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　第 54 回 東洋・東南アジア・ラ

イオンズ・フォーラムは、タイ随一

の大都会バンコク市で盛大に開催

されました。

　私たちは、バンコク屈指の歓楽

街「パッポン」や「タニヤ」へも

程近い「プルマン バンコク ホテル

G」に 4 日間滞在し、当ホテルを

中心に活動することとなりました。

〔大会テーマ〕

“Excellence Through Service”

（奉仕を通じての美徳）

▼ 12月3日（木）
　地区内の各クラブ参加者が早

朝に仙台空港に集合し、成田空

港を経由し空路バンコクへと出発

しました。

　スワンナプーム国際空港へは

15:45 分頃（日本時間 17:45）に到

着し、現地の気温は 34℃、なん

と日本との気温差は 25℃。ついに

「微笑みのくに」バンコクに来た

ぞー！！！

　タイの国土は日本の約 1.4 倍、

人口は約 6300 万人であり、その 1

割弱が首都バンコクに住んでいる

とのことです。（日本の東京と良く

似ています。）

　道路、鉄道は、整備されてい

るもののその延長は短く、慢性的

に渋滞が発生しており、我々一行

も空港からホテルまで普段 40 分

程度で着くところ 2 時間もかかっ

てようやくホテルに到着いたしま

した。

　夕食のため、ホテルのロビー

に出ると外は雷とスコールが激し

く（傘をさしてもびしょ濡れになる

程）20 分程度の足止めを食らい

ましたが、なんとか歩いてレストラ

ンに向いました。

　旅の安全を願い全員でビールで

乾杯し、タイ料理を満喫しました。

▼ 12月4日（金）
〔開会式〕

 場所:バンコクBITEC（バイテック）

　フォーラムの会場である BITEC

には、すでに各国のライオンが集

い、バザールとフードフェスティバ

ルで賑っていました。

　午後から開会式が行われ、大

会委員長を先頭に各国のガバナー

が入場し、我が地区の筒井ご夫

妻も元気に入場され会場は割れん

ばかりの拍手でいっぱいとなりま

した。

　会場では、自国開催のグリーン

ジャケットを着たタイのメンバーや

中国、韓国といった他国メンバー

の積極的なパフォーマンスが目を

引きました。

　夜は、ガバナー主催の「332-B

地区の夕べ」をナライホテルで行

い、春季タイ来日生のアンナさん

親子とその友人が駆けつけ、ホス

トクラブとの感動的な出会いもあ

りました。

 　ここでも、ガバナーからウイス

キーや焼酎等の差し入れがあり、

タイ料理とともにおいしくいただき

ました。

2015 年 12 月 3 日（木）〜 12 月 7 日（月）参加報告
地区国際協調・大会参加・PR 情報・IT 委員長　L 阿部 正弘（紫波 LC）
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▼ 12月5日（土）
〔国際会長歓迎晩餐会〕

場所：Convention Center

　日中は、世界遺産アユタヤ遺跡

観光とガバナー主催のゴルフコン

ペに分かれて、タイ王国を楽しみ

ました。

　夜は、筒井ガバナー他 4 名が

国際会長歓迎晩餐会に出席し、

他のメンバーは中村名誉顧問紹介

の「焼肉・冷麺ヤマト」において、

夕食とゴルフコンペの表彰式を行

いました。

　優勝 西根 LC L 田村信也

（おめでとうございます。）

▼ 12月6日（日）
　この日は、タムヌン・サドゥアッ

ク水上マーケット＆サンプラン・リ

バーサイド観光とプライベートゴル

フに分かれて旅の終盤を楽しみま

した。

　夜は、COCA スリウォン店にて

「タイスキ料理」を楽しみました。

　ガバナーも大役を終え、メンバー

とともに杯を交わし親睦を深めま

した。

▼ 12月7日（月）
　早朝ホテル出発〜スワンナプー

ム国際空港〜成田空港〜仙台空

港へと全員が無事に帰国、解散と

なりました。

　参加したメンバー、ご夫人のみ

なさんご苦労様でした。そして、

ありがとうございます。

　最後に、創設 100 周年のシカ

ゴ大会を目前にして、九州福岡に

て「第 99 回ライオンズクラブ国際

大会」が 2016 年 6 月に挙行され

ます。心より多くの参加をお待ち

しております。
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　去る11 月18 日、仙台国際セン

ターにおいて山田實紘国際会長

の仙台公式訪問が開催され、複

合地区から総勢 340 名が集まり会

長セミナーが行われました。

　山田国際会長の全国行脚の目

的は「日本のライオンズクラブは

変わらなければ世界の信頼が得

られない」という。時代の変遷と

共に私たちのクラブは何をすれば

よいか、ライオン必携に縛られず、

世界の動静を見極め、日本人らし

い行動を考えるべき時である。そ

のためには資金提供しか出来ない

日本のライオンズクラブが地域に

慕われ、世界のクラブから期待

されるよう改革する時である。そ

れを実行するのは会長自ら考え、

率先して行動に移さなければなら

い、と重ね重ね事例を示しながら

説いていました。

　山田会長が指揮する国際協会

のスタッフは、従来通りやればい

いと改善策に耳を貸さない。前か

らこうやっていたのだから会長が

代わっても同じで良いと、改善策

に一向に耳を貸しませんでした。

しかし勇気を出して変えるべきと

説き伏せると段々理解されてきま

した。

　北欧・ＥＵでは難民の流入が

続いている現状から、難民キャン

プの子ども達を救おうとライオンズ

クラブが行動を起こしている。「人

のために尽くす」、「弱きものを助

ける」。この新しい行動が世界に

認められてから100 周年を迎える

べきであると説かれ、感銘を受け

て帰路に着きました。

山田實紘国際会長
仙台公式訪問に参加して
東和猿ケ石 LC　会長　L 小原茂明
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■ 1R1Z ZC　L 矢羽々 睦子　
　1Z2Z 合同で新入会員 15 名とスポンサー等、計 30
名がオリエンテーションを受けた。332 複合地区 GLT
コーディネーター・地区名誉顧問 L 宮田 謙による明快
かつ引き込まれる講話で、ライオンズクラブの歴史・今・
これからをお話しいただいた。すずらん給食、ヘレンケ
ラーに奉仕の機会を与えられたこと、国際協会のあり方
などを聴講し大変感動致しました。
　諮問委員会には新会員もオブザーバーとして出席して
いただき、各クラブの運営報告は時間不足に感じました
が、続きを懇親会会場に持ち込みました。
　7LC 合同アクティビティの企画はクラブへ宿題とし、
会長会・幹事会においても討議してもらい、新年早々
に決定移行出来ることでしょう。
　懇親会においては、季節もライオンズクラブ運営も秋
深し冬を目前にして、たんぽぽ、ちゅーりっぷ、すみれ、
なのはなと春の花の名前の丸テーブルにて新会員を迎え、
新会員、各クラブの役員がほどよく混ざりあい、入り口か
ら会長たちが見守るという趣向を変えた配席とし、談笑・
歓談が会場いっぱいに広がり、春の陽気のようでした。
　100 周年に向けてライオンの灯りは輝きを増し、地域・
社会を明るく照らし続けることでしょう。ありがとうござ
いました。
平成 27 年 11 月 24 日（火）
メトロポリタン盛岡ニューウイング
17:00　新会員オリエンテーション
18:10　第 2 回諮問委員会
19:20　懇親会

■ 1R2Z ZC　L 田村 信也
　第1回キャビネット会議・ゾーン会議から始まり、当初は、
大変かなと心配しておりましたが、ガバナー公式訪問や
諮問委員会も第 2 回まで無事に終えることができました。
　ゾーン内の各クラブもまずまず活発に活動しているよ
うで、安心しております。ゾーン内行事として、親睦パー
クゴルフ大会が開催され、今後もボウリング大会やゴル
フ大会、各クラブへの例会訪問なども予定されており、
大変楽しみにしております。
　11 月 24 日には、1Z2Z 合同 ZC 主催新会員オリエン
テーションが、開催されました。複合地区 GLT コーディ
ネーター・地区名誉顧問 L 宮田謙を講師にお迎えし、
新会員の皆さんに分かりやすくお話していただき、また、
1Z の第 2 回諮問委員会にもオブザーバーとして参加し、

他のクラブの方 と々も交流ができて、たくさんの刺激を
いただき勉強になったかと思います。
　12月3日からは、「第 54 回東洋・東南アジアフォーラム」
へ出席いたしました。開会式やガバナー主催ゴルフコン
ペにも参加し、とても有意義な時間を過ごすことができ
ました。
　あっという間に半年が過ぎましたが、これからもゾー
ン内各クラブとのコミュニケーションをはかり100 周年
に向けて頑張っていきたいと思っております。

■ 2R1Z ZC　L 浪越直樹
　27 年度上期は地区ガバナー公式訪問、第 1 回・第 2
回の定例キャビネット会議へ出席したほか、ゾーンチェ
アパーソンとして各クラブ公式訪問及び地区ガバナー諮
問委員会を 2 回開催しました。
　ガバナー重点目標の一つに東日本大震災復興支援を
掲げており、第 1 回諮問委員会を開催するにあたり陸前
高田 LC の協力で、震災時の状況と復興の現状につい
て学習する機会を得て、現地で諮問委員会と一緒に被
災地復興状況を学びました。陸前高田 LC の会長始め
皆様に感謝申し上げます。
　また、第 2 回諮問委員会には GMT 地区コーディネー
ター L 米谷春夫、FWT 地区コーディネーター L 中村さ
と美をお招きし、会員増強・女性会員増強について講演
して頂きました。また、2R2Z から菊池徳男 ZC の出席
を得てリジョン内の交流を図りました。
　下期は、合同アクティビティとして被災された釜石市
甲子町の仮設住宅団地のみなさんを花巻に“温泉招待”
を計画しています。また、新人オリエンテーションを 1
月 25 日に開催予定し、第 3 回ガバナー諮問委員会は矢
巾町で 2 月末に予定しております。
　さらに、ガバナー重点目標の一つである青少年育成
をテーマとして、小中学生を対象にした「薬物乱用防止
授業推進」についての学習会を計画してするほか、5 月
には諮問委員会の皆さんとの交流の場を予定していま
すから、どうぞよろしくお願いします。

■ 2R2Z ZC　L 菊池 徳男
 7 月 17 日 ゾーン三役打合せ
 22 日 北上国見 LC 公式訪問
 23 日  第 1 回 ZC 会議・CAB 会議出席
  北上 LC 公式訪問
 8 月 04 日 ゾーン三役打合せ

ZC報告 今 ま で の 活 動 と 今 後 の 活 動 に つ い て
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 11 日 江釣子 LC 公式訪問
 19 日 第 1 回ガバナー諮問委員会
 26 日 ①ガバナー公式訪問
  　並びに 4 クラブ合同例会
 30 日 「ライオンいわて 9 月号」原稿執筆
 9 月 06 日 ②アジサイ剪定作業
  　（展勝地公園 4 クラブ）
 10 日 ZC 主催 Z 内親睦ゴルフコンペ
 11 日 和賀 LC 公式訪問並びに納涼会出席
 10 月 08 日 ③世界ライオンズ奉仕デー
 10 日 釜石 LC50 年記念式典出席
 11 月 01 日 ④第 24 回 LC 少年剣道錬成大会
  　（4 クラブ合同）
 11 日 第 2 回 ZC 会議・CAB 会議
 14 日 矢巾 LC35 周年記念式典出席
 18 日 ⑤「山田實紘」国際会長公式訪問（仙台）
 26 日 ⑥  2R1Z 第 2 回ガバナー諮問委員会出席
 27 日 ゾーン三役打合せ
 12 月 02 日 第 2 回ガバナー諮問委員会
 3 日〜 7 日  ⑦ 第 54 回東洋・東南アジアフォーラム

参加 バンコク（タイ）
 8 日 「ライオンいわて 12 月号」原稿執筆

〔経過説明〕
① 「ライオンいわて 9 月号」に掲載
② 名勝桜全国百選に選ばれている北上展勝地内にある

桜並木と並行して植えられている、アジサイロードの
剪定作業をゾーン内継続事業として4クラブで行った。

（北上あじさいの会と合同）
③ 北上市を横断している国道 107 号沿及び和賀川河川

敷、国体総合開会式会場 北上総合運動公園ウェル
カムボード前花壇の花植栽・草取り奉仕を、4 クラブ
で各々各地でボランティア活動。

④ 青少年健全育成を柱としたゾーン内 4 クラブの合同開
催（本年主管 和賀 LC）

⑤ 国際会長の思いを 332 地区のクラブ会長キャビネット
役員に激白、さすが世界の会長。我 も々直ちに行動
加速せねばと再認識。

⑥  2R 内交流を初めて実現。2R1Z・ZCL・浪越直樹のリー
ダーシップに感銘・共感

⑦ 岩手県から約 40 名、日本国から 2,200 名、世界各
国から 8,800 名参加。さすが国際会長母国日本、4
分の 1 の出席、世界のライオンを見ると日本はまだま
だアピール不足を感じます。もっともっと成りきること
が必要か！

山田会長の世界規模でのアクティビティ感はすごい！
※山田国際会長の思いをゾーン各クラブメンバーと話し
合いながら、速いスピードで進めていきたい。

■ 3R1Z ZC　L 村上 謙
　平成 27 年 7 月にゾーン内クラブと連絡のうえ、例会
訪問、諮問委員会、公式訪問等の準備を完了し、スター
トした所でしたが体調不良となり、8 月中旬に再度、各
クラブ、キャビネット等と連絡調整のうえ、下記の通り
実施した活動と今後の予定活動を報告します。

〔実施活動〕
・例会訪問
 金ケ崎ライオンズクラブ 7 月 23 日夜
 胆沢岩手ライオンズクラブ 8 月 03 日夜
 水沢中央ライオンズクラブ 9 月 01 日夜
 水沢ライオンズクラブ 9 月 02 日昼
 江刺岩手ライオンズクラブ 9 月 03 日昼
 前沢ライオンズクラブ 9 月 17 日夜

・第 1 回諮問委員会、ガバナー公式訪問 10 月 08 日夜
〔今後の活動〕
・第 2 回諮問委員会 12 月 03 日夜
・新会員セミナー 1 月中旬夜
・第 3 回諮問委員会 2 月中旬夜
・ゾーン内家族交流レクリエーション 4 月中旬
・新旧三役会議 6 月中旬
・ZC 新旧引継ぎ会 6 月中旬

■ 3R2Z ZC　L 佐田 弘孝
「情報の共有を」

* アクティビティの情報を共有し、他クラブからの参加・
応援でクラブ間交流の拡大をめざしております。

* 今までの活動 ①クラブ例会訪問（ガバナー公式訪
問の前に各クラブを訪問し、新しいスタイルでの開催
を提案） ②第 1 回諮問委員会・ゾーンミーティング。 
③ガバナー公式訪問（和やかな雰囲気で開催。懇親
会では各クラブ「テール・ツイスターの狂宴」。種々
のアイデアで大いに盛り上がりました） ④ゾーン内グ
ラウンドゴルフ大会及びゾーン内ゴルフコンペ（今回
で 34 回）を開催。 ⑤第 2 回諮問委員会・ゾーンミー
ティング並びに新会員オリエンテーション（6 名の出
席）を開催。

* 今後の活動 ① 12 月 24 日〜 25 日 :「IBC チャリティー
ミュージックソン」への参加協力を、家族と共にアク
ティビティで実施予定。② 3 月 3 日 : 第 3 回諮問委
員会・ゾーンミーティング並びにゾーン内合同例会を
開催予定。

* 次年度は L 金野幸造（一関中央 LC）がガバナー就
任となるので、ゾーン内一丸となり 20%UP の会員増
強を果たしたい。Just do it 2（まずやってみましょう）。
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■ 4R1Z ZC　L 及川 米元
　早いもので ZC を引き受けてからもう6ヶ月が経ちました。

〔経過報告〕
 8 月 26 日  ゾーン内 6 クラブを訪問し各クラブ員

との交流を深めました。（〜 9 月 26 日）
 10 月 10 日  釜石 LC チャーターナイト 50 周年記念

に参加してきました。
 19 日  ゾーン内 6 クラブ合同交流ゴルフ大会

を江刺 CC で行いました。
 11 月 08 日  東山 LC チャーターナイト 45 周年記念

大会に参加しました。
 11 日  第 2 回キャビネット会議（花巻）に参加。
 18 日  332 複合地区山田實紘国際会長公式訪

問に参加（仙台）。
　今後ゾーン内共同アクティビティとして、国道沿いのバ
ス停（県交通、室根〜盛岡線）に待合室を作って欲し
いとのことで、猿沢振興会とタイアップして待合室を作
りたいと思います。
　それと以前にやっていた 4R 内（1Z、2Z）合同のボウ
リング大会を復活してほしいとの要望もあるので、2Z の
ZC と話をして、実現に向け話し合いたいと思います。
　最後にキャビネット事務局への要望として、来年の福
岡国際大会に向けて、何人出席してほしいのか、宿泊
等の手配はやっているのか、早めに案内がほしいと思
います。日本での国際大会でもあるので、岩手からも多
数出席出来る様に手配してほしいと思います。

■ 4R2Z ZC　L 出羽 秀二
　今までの活動はすでに報告済みですので今後の計画
を述べたいと思います。
　当 2Z の今後はクラブ間交流会とゴルフ愛好グループ
のコンペです。他、必要行事、ボランティア等に対応し
たいと思っております。
　次に先日の当クラブ（大船渡五葉 LC）例会の会長講
話において興味深いテーマが語られました。被災地クラ
ブ各位も一考することかなと思いこのスペースに記します。
　結論は「いつまでボランティアを受け入れるのか？」
と言うことです。
ケース①　相手方がこれで支援を終了いたしますの場合。
※今までのご支援ありがとうございました、と感謝。
ケース②　当方からの辞退の場合。
※ おかげさまで仮設住宅の被災者も全世帯復興住宅入

居や自立を致しました。今後はそれぞれが頑張って歴
史（みち）を創ってまいりたいと思っております。今ま
でのご支援に感謝いたします。

等 、々考えておかなければならないのかなとの講話でし
た。参考までに。

■ 5R1Z ZC　L 田畑 耕治
　4 月 22 日の ZC 予定者会議で学んだ情報をもとに構
想を練り、5 月 3 日には公式訪問一か所開催を呼びかけ、
久慈ライオンズクラブの協力で実現できたことは前期一
番の思い出となりました。
　ZC の責務と役割を念頭に活動計画を策定し、ガバ
ナーに書面で協議することもできました。
　これらは全て予定者会議に出席したからこそできた
考え方であり、やはり次期役員の決定は遅くても 3 月末
までにはできていることが必要なのだと思いました。
　第 1 回キャビネット会議終了後、突然ライオンズクエス
トの宮古開催を伊藤青少年・ライオンズクエスト委員長
から要請され、キャビネット事務局に資料を要求し、一
夜漬けの知識で学校を訪問し、花巻市教育委員会や花
巻東ライオンズクラブの事前の働きかけのお蔭で 8 月に
は実施校が決定できたことも大きな喜びであり、自信に
もなりました。
　今後の最大の目標はゾーン内全クラブが結束してキャ
ビネットローテーションを受け入れ、第二副地区ガバナー
候補の擁立を実現することであります。協議は難航が予
想されますが、やるべき時期においてやるべき世代のメ
ンバーが率先して奉仕する姿を見せて行くことが、ライ
オンズの活動を次世代に繋げていくために必要不可欠な
要素なのだろうと考えています。

■ 5R2Z ZC　L 菊池 完
 7 月 23 日 第 1 回ZC会議及びキャビネット会議出席。
 8 月 03 日  5R2Z 諮問委員会開催、釜石 LC よりはま

ゆり支部の取り扱いについて提言有り。
 8 月 06 日  5R2Zガバナー公式訪問並びに合同例会出席。
9 月〜   LCIF 東日本大震災復興支援事業「ライ

フジャケット」寄贈先選定活動。5R2Z
釜石 LC、釜石リアス LC、大槌 LC、陸
中山田LCへ各々20着ずつの配分を決定。

 10 月 10 日 釜石 LCCN50 周年記念式典出席。
 10 月 21 日  釜石リアス LCCN47 周年記念式典出席

及び ZC クラブ訪問兼ねる。
 11 月 11 日 第 2 回 ZC 会議及びキャビネット会議出席。
 11 月 22 日  大槌 LCCN39 周年記念式典及び ZC ク

ラブ訪問を兼ねる。
 12 月 04 日 5R2Z 第 2 回諮問委員会開催。
　今後は第 3 回諮問委員会と、新入会員セミナーの
開催に向け、しっかりと準備を行う予定。
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秀
賞

優
秀
賞

最
優
秀
賞

ライオンズクラブ国際協会332-B地区

国際平和ポスター
コンテスト 審査結果

第28回

斉藤　夢羽さん
（遠野市立遠野中学校 1年・遠野 LC 推薦）

遠藤　茉莉杏さん
（北上市立立花小学校 6 年・北上 LC 推薦）

郷六　沙羅さん
（花巻市立矢沢中学校 1年・花巻東 LC 推薦）

平和を
分かち合おう

2015-2016

コンテストテーマ
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竹田　羅奈さん
（八幡平市立西根中学校 1年・西根 LC 推薦）

八重樫　由菜さん
（北上市立江釣子小学校 6 年・江釣子 LC 推薦）

尾形　凛さん
（山田町立豊間根小学校 6 年・陸中山田 LC 推薦）

奥谷　陽央里さん
（花巻市立南城中学校 2年・花巻 LC 推薦）

千葉　理奈さん
（平泉町立平泉中学校 2年・平泉 LC 推薦）

赤坂　八枝さん
（遠野市立遠野中学校 1年・遠野 LC 推薦）

大和　朱莉さん
（花巻市立湯本小学校 6 年・花巻 LC 推薦）

藤江　綺星さん
（平泉町立平泉小学校 6 年・平泉 LC 推薦）

吉田　朱里さん
（久慈市立久慈小学校 6 年・久慈 LC 推薦）

ガバナー特別賞 審査委員長特別賞

キャビネット特別賞

佳 作

たくさんのご応募
ありがとうございました!

ライオンいわて 12 月号 　9



　今年で 28 回目を迎えた国際平和ポスターコンテストは
「平和を分かち合おう」のテーマのもとに実施されました。

　小学校高学年から中学 2 年生の児童・生徒の皆さん
が平和と国際理解への思いをこめて描き、県内の 53LC
から推薦された作品が 77 点寄せられました。
　いずれも、テーマにそってよく考え、形や色を工夫して
一生懸命取り組んでいる姿がうかがえました。
　地球のどこかで紛争の絶えない人間の愚かさを非と
し、友情や愛情をもち手をつなぎあって、明るい地球の
未来を表現しようとしている作品が多く見られました。
　なかでも、最優秀作品となった斉藤さんの作品は外
国のかわいらしい少女が苗木に水を注ぎ、側にはそれ
を見守る子供たちの姿、そして画面の中央には平和の
象徴であるハトが描かれております。
　苗木に平和の思いを託し、水を注いでいる場面は、
人種や国の枠を越え、平和を守り、育て、喜びを分か
ち合おうとする世界が感じられました。
　さながら、大樹と明るく広がる青空は世界平和への
未来を暗示させ、しっとりとした豊かな色調が素晴らし

いです。
　又、他には宇宙の夜の世界に無数の家々の灯火がと
もり、光の中に安穏な人々の生活があることを求めてい
る作品がありました。描いた生徒が人々の心の中に光が
あることが「平和」だとコメントしているのが印象的で
ありました。
　全体的に丹念に心をこめて丁寧に仕げた作品が多く、
水彩絵具やポスターカラー、色鉛筆などの画材の特質を
よく生かし、配色を考え、明るい作品が見られました。
　パリで起きた同時多発テロは世界を震憾させ、惨劇
の記憶は生 し々く、華やかな街は異様な緊張感に包ま
れました。その脅威は日常の生活と隣り合わせであるこ
とを物語っており、現実は「平和」への道が遠いことを
強く感じます。
　明るい未来を拓くためにも、このような取り組みを通
して、子供達が広い視野にたって考えを深め、温かい
心で友達同士が接し合い、差別やいじめのない人間関
係を築き、「豊かな心」を育てる契機になれることを願っ
てやみません。

　去る11 月 19 日花巻市末広町花巻 LC、花巻東 LC
両事務局事務所において 332-B 地区「ライオンズクラブ
国際平和ポスターコンテスト」の地区審査会を開催した。
　本コンテストは平和や国際理解への思いを表現する
機会として、世界中の子供を対象にライオンズクラブ国
際協会が主催して毎年実施されており、28 回目を迎え
た今回のテーマは「平和を分かち合おう」である。
　332-B 地区でも毎年青少年健全育成の見地から強力
に推進しており学校の新年度に併せ 2 月頃から岩手県
教育委員会の後援を得て、各クラブにおいて募集し各
クラブより 3 点以内の作品を推薦してもらい地区の審査
会で審査することとなっている。
　審査委員は、審査委員長　元宮沢賢治記念館社会
教育指導員　佐々木信一郎氏、外部審査委員として岩
手工芸美術協会理事　佐々木秀次氏ならびに 332-B 地
区ガバナー L 筒井學、キャビネット幹事 L菅原章吾、キャ
ビネット会計 L 小原勇、地区青少年ライオンズクエス

ト委員長 L 伊藤郁郎の 5 名で行った。
　地区内各クラブから推薦された作品 79 点から慎重な
審査の結果入賞 12 点を決定した。
　その中から最優秀賞として斉藤夢羽さん（遠野中学
校 遠野 LC）、優秀賞に郷六沙羅さん（矢沢中学校 花
巻東 LC）並びに遠藤茉莉杏さん（立花小学校 北上
LC）を選定した。
　以上の 3 点は 332 複合地区審査会に送られ、通過す
れば国際本部の審査会に出品されることとなる。
　国際本部審査会で大賞を受賞した受賞者は家族 2
名同伴で無料招待され、5,000ドルの賞金と記念の盾
が贈られる。贈呈式は、2016 年 2 月または 3 月に、国
連と共にライオンズデーの際に行われる。また優秀賞受
賞者には 500ドルの賞金と表彰状が贈られる。
　なお、最優秀賞、優秀賞以外の入賞者は別記のとお
りであるが、後日キャビネットよりクラブを通して記念品
が授与されることとなっている。

地区青少年ライオンズクエスト 委員長　L 伊藤　郁郎（花巻ＬＣ）

　
元宮沢賢治記念館 社会教育指導員　佐々木　信一郎

ライオンズ国際平和ポスターコンテスト
審査会総評
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　日ごろは献血推進にご協力いただき感謝申し上げます。

先般、血液センターのご協力の下、推進研究会が開催され、冒頭に江釣子 LC、和賀 LC、

陸中宮古 LCへ感謝状が贈られ、表彰クラブの 3名から活動報告がありました。

　また、血液センター中居所長から現状説明と健康について講話があり、休憩時間を利用し、

忙しく活動されている会員の健康チェックをして頂き、健康指導の必要な会員には説明頂く

等、有意義な研究会でありました。

　11月までの実績は、今のところ順調に推移しており、岩手県血液センターとしても輸血供

給に支障をきたすことなく運営されておりますが、年末から春先にかけ献血協力者が減少す

ることと、献血で頂いた血液製剤の種類によっては使用期間が 4日間と短いものもあり、安

定した供給を保つために引き続きご協力をお願い致します。

“献血は、愛の心の社会奉仕”
地区保健委員長　L田口　忠雄
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　冬の雨が降る11／14（土）〜 15（日）

の 2 日間、330-A（東京）「チーム

KAWAI」の 9 名が大槌〜山田町

を復興支援の慰問に訪れました。

　「チーム KAWAI」は、東日本

大震災のあったまさにその当日、

当時ガバナーであった L 河合悦

子（現 FWT 第 5 会則地域副リー

ダー）が中心となり、難病の子供

の支援活動イベントを開催する日

でした。イベントは中止されました

が、メンバーが集結し、震災の翌

日には、トラックに支援物資を積

み、河合ガバナー自らも乗車し、

岩手県、宮城県、福島県を義援

金と共に運搬しました。現在も、

継続して各被災地へ支援、震災

復興のイベントを開催しています。

　3 つの会場とも、和気あいあい

と、皆さんと一緒に踊り歌い、元

気な笑顔につつまれます。

　まだ震災の傷跡が大きく残る 

この地に、人々は一歩、また一歩

と、頑張って明るく生きて行こうと

いう前向きなパワーを感じました。

　「チーム KAWAI」の活動から、

ライオンズの『奉仕の心』を学び

得た、素晴らしい 2 日間。種市名

誉顧問、地区 LCIF・アラート・

復興支援 高橋委員長、大槌、陸

中山田 ライオンズクラブ 三役、会

員の皆様、感謝いたします。

　感動をありがとう「チーム KAWAI」

We Serve!!

笑顔で発声練習です♪

チーム KAWAI 代表 L 河合 悦子

東京ウィル LC　L 伊藤と地元フラダンスグループの共演

皆さんと一緒にフラを踊りましょう♪

震災復興の現状を視察　
「希望の灯り」

330-A（東京）復興支援

チームKAWAI被災地訪問に参加して
FWT地区コーディネーター　L中村 さと美

1日目
11/14土

大槌会場 （集会所 和野っこハウス）

〔対象者〕恵水講（えみずこう）仮設団地　入居者の皆さん
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山田町の子ども達が未来を描いた絵です

フラを一緒に踊りましょう♪

陸中山田のメンバーも一緒に踊りましょう♪

いつの間にか手踊りは輪になって !! 「後ろを振り向いたって仕方がない」と、
お互いに励ましあって、前向きな姿勢に感動しました

賛助出演 : 地元のフラダンスグループと共演
羽山るみ子（花巻東 LC 所属）歌謡ショー

賛助出演 : 地元のフラダンスグループと共演
羽山るみ子（花巻東 LC 所属）歌謡ショー

332-B地区 花巻東LC所属
羽山るみ子 歌謡ショー

2日目
11/15日

　山田会場①（山田体育館）

〔対象者〕町民グランド仮設住宅 入居者の皆さん

2日目
11/15日

　山田会場②（猿神仮設住宅集会場）

〔対象者〕織笠第 3、4、5 仮設住宅 入居者の皆さん

午前
の部

午後
の部
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北上LC

1日 ライオンズクラブ少年剣道練成大会開催
2日 レオと合同資源回収リサイクル活動
8日 花壇整備
8日 上野中学校吹奏楽部全国大会出場支援
13日 LCIF$1000献金、LCIF＄20献金
20日 献血推進活動
25日 ひかりの箱募金

和賀LC

1日 ライオンズクラブ少年剣道練成大会開催
5、10、20、27日 献血推進活動 5箇所

17、19日 資源回収リサイクル活動
17日 LCIF＄20献金
18日 「ダメ・ゼッタイ。」国連支援募金

北上国見LC

1日 ライオンズクラブ少年剣道練成大会開催
1日 山百合の植栽
10日 LCIF$1000献金

13、20、22、23日 献血推進活動
20日 LCIF$20献金
27日 ひかりの箱募金

江釣子LC

〜11月8日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
1日 ライオンズクラブ少年剣道練成大会開催
8日 献血推進活動
18日 LCIF＄20献金
18日 資源回収リサイクル活動
27日 ひかりの箱募金

1R1Z

盛岡LC
1日 臓器移植普及推進街頭キャンペーン
10日 LCIF＄20献金

盛岡不来方LC
〜11月11日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

25日 LCIF＄20献金

盛岡中津川LC
1日 南部藩墓地清掃活動
1日 臓器移植普及推進街頭キャンペーン

30日 LCIF＄20献金

盛岡観武LC

1日 世界ライオンズ奉仕デー
1日 臓器移植普及推進街頭キャンペーン

〜11月4日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
5日 暴力団追放盛岡市民決起大会
7日 献血推進活動
18日 直接献血
20日 小鳥の巣箱点検清掃
25日 LCIF＄20献金

盛岡南LC
1日 臓器移植普及推進街頭キャンペーン

〜11月5日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
19日 LCIF＄20献金

滝沢LC
1日 臓器移植普及推進街頭キャンペーン
5日 LCIF＄20献金

玉山姫神LC 6日 LCIF＄20献金

1R2Z
岩手LC 6日 献血推進活動

二戸LC
19日 LCIF＄20献金
27日 二戸市社会福祉大会

西根LC

3日 八幡平市市民憲章推進大会

7〜8日 第12回西根ライオンズカップ
小学生バレーボール選抜交流会

19日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
25日 LCIF＄20献金

安代LC

10月26日〜
11月1日 歳末たすけあいチャリティ芸能大会

20日 LCIF＄20献金
〜11月12日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

2R1Z

花巻LC

7日 第5回社会福祉大会
8日 第38回少年剣道親善試合
18日 こぶし苑生との昼食交流会
22日 平成27年度リトルシニア花巻卒団式
24日 LCIF＄20献金

紫波LC
25日 LCIF＄20献金
30日 ひかりの箱募金

〜11月30日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

石鳥谷LC
9日 ひかりの箱募金
17日 薬物乱用防止講座
25日 LCIF＄20献金

大迫早池峰LC 16日 LCIF＄20献金

花巻東LC
8日 第38回少年剣道親善試合
22日 世界ライオンズ奉仕デー 紫陽花手入れ作業
25日 LCIF＄20献金

東和猿ヶ石LC
6日 東和小学校6年生　卒業記念植樹会

24、25日 薬物乱用防止授業　東和中学校、東和小学校

矢巾LC

1日 チャリティバザー
1日 献血推進活動
1日 薬物乱用防止啓蒙活動
4日 ライオンズ庭園の手入れ
17日 矢巾駅前開設施設に学習資料寄贈
24日 LCIF$1000献金、LCIF＄20献金

2R2Z

北上LC
10月1日〜31日 資源回収リサイクル活動

7〜8日 山百合カップ中学生女子バレーボール大会

3R1Z

水沢LC

5日 LCIF＄20献金
7日 水沢フラワーロード全体作業
7日 献血推進活動
11日 水沢LC交通安全広告塔　清掃作業
14日 水沢中央LCとの合同チャリティバザー
20日 STOP！特殊詐欺防止啓蒙活動協力

江刺岩手LC 19日 LCIF$1000献金、LCIF＄20献金

前沢LC
1日 奥州市主催スポニチ奥州前沢マラソン
15日 献血推進活動
24日 LCIF$1000献金、LCIF＄20献金

水沢中央LC

5、20日 薬物乱用防止講演会
東水沢中学校 水沢南中学校

7日 水沢フラワーロード全体作業
13日 LCIF$1000献金　2件
14日 水沢LCとの合同チャリティバザー
16日 LCIF＄20献金
27日 ひかりの箱募金

金ケ崎LC

1日
第61回金ヶ崎町一周駅伝競走大会 
第26回女子駅伝大会

5日 第41回金ヶ崎町社会福祉大会
7日 朝のあいさつ運動
24日 LCIF＄20献金

胆沢岩手LC 26日 歳末たすけあい募金
3R2Z

一関LC
12日 使用済み切手　2000枚送付
31日 LCIF＄20献金

平泉LC
5日 ひかりの箱募金
5日 LCIF＄20献金

花泉LC
3日 ライオンズ杯ソフトボール大会
26日 LCIF＄20献金
26日 ひかりの箱募金

一関中央LC

7〜8日 一関中央LC旗争奪
中学新人サッカー大会

14日 「福光園」慰問
17日 使用済み切手　1000枚送付
25日 LCIF＄1000献金
27日 ひかりの箱募金

一関厳美渓LC
10日

厳美渓畔巣箱メンテナンス、清掃、
花壇プランター作業

22日 献血推進活動

11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）
盛岡観武 LC 小 　 林 　 志 　 保

矢巾 LC
臼 　 澤 　 　 　 勉
昆 　 　 　 一 　 宗

北上 LC 木 　 内 　 理 　 加
一関 LC 浅 　 井 　 多 喜 子

一関中央 LC
大 　 内 　 祐 　 志
澤 　 田 　 　 　 敦

千厩 LC 熊 　 谷 　 　 　 徹
久慈 LC 岩 　 城 　 　 　 元

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
矢巾 LC 斉　藤　秀　造 15
北上 LC 千　田　正　俊 3
北上国見 LC 高　橋　純　也 1
江刺岩手 LC 及　川　俊　行 1
前沢 LC 北　條　哲　郎 1
水沢中央 LC 佐　藤　　　毅 1
水沢中央 LC 菅　原　智　美 6
一関中央 LC 蕎麦田　英　治 9
東山 LC 佐　藤　幸　三 1
藤沢岩手 LC 高　橋　義太郎 11
住田 LC 森　谷　　　潤 5
住田 LC 佐々木　初　雄 2
釜石 LC 細　田　勝　夫 1
陸中山田 LC 佐々木　政　昭 1

11 月 新入会員一覧

11 月 LCIF ＄1000 献金

会員動向

4R1Z

千厩LC
11日 LCIF＄20献金
18日 献血推進活動
26日 千厩子育てクラブへ絵本購入資金贈呈

大東岩手LC
23日 ほのぼの寄席
26日 LCIF＄20献金

東山LC
17日 献血推進活動
18日 LCIF$1000献金
20日 ひかりの箱募金

藤沢岩手LC
15 日 スポーツ少年団ボランティア活動支援
25日 LCIF$1000献金

川崎岩手LC −
室根LC 1日 ライオンズの森整備

4R2Z

大船渡LC

4日 ひかりの箱募金
22日 ライオンズクラブ農園
23日 商工会議所優良従業員表彰協賛
25日 声の図書館

陸前高田LC

10月29、31日 直接献血
10月21、26、31日 献血推進活動

25日 ひかりの箱募金
19日 LCIF＄20献金

住田LC 9日 LCIF＄1000献金、LCIF＄20献金

大船渡五葉LC
23日 商工会議所優良従業員表彰協賛
25日 LCIF＄20献金
30日 ひかりの箱募金

5R1Z

宮古岩手LC

8日 宮古サーモンハーフマラソン大会
11日 ひかりの箱募金
15日 献血推進活動
15日 宮古市社会福祉大会
18日 正しい交通ルールを守る運動宮古地方交通安全大会
19日 LCIF＄20献金

久慈LC
10日 法人募金協力
21日 少年防犯ふれあい綱引き大会協賛
25日 LCIF＄20献金

陸中宮古LC

1日、4日 「桜ケ丘」ふれ愛文化祭
15日 献血推進活動
15日 宮古市社会福祉大会
18日 正しい交通ルールを守る運動宮古地方交通安全大会
19日 LCIF＄20献金
27日 ひかりの箱募金

田野畑LC −

岩泉龍泉洞LC
5日 台風大雨被害緊急援助金支出
6日 「おもとこども園」にライフジャケット贈呈
17日 献血推進活動

5R2Z

釜石LC

1日 釜石レオクラブと合同での草刈、清掃作業
3日 児童虐待防止キャンペーン
6日 釜石商工吹奏楽部へ活動資金贈呈

10、11日 釜石市へソーラー時計一式寄贈
14日 東海産業祭り被災地復興支援
18日 第413回LL奉仕活動
19日 ライフジャケットトライフリートへ寄贈
22日 ライオンズカップ少年サッカー交流大会
24日 LCIF＄20献金、LCIF＄1000献金
27日 ひかりの箱募金

遠野LC
18日 リサイクル品の回収
16日 LCIF＄20献金

釜石リアスLC
9日 使用済み切手　1000枚送付

14〜15日 釜石リアス杯釜石地域中学校バスケットボール大会
25日 LCIF＄20献金

大槌LC 1日 スポーツ少年団交流野球大会協賛

陸中山田LC

1〜2日 玉山町長杯キッズサッカー大会後援
〜10日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
15日 被災者慰安訪問受け入れ
25日 ひかりの箱募金
25日 LCIF＄20献金、LCIF＄1000献金

ライオネスクラブ

西根LS
19日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
20日 LCIF＄20献金

レオクラブ
盛岡LEO −
早池峰LEO −
石鳥谷LEO −
北上LEO 2日 ライオンと合同訪問型資源回収
一関二高LEO −
釜石LEO −

訃 報

西根 LC

故 L 松田 末三
享年 77 歳（1986 年 8月入会）
11 月 9 日ご逝去

石鳥谷 LC

故 L 菊池 昭六
享年 77 歳（2005 年 3月入会）
11 月 9 日ご逝去

滝沢 LC

故 L 川原 渉
享年 47 歳（2015 年 10 月入会）
11 月 27 日ご逝去
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盛岡観武LC陸中宮古LC

清掃活動献血推進活動

花泉LC

ライオンズ杯ソフトボール大会

室根LC

ライオンズの森整備

宮古岩手LC

水沢中央LC・水沢LC

水沢中央 LC・水沢 LC
合同チャリティ・バザー

釜石リアスLC

釜石リアス杯釜石地域中学校
バスケットボール大会

花巻東LC

紫陽花手入れ作業 献血推進活動

2R2Z合同

千厩LC

第 24回ライオンズクラブ少年剣道錬成大会

千厩子育てクラブへ絵本購入資金贈呈

東和猿ケ石LC　

東和小学校 6年生卒業記念植樹会
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ア ク テ ィ ビ テ ィ  フ ォ ト グ ラ フ

　今月号の表紙は、国際平和ポスターコンテスト最優秀賞の

作品です。平和な未来への思いが輝きとなり表れているよう

に感じます。来る年が、この作品のような輝かしい年であり

ますように。皆様よい年をお迎えください。

（ライオンいわて編集委員会　委員一同）

《表紙の写真：国際平和ポスターコンテスト最優秀賞作品》	 
　約 100 ヶ国へ向けて、世界中の児童に平和へのビジョンを
表現するよう奨励する当コンテストは、今年で 28 回目を迎
えました。2015 ～ 16 年の平和ポスター・コンテストのテー
マは、「平和を分かち合おう」でした。今年もたくさんのご応募、
ありがとうございました。

編 集 後 記
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