出来ずと

も後方支援という形で被災地支

援をすることが出来るのです。私

自身ライオンネットの繋がりにより

東日本大震災時も多くの支援の力

を寄せて頂きました。今後益々情

報の共有が必要となります。地区

内外のライオンズ精神のもと活動

するメンバーとより多く、より強い

繋がりを持ち活動を活発化させる

為にも各種SNSの活用をお薦めす

ると共に332-B地区内のアラート

機能の活性化・地区内への青年

アカデミーの発足を切に希望する

ものです。今後も微力ながら奉仕

のこころを持ちクラブ運営･活動を

実施していきたいと思っておりま

す。

台風18号による
大雨・洪水被災地支援
藤沢岩手ライオンズクラブ　会長　L高橋 義太郎
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　毎年、木枯らしが吹く秋の土曜日のお昼過ぎに、菜園の街頭に

立ち「アイバンク光の箱募金」の活動を実施しております。今年は

例年以上にたくさんの方にご協力いただいて、多くの益金を集め

ることができました。ありがとうございました。

　街頭募金の活動をしていると、時折足を止めて配布した資料に

目を落とし、アイバンクについて質問をしてくださる方がいらっしゃ

います。募金活動もさることながら、こうしてアイバンクへの理解

が広がることの一助になることが、この活動の大切な意義のひと

つではないかと考えます。

　「寄付し、寄付される」という一方通行の関係では、寄付のそ

の先がなかなか見えません。両者の間に立って活動する私たち

は、せっかく寄付をしていただいた方に、そのお金が、一生懸命に

努力されている人の手によって、どんなに有意義な取り組みのため

に使われているのかを、知っていただく努めも少しずつ果たしてい

きたいと思います。

「ひかりの箱 街頭募金活動」
について

盛岡レオクラブ　会長　LEO 鎌田 憲武
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1R1Z

盛岡LC

3日 アイバンク街頭PR活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
12日 緑生園・盛岡ラグビースクール支援
28日 暴力団追放街頭キャンペーン

盛岡不来方LC
3日 アイバンク街頭PR活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
28日 暴力団追放街頭キャンペーン

盛岡中津川LC
3日 アイバンク街頭PR活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
28日 暴力団追放街頭キャンペーン

盛岡観武LC
3日 アイバンク街頭PR活動
6日 暴力団追放県民会議
28日 暴力団追放街頭キャンペーン

盛岡南LC

3日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃・草取り
3日 アイバンク街頭PR活動
24日 ひかりの箱募金
28日 暴力団追放街頭キャンペーン

滝沢LC 8日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
玉山姫神LC 6日 世界ライオンズ奉仕デー 公園整備

1R2Z

岩手LC
3日 岩手町秋まつり町制60周年記念

山車作製と運行
18日 岩手ライオンズクラブカップ野球大会
24日 献血推進活動

二戸LC

2日 地域安全「ポスター」と「書」コンクール

3日 第39回ライオンズクラブ
県下少年剣道選手権大会

7日 第8回カシオペア安全安心ちびっこまつり後援
11日 世界ライオンズ奉仕デー 環境保全

西根LC

3日 第14回西根ライオンズカップ少年野球大会

10〜11日 第26回西根ライオンズカップ争奪
ミニバスケットボール大会

21日 ライオネスクラブ助成金
31日 薬物乱用防止教室

安代LC
8日 環境保全 清掃活動
15日 釜石JAZZ＆POPフェスティバル2015

2R1Z
花巻LC 8日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕

紫波LC

1日 タグラグビーフェスタ’15へ助成
4日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
6日 剣道スポーツ少年団へ助成
17日 献血推進活動
17日 薬物乱用防止PR活動

石鳥谷LC

9月3日 LCIF＄1000献金

24日 世界ライオンズ奉仕デー
レオクラブと合同清掃奉仕

28日 献血推進活動

大迫早池峰LC
4日 ライオンズ杯争奪学童軟式野球大会
18日 ルンビニー祭

花巻東LC
8日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
22日 花巻福祉バザー推進会議

東和猿ヶ石LC -

矢巾LC
7日 矢幅駅「貸与用雨傘」補充
26日 平和ポスター 展示会
26日 LCIF＄1000献金

2R2Z

北上LC
9月1〜30日 資源回収リサイクル
2、20、21日 献血推進活動

8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
和賀LC 4日 第30回ふれあい福祉スポーツ大会

和賀LC

8日 世界ライオンズ奉仕デー 花壇除草 清掃奉仕

13日 江釣子中学校吹奏楽部東日本大会出場支援

14日 上野中学校吹奏楽部全国大会出場支援
21日 献血推進活動
24日 資源回収リサイクル

北上国見LC

2、7、16、24、28日 献血推進活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
14日 「萩の江」交流会

28日 北上市立上野中学校吹奏楽部
全国大会出場支援事業協賛

江釣子LC

4日 第30回ふれあい福祉スポーツ大会
8日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
11日 献血推進活動

16日 江釣子中学校吹奏楽部
東日本学校吹奏楽大会出場支援
3R1Z

水沢 LC
3 日 「後藤新平像」周辺の清掃奉仕
14 日 地域安全・暴力団追放胆江地区民大会出席
16 日 奥州市社会福祉大会

江刺岩手 LC
7 日 赤い羽根共同募金

「街頭ボランティア」への協力
3、8 日 第22回江刺警察署長杯さわやか少年野球大会

17、18 日 岩高祭に参加

前沢 LC

14 日 地域安全・暴力団追放胆江地区民大会出席
15 日 白梅の園 清掃奉仕活動
18 日 献血推進活動
31 日 「福祉の里まつり」協力

水沢中央 LC

6 日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕
14 日 地域安全・暴力団追放胆江地区民大会出席
18 日 水沢産業まつり ユニセフPRと街頭募金
29 日 薬物乱用防止講演会

金ケ崎 LC

2 日 赤い羽根共同募金　協力
10 日 献血推進活動
11 日 金ケ崎町新町誕生60周年記念式典
14 日 地区安全・暴力団追放胆江地区民会議
17 日 金ケ崎町立第一小学校学習発表会

胆沢岩手 LC -

3R2Z
一関LC 22日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕

平泉LC
4日 世界ライオンズ奉仕デー 

弁慶の森草刈・剪定
10日 平泉町教育長杯学童野球大会
11日 幸得会第23回黄金祭

花泉LC 6日 カーブミラー清掃

一関中央LC

3日 わんぱく寺子屋
4日 一関福祉祭りに遊休品提供
10日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃活動
14日 古着収集
15日 使用済み切手 1000枚送付

一関厳美渓LC -

4R1Z

千厩LC

9日 薬物乱用防止講座
10日 千厩夜市チャリティバザー
10日 昭和映画ポスター展
22日 LCIF＄1000献金

大東岩手LC 28日 献血推進活動
東山LC -
藤沢岩手LC 31日 商工物産まつりにてバザー開催

川崎岩手LC
6日 暴力団追放一関地方大会
12日 主要道カーブミラー清掃
17日 川崎多摩区民祭で東日本復興募金活動

10月のアクティビティ
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クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）

盛岡中津川 LC
川 村 万 由 子
橋 本 　 正 子

盛岡観武 LC

大 塚 　 泰 子
栗 田 　 祥 子
髙 橋 　 史 歩
中 川 原 成 子
松 井 　 晃 美
盛 田 江 美 子

盛岡南 LC 吉 田 　 敬 子

滝沢 LC

伊 藤 　 和 恵
川 原 　 　 渉
朽 木 　 真 理
堂 前 　 義 信

紫波 LC
高 橋 　 和 子
藤 原 　 修 一
鱒 沢 　 知 美

花巻東 LC

菅 野 　 和 子
菅 野 　 卓 訓
菅 野 　 春 美
佐 々 木 　 亨

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）

花巻東 LC

佐 々 木 　 一
筒 井 　 理 恵
筒 井 　 　 凛
深 澤 　 俊 道
深 澤 真 衣 子

東和猿ヶ石 LC 川 崎 　 光 子

北上国見 LC
後 藤 　 智 子
後 藤 　 雅 子

江釣子 LC 箱 﨑 　 　 順　
平泉 LC 佐 藤 　 　 薫

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
矢巾 LC 藤 井 　 　 豊 1
千厩 LC 伊 藤 　 利 幸 1

10 月 新入会員一覧

10 月 LCIF ＄1000 献金

会員動向

室根LC 13日 「室根こども園」開設に伴う
ブックスタンド贈呈
4R2Z

大船渡LC
17日 大船渡LC杯市民総参加

チャリティグラウンドゴルフ大会
25日 大洋学園園児と収穫祭
29日 声の図書館　点検整備

陸前高田LC -

住田LC

2日 ライオンズの森 草刈作業
2日 ライオンつつじ園 草刈作業
5日 献血推進活動
6日 住田LC会長杯グラウンドゴルフ大会
6日 世田米保育園、有住保育園栗拾い

大船渡五葉LC 18日 環境保全 公園草刈作業

5R1Z

宮古岩手LC
1日 赤い羽根共同募金街頭募金協力

29日 「大熊手奉納祭」実行委員会
29日 台風18号大雨災害義援金

久慈LC
3日 第13回久慈ライオンズクラブ杯

学童野球新人交流大会
8日 世界ライオンズ奉仕デー 赤い羽根頭募金

陸中宮古LC

1日 赤い羽根共同募金街頭募金協力

6日 暴力団追放県民大会・暴力団追放
一関地区総決起大会参加

7日 千羽鶴作成
7、13日 レディの会奉仕活動
20日 防災ずきん贈呈式
22日 台風18号大雨災害義援金
28日 駅前 清掃奉仕
29日 「大熊手奉納祭」実行委員会

田野畑LC 1日 岩泉町安家小学校　薬物乱用防止ミニ教室
岩泉龍泉洞LC 1日 交通安全運動　街頭指導

5R2Z

釜石LC

12日 RWC2019釜石開催支援連絡会
21日 LL奉仕活動
27日 釜石JAZZ＆POPフェスティバル2015

23〜25日 商工祭 レオクラブコーナー開設

遠野LC
21日 障害者施設支援 リサイクル品の回収
23日 使用済み切手 3000枚送付

釜石リアスLC
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
20日 使用済み切手 1000枚送付

大槌LC 18日 大阪総能勢LC大阪吹田LC
東日本大震災被災者支援 協力

陸中山田LC -

ライオネスクラブ

西根LS
11日 献血推進活動
31日 薬物乱用防止教室

レオクラブ
盛岡LEO 24日 アイバンクひかりの箱街頭募金活動
早池峰LEO -
石鳥谷LEO 24日 清掃奉仕
北上LEO -
一関二高LEO -
釜石LEO 23〜25日 商工祭レオコーナー開設 ひかりの箱募金他
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　「光陰矢のごとし」ついこの間お盆を迎えたのに、もう来
月は師走、1 週間、1 ヶ月、1 年…年を重ねる毎にその月日
の過ぎるスピードはものすごく早く感じられます。
　11月は小春日和の日が多く助かりましたが、これからが
寒さの本番です。「冬来たりなば春遠からじ」岩手の寒さを
元気に楽しみましょう。
　ライオンの皆様、風邪などひかずに「ウィ・サーブ !!」

（ライオンいわて編集委員会　委員一同）

《表紙の写真：田瀬湖（花巻市東和町）》	 
　田瀬湖は猿ヶ石川をせき止めてつくられた、周囲45km
の巨大なダム湖です。四季それぞれの美しい景観、夏には
カヌーやヨット、田瀬湖湖水まつり等を楽しむことができ
ます。来年 2016 年に開催されるいわて国体では、ボード
競技が行われることが決定しました。

ア ク テ ィ ビ テ ィ  フ ォ ト グ ラ フ

編 集 後 記

金ケ崎LC

蘇れ！景勝松原・希望の高田
<高田松原再生復興支援>

紫波LC 盛岡中津川LC 盛岡不来方LC

和賀LC・江釣子LC

西根LS

北上LC 陸中宮古LC

清掃奉仕・竹ぼうき寄贈 清掃奉仕・竹ぼうき寄贈ガールスカウト合同ゴミ拾い

第30回ふれあい福祉スポーツ大会

献血推進活動

清掃奉仕 赤い羽根共同募金街頭募金協力

西根LC 花泉LC 宮古岩手LC

カーブミラー清掃 赤い羽根共同募金街頭募金協力
第26回西根ライオンズカップ争奪
ミニバスケットボール大会

大船渡五葉LC 大東岩手LC 二戸LC 釜石リアスLC

花巻LC

清掃奉仕
第 39回ライオンズクラブ
県下少年剣道選手権大会献血推進活動 清掃奉仕

清掃奉仕

16 　ライオンいわて11月号


