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◆ 332-B地区 ガバナー就任にあたって

◆ ゾーンチェアパーソン就任のご挨拶

◆ 332-B地区キャビネット役員名簿

◆ 年間主要行事予定表

◆ 6月のアクティビティ 他
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　 ライオンズクラブ 国 際 協 会

332-B 地区吉田ガバナーのご指導

により、5 月17 日盛岡グランドホ

テルで開催されました第 61 回年

次大会におきまして、多くの皆様

のご賛同を頂きガバナーエレクト

にご推挙頂きました事は、大変身

に余る光栄です。

　B地区をお預かりする身とし

て、この重責に身の引き締まる

思いです。

　私の今年のガバナーテーマは

「思う心　それを行動に！」

　思う心それは、家族に対しても

仲間に対して又は、小さな物体に

対してかも知れません。

　希望であったり、自分が掲げた

目標であったり、世界平和を願う心

それぞれの思いがあると思います。

　手を貸してあげたい、あれをす

れば皆様が喜んでくれる—そう

思っても、少しの勇気が足りなく

て行動が起こせない事が沢山あり

ます。

　我々は、奉仕する高い理念のも

とに今こそ行動に移す事です。

　思う心を行動に移すのです。

　これを332-B地区ガバナーテー

マに致しました。

　思う心、そして絆をさらに強め、

忘れてはならない 2011 年 3 月 11

日東日本大震災、世界のライオン

ズの仲間が世界中で行動を起こ

し、沢山の支援をいただき、励ま

して頂きました。これも日本のラ

イオンズが長い間、人道的立場に

立っての奉仕活動があったからだ

と考えております。

　また今年は、日本ライオンズが

誕生して 63 年になります。

　山田實紘国際会長が就任致し

ます。

　国際テーマは、「命の尊厳と和」

　命の尊重、子供の命への支援

に重点を置いて、ツルはヒマラヤ

山脈上空 8,000 メートルを越えて

いく、ライオンズクラブも会員全員

でこの国際会長のスローガンに賛

同し、初心にかえり、ライオンズ

精神をもう一度思い、前進しよう

ではありませんか。

　ライオンズ市民権獲得に向け

て、ライオンズの永い力は各クラ

ブにあり、入会の意味の明確化、

入会教育の徹底化に各クラブが

協力し、会員増強に力を入れて頂

き、ライオンズクラブ 100 周年の

記念祭は、心豊かに迎えようでは

ありませんか。

　皆様と一緒に、一年間心を合

わせて充実した楽しいキャビネッ

ト運営が出来ます様、ご協力をお

願いします。

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. 筒井 學（花巻東 LC）
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第 98 回ライオンズクラブ国際大会 inアメリカ・ハワイ
＜ 2015／6／23（火）〜 7／2（木）＞

This Certifies that District Governor-elect

これをもって地区ガバナーエレクトを認定し
ます。

Manabu Tsutsui
has successfully completed the 2015 
District Governors-Elect Seminar program 
in preparation for a year of serving 
with dignity, inspiring harmony and 
empowering humanity.

筒井 學
命の尊厳と和の心を持ち、1 年間の任務を果
たすために 2015 年の地区ガバナーエレクト
セミナーを終了したことを証明します。

332−Ｂ地区 地区ガバナー

Ｌ.筒井 學・Ｌ.筒井洋子夫妻と国際会長 山田實紘夫妻とともに
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2015-2016年度 地区運営方針

332-B  地区アクティビティスローガン

「家族と共にアクティビティ」
332-B  地区ガバナー・テーマ

「思う心 それを行動に！」

〔332-B 地区ガバナー重点目標〕

東日本大震災復興
◇心のケア、寄り添うアクティビティに力を注ごう

◇子供達の計画に力を貸そう

青少年健全育成
◇薬物乱用防止授業の推進

◇献眼、献血運動の推進

◇ライオンズクエストプログラムの推進

全員参加の運営と事業
◇会員増強 女性会員増強『アスク・ワン（一人誘う）』

◇行動するリーダーの育成

◇ 2016 年岩手国体への協力

01

02

03
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　私は、332-B地区第37代目ガ
バナーとして同志ライオンの、
ご理解、協力を得て、この一年
間、ひたすらにGMT、GLTの
一致協力のもと、継続的な会員
増強・クラブの更なる向上・
リーダーシップ資質の向上に努
めてきました。このような背景
のもと、会員増強（Ask 1）に

終始したと言っても過言ではあ
りません。本当にこの一年間あ
りがとうございました。
　このたび地区名誉顧問会議長
の指名を受け、地区キャビネッ
ト構成員に加わることになり光
栄の至りであります。この責務
は、『地区の調和を図る』とさ
れています。今まで培ってきた

経験のもと“舟に刻んで剣を求
む”の精神で共に歩みたいと考
えます。よろしくお願いします。
　ライオンと呼ばるる人の一節
に、「人生の中に美の輝きを感
じ　その賛美の言葉を忘れず　
友の美点をつねに見守り自らの
良きところをまた友に贈る　そ
の人生こそ偉大なる感激そのも
の」彼こそライオンと呼ばるる
人とあります。
　私のテーマは『浪漫』でした。
この一節に限りないロマンを馳
せらせます。山田實紘国際会長
のもと筒井ガバナー体制でがん
ばりましょう。

　昨年は第二副地区ガバナーと
して、地区名誉顧問の皆様、吉
田地区ガバナー、筒井副地区ガ
バナーのご指導を賜りながら一
年間を過ごさせていただきまし
た。特に研修の機会として与え
られた香港での「上級ライオン
ズリーダーシップ研究会」が印
象深く残っています。日本から
の参加者は 27 名全員が第二副
地区ガバナーでした。お互い同
じ立場ということで討論も当然
のことながら活発で熱を帯び、
チーム発表なども盛り上がり連
帯意識も芽生えましたし地域性
も感じました。最終日には、皆

同志として再会を誓い合いまし
た。この体験を地区でも生かし
て参りたいと思います。
　今年度は日本から国際会長が
選出されるということ、またラ
イオンズが百周年に向かってい
るということで、日本のライオ
ンズの各地区が忙しくなると思
います。

　筒井ガバナーが掲げたアク
ティビティスローガン「家族と
共にアクティビティ」また、ガ
バナー・テーマ「思う心　それ
を行動に！」のもとしっかりサ
ポートして参りたいと思ってい
ます。
　どうぞよろしくお願い致します。

　 住田ライオンズクラブ所属の
L．森谷 潤と申します。去る 5
月 17 日の地区年次大会の資格
審査委員会において第二副地区
ガバナーとしてご承認を頂きま
した。月並な表現で恐縮ですが、

第一副地区
ガバナー就任にあたって
第一副地区ガバナー

L．金野 幸造（一関中央 LC）

地区名誉顧問会議長
就任あいさつ
地区名誉顧問会議長　

L．吉田 昭夫（盛岡中津川 LC）

第二副地区
ガバナー就任にあたって
332-B 地区第二副地区ガバナー

L．森谷  潤（住田 LC）
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　1987 年 3 月 に 花 巻 東 LC に
入会以来 28 年の月日がたちま
したが、キャビネットの役員に
なるとは、夢にも思っておりま
せんでした。そんな自分が、会
計を引き受けた訳は、筒井ガバ
ナーの人柄にあります。温かく

周囲の人たちを引き付ける力
に、自分も引きこまれてしまい
ました。「一緒にがんばろう！」
と言われ自然に「ハイ！」と答
えていました。「家族と共にア
クティビティ」に表されるよう
な身近な人間を仲間に入れ「思

う心　それを行動に！」に表さ
れるようにその仲間を大切に
思い手を差し伸べる強いやさ
しさを持っています。
　これから 1 年楽しく・前向き
に・そして良いことだと思った
ら「それを行動に」移して行き
たいと思います。
　力不足の会計ではあります
が、精一杯努めてまいりたいと
思っております。ご指導、ご協
力のほど、よろしくお願い致し
ます。

　この度キャビネット幹事とい
う大役を務めさせて頂く事にな
りました。未熟者ですがどうぞ
宜しくお願い致します。
　筒井學ガバナーテ−マ『家
族と共にアクティビティ』We 
serve のスローガンを打ち立て
筒井丸の船出を迎えました。し
かしここ数年会員の減少が続く
中で「会員増強」は全クラブ会
員に課せられた使命と申しても
過言ではありません。
　キャビネット幹事として昨年
一年間吉田昭夫ガバナー始めガ
バナーチームの皆様より勉強さ

せて頂き、大変な仕事だと痛感
しております。
　これからの一年間は、筒井ガ
バナーを盛り立て、キャビネッ
ト会計 L．小原 勇と共に無事
に筒井丸が帰港出来る事を願
い、諸先輩方のご指導をいただ
き、事務局長、副幹事、キャビ

ネット役員の皆様、又、ホスト
クラブの皆さまのご協力を仰ぎ
ながら粛々と遂行する決意でご
ざいます。至らぬ点多々あると
思いますが、そこは友情と寛容
の精神を持ってご容赦いただ
き、ご支援賜りますよう宜しく
お願い致します。

身に余る光栄と同時に昨日まで
とは違う立場の重さに正直、緊
張感に包まれております。
　出身クラブの住田 LC は人口
約 6,000 人の町の小さなクラブ
ですし、私自身小規模企業の経
営者で有りいずれをとりまして
もおおいばりで大役を仰せつか
る立場ではありませんが、ここ

は逆転の発想で、或いは、言い
換えると開き直りで、だからこ
そ私のような者がやらなければ
ならないんだと腹をくくってお
ります。それにつけましても出
身ゾーンのご支援、さらには地
区の皆様の絶大なるご協力をお
願い致します。
　申し上げるまでもなく、ライ

オンズクラブは世界最大の奉仕
団体です。力が無ければ奉仕活
動は出来ません。会員相互の結
束力と会員拡大のエネルギーを
もって、力強い 332-B 地区にな
れば幸いです。
　会員諸氏のご指導をお願い致
します。

就任のご挨拶

キャビネット幹事　

L．菅原 章吾（花巻東 LC）

キャビネット会計
就任にあたって
キャビネット会計

L．小原 勇（花巻東 LC）
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1 R 1 Z

L．矢羽々 睦子
（盛岡観武 LC）

　今期、筒井ガバナーの下、キャ
ビネットの一員として 1R1Z −
ZC の任務をお引き受け致しま
した。ガバナーのアクティビ
ティスローガン「家族と共にア
クティビティ」は、家族及び
女性チーム（FWT）複合コー
ディーネーターを兼務する私に
とって、まさしくそのもので、
家族・女性会員の増強に、奉仕
活動に、尽力しなくてはならな
いと心引き締まる思いです。楽
しく活動、その「思う心　それ
を行動に！」のガバナー・テー
マそのままです。
　子育てを終え、自分の子供達
が学校、社会、近所の多くの方々
の手助けをいただいた事への感
謝の気持ちを、これからの社会、
特に青少年の為に何か一つでも
役立ちたいという思いでライオ
ンズクラブに入会致しました。
スポンサーに出会い、仲間と出
会い、この喜びを、感謝を、手
渡しできるような活動に取り組
みます。
　国際テーマの「命の尊厳と
和」。折鶴に願いを込めて、健
康に留意し、笑顔で会員の皆々
様の手と手を合わせて、大きな
輪に絆を深めて参りたいと存じ
ます。

1 R 2 Z

L．田村 信也
（西根 LC）

　ゾーン内ローテーションとは
いえ、クラブ内にも先輩ライオ
ンがいる中、1R2Z のゾーン・
チェアパーソンを務めさせて頂
くことになり、身が引き締まる
思いをしております。
　筒井地区ガバナーのテーマ・
重 点 目 標 を 各 ク ラ ブ へ 伝 え、
理解して頂き、ゾーンでこれ
まで続けている事業を大切に
し、活発な運営・活動の一助
となれるよう頑張ります。
　ゾーン内では、解散したクラ
ブもありますが、ゾーンでなけ
れば出来ないような新しい事業
等も考えて頂き、盛り上げてい
ければと思います。
　今年度は、日本で二人目と
なる山田實紘氏が、国際会長
に就任されることもあり、キャ
ビネット役員の皆様には、大
変ご苦労されることと思いま
すが、役員の皆様の御指導を
仰ぎ、ゾーンの皆様には、御
理解と御協力を心よりお願い
申し上げます。

2 R 1 Z

L．浪越 直樹
（東和猿ヶ石 LC）

　筒井ガバナーをサポートする一
員として活動に参加させてもらうこ
とに感謝します。が、本来的には
2R1Z の ZC の選考はガバナーの
専権で良いと思います。
　さて、昨今はとかく会員増強
が叫ばれ、それがクラブの主な
活動であるかのように思われが
ちです。ましてや目標値まで設
定されたり…。
　ライオンズの本質は、地域住
民に認識されるような奉仕活
動。即ち、会員が誇りをもって
取り組んでいる奉仕活動、継続
性が求められている訳です。こ
の前提の上に会員増強があると
思います。思いを共有する人達
を仲間として迎え、ライオンズ
の輪を広げることがこの目的と
思います。
　ガバナーが掲げる重点目標
は、スローガンではなく実施課
題と受け止めて、各 LC が特色
を出し合い、また時間・費用・
人材を結集しゾーン全体として
取り組める課題も皆さんと模索
しつつ実践し、チーム筒井の一
翼を担えればと思います。ご指
導よろしくお願いします。

ゾーンチェアパーソン就任のご挨拶
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2 R 2 Z

L． 菊地 徳男
（北上国見 LC）

　この度 2R2Z のゾーン・チェア
パーソンの大役を拝命致しました。
　就任に当たり、改めて責務の
重大さに身の引き締まる思いで
いっぱいで御座います。
　浅学菲才の私ですが、ガバ
ナー・キャビネット役員・ゾー
ン内会員の皆様の協力を得て一
年間頑張る所存であります。
　さて、ガバナー・テーマ【思
う心 それを行動に！】の理念
に従い即行動に移したいもので
す。【我々は奉仕する】と言う 
高い理想の下に今こそ行動の時
と皆様に訴え先頭に立って行こ
うと思います。
　更に、ガバナー重点目標①東
日本大災害復興、②青少年健全
育成、③全員参加の運営と事業、
はこれまでの活動を通じ、より
一層の支援と拡大を図ろうと言
う筒井ガバナーの決意の表れで
あり、私も微力ながらゾーン内
クラブに働きかけ率先して活動
して参りたいと思います。会員
の力を借り、ガバナーの思いを
手助けできます様 ZC として職
務に精励し頑張りたいと思いま
す。【明るく楽しい】ゾーン運
営に努めたいと思いますので、
皆様のご協力を宜しくお願い致
します。

3 R 1 Z

L． 村上 謙
（胆沢岩手 LC）

　ガバナー重点項目「青少年健全
育成、災害支援、全員参加の運営
と事業」を中心に、ゾーン内各クラ
ブと「ウィ・サーブ」の精神で共に
活動していきますので、ご支援、ご
協力をよろしくお願い致します。

3 R 2 Z

L．佐田 弘孝
（一関 LC）

　2010 年度に続き 2 回目の ZC
を務めることになりました。ZC の
職務は「ゾーン内クラブの健全で
活力溢れる運営のための指導助
言に努力する。および、クラブの
実情と問題点を把握し、クラブ会
長の良き指導助言者として会員増
強やアクティビティなどの推進に
あたる。」とあります。これをふま
え、ガバナー重点目標の実現に向
け取り組んでまいります。マンネ
リ化を打破するため、例会のあり
方、継続事業の検討も必要では
ないでしょうか。検討の方法とし
て、現状把握から検討する「CAP
− Do」サイクルが取り組みやすい
と思います。
Check（現状把握）→Act（改善）↓

↑　Do（実行）　←　Plan（計画）

　次年度につながる改善を皆で考
えていきましょう。今回もZC の役
割を、ムリをせず自分のできる範囲
で、楽しみながら果たしてまいりた
いと思います。
　Just do it 2（まずやってみましょ
う）そして不都合が出た場合はそ
れを改善していきましょう。

4 R 1 Z

L．及川 米元
（大東岩手 LC）

　このたび、4R1Z 内のローテー
ションにより、ゾーン・チェアパー
ソンを担うことになりました。
　ライオンズクラブに入会して
30 年近くなりました。振り返っ
てみれば何をやってきたのか、
本当に奉仕活動をやって来れた
のかとも思います。でも、これ
から 1 年間は、ゾーン・チェア
パーソンとしてキャビネット内
クラブの融和をはかり、ガバ
ナーの思いをクラブ員に伝え、
震災の復興にも力を注ぎ、各ク
ラブ団結して支援事業を行い、
ウィ・サーブの精神で頑張りた
いと思います。
　ガバナーと共に会員増強や青
少年健全育成に向けて頑張りた
いと思いますので、皆様の御指
導、御鞭撻を宜しくお願い致し
ます。
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4 R 2 Z

L． 出羽 秀二
（大船渡五葉 LC）

　この度、4R2Z ゾーン・チェ
アパーソンを務めさせていた
だきます大船渡五葉 LC の出羽
秀二です。一年間務まるかど
うか不安な日々を過ごしてお
ります。と言いますのは、歴
代のチェアパーソンは皆さん
精力的に務められました。と
りわけ 3.11 の大震災のあとの
チェアパーソンの先輩の方々
は、実に素晴らしい活躍でし
た。各被災地を訪れ、我々 LC
に何が出来るかと積極的に取
り組みました。そして、それ
ぞれ有効な支援をしてまいり
ました。
　 誠 に 頭 の 下 が る 思 い で す。
しからば「自分にできるだろ
うか」と問うてみますと、「ど
うかなぁ」となるのです。し
かしながら、受けた以上は全
力 を 尽 く し て 頑 張 り た い と
思っております。筒井ガバナー
はじめキャビネット三役、各
ゾ ー ン・ チ ェ ア パ ー ソ ン の
方々、そして 4R2Z のメンバー
の方々のご指導、ご協力をい
ただきながら努めて参りたい
と思っております。よろしく
お願い致します。

5 R 1 Z

L．田畑 耕治
（陸中宮古 LC）

　本年度 5R1Z の ZC を拝命致
しました。筒井ガバナーの指
導のもと、Z 内各クラブの連絡
調整役として微力ながら努力
する所存でありますのでよろ
しくお願いします。
　 昨 期 は 野 澤 前 ZC の 付 幹 事
として諮問会議と新入会員オ
リエンテーションの開催に携
わった経験から、反省点を来
期の活動に生かそうと秘かに
目論んでいたのですが、次期
予定者会議に出席して責務の
重大さに驚いています。キャ
ビネットとの連携、ZC の責任、
諮問会議の開催、クラブとの
協 調、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン、
そして何よりも Z 内のクラブ
がグッドスタンディングであ
るために必要な支援協力を行
うとされています。
　諸先輩方から「年 3 回の諮
問会議の開催と 4 回のキャビ
ネット会議への出席」程度の
情報しか得ていなかったため、
大きな戸惑いを感じましたが、
急 ぎ 心 を 入 れ 替 え て 勉 強 し、
ガバナーテーマ「思う心　そ
れを行動に！」の実践にまい
進したいと考えています。

5 R 2 Z

L．菊池 完
（遠野 LC）

　この度、5R2Z のゾーン・チェ
アパーソンを務めさせて頂くこ
とになりました。
　ZC としてガバナーの運営方
針をゾーン内各クラブに伝え、
クラブの要請をキャビネットに
伝えるつなぎの役としてこの一
年間頑張って参りますので宜し
くお願い致します。
　5R2Z の状況は、あの震災か
ら 4 年 4 ケ月が過ぎようとして
おりますが、どれ位復興が進ん
でいるでしょうか。筒井ガバ
ナーの重点目標の第一に掲げら
れているように、心のケア、寄
り添うアクティビティ、そして
未来を担う子供達に手を差し延
べる事が出来ればと思っており
ます。
　ゾーン内各クラブの三役を始
め会員の皆様のご協力のもと、
ゾーン運営を進めて参りたいと
思っておりますので宜しくお
願い申し上げ就任の挨拶と致
します。
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2014-2015

332-B地区
キャビネット役員名簿

地区常任
名誉顧問

L. 種市 一二
釜石 LC

地区名誉顧問・
GMT 地区コーディネーター
L. 米谷 春夫
陸前高田 LC

３Ｒ２Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 佐田 弘孝

一関 LC

地区年次大会
副委員長

L. 菅野 久志
花巻東 LC

地区名誉顧問会議長・
地区百周年記念コーディネーター
L. 吉田 昭夫
盛岡中津川 LC

地区名誉顧問

L. 黒澤 康男
盛岡南 LC

キャビネット
幹事

L. 菅原 章吾
花巻東 LC

４Ｒ１Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 及川 米元
大東岩手 LC

地区年次大会
副委員長

L.菅原 二千六
花巻東 LC

第一副地区
ガバナー

L. 金野 幸造
一関中央 LC

地区名誉顧問

L. 中村 好雄
北上 LC

キャビネット
会計

L. 小原 勇
花巻東 LC

４Ｒ２Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 出羽 秀二
大船渡五葉 LC

地区 LCIF・アラート・
復興支援委員長
L. 高橋 康郎

石鳥谷 LC

第二副地区
ガバナー

L. 森谷 潤
住田 LC

地区名誉顧問

L. 高橋 義太郎
藤沢岩手 LC

１Ｒ１Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 矢羽々 睦子

盛岡観武 LC

５Ｒ１Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 田畑 耕治
陸中宮古 LC

地区長期計画・
指導力育成委員長
L. 藤田 好造

花巻東 LC

地区常任
名誉顧問

L. 相原 文忠
盛岡不来方 LC

地区名誉顧問

L. 天日 常光
二戸 LC

１Ｒ２Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 田村 信也

西根 LC

５Ｒ２Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 菊池 完

遠野 LC

地区会則・会員・
エクステンション委員長
L. 山影 義一
大迫早池峰 LC

地区常任名誉顧問・
GLT 地区コーディネーター
L.髙橋 晴彦

和賀 LC

地区名誉顧問

L. 宮田 謙
盛岡 LC

２Ｒ１Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 浪越 直樹
東和猿ヶ石 LC

FWT（家族及び女性会員）
地区コーディネーター
L. 中村 さと美

滝沢 LC

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

地区常任
名誉顧問

L. 千葉 龍二郎
水沢 LC

地区常任
名誉顧問

L. 後藤 成志
石鳥谷 LC

２Ｒ２Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 菊池 徳男
北上国見 LC

FWT（家族及び女性会員）
地区副コーディネーター
L. 菅原 りつ子

一関中央 LC

地区環境保全・
保健委員長

L. 田口 忠雄
矢巾 LC

地区常任
名誉顧問

L. 佐々木 賢治
東山 LC

地区名誉顧問

L. 高橋 幸喜
平泉 LC

３Ｒ１Ｚゾーン・
チェアパーソン
L. 村上 謙
胆沢岩手 LC

地区年次大会
委員長

L. 永田 博三
花巻東 LC

地区 YCE・
レオ・ライオネス委員長
L. 田中 哲明

花巻東 LC

地区ガバナー

L. 筒井 學
花巻東 LC

元国際理事・
地区名誉顧問
L. 大野 　一
盛岡不来方 LC
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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

地区会計
監査委員

L. 引地 光雄
花巻東 LC

キャビネット
副幹事

L. 伊藤 誠
大迫早池峰 LC

２Ｒ２Ｚ
地区 YCE 委員
L. 八重樫 守民

北上国見 LC

ライオンいわて
編集委員

L. 大和 吉智
花巻 LC

キャビネット
事務局委員

L. 高橋 幸雄
盛岡観武 LC

地区ライオンズ
クエスト副委員長
L. 本田 秀行
一関中央 LC

地区会計
監査委員

L. 金澤 秀晃
花巻 LC

キャビネット
副幹事

L. 佐々木 三郎
東和猿ヶ石 LC

３Ｒ１Ｚ
地区 YCE 委員
L. 菊地 孝男
江刺岩手 LC

ライオンいわて
編集委員

L. 高橋 貞夫
紫波 LC

キャビネット
筆頭副幹事

L. 福岡 勝夫
花巻 LC

キャビネット
副幹事

L. 吉田 喜博
矢巾 LC

2 Ｒ 1Ｚ
地区 YCE 委員
L. 市川 泝
石鳥谷 LC

ライオンいわて
編集委員

L. 黒須 信男
大迫早池峰 LC

地区 YCE
実行委員長

L. 石原 敏行
盛岡南 LC

キャビネット
副幹事

L. 深澤 啓道
花巻東 LC

キャビネット
副会計

L. 梅津 紳一郎
花巻東 LC

３Ｒ 2 Ｚ
地区 YCE 委員
L. 千葉 誉雄

花泉 LC

ライオンいわて
編集委員

L. 小川 洋征
東和猿ヶ石 LC

地区 YCE
副委員長

L. 小山 仁朗
一関中央 LC

キャビネット
副幹事

L. 佐々木 衛治
花巻東 LC

キャビネット
副会計

L. 朝倉 勝夫
花巻東 LC

４Ｒ１Ｚ
地区 YCE 委員
L. 小野寺 規夫

室根 LC

ライオンいわて
編集委員

L. 廣田 清実
矢巾 LC

ライオンいわて
編集長

L. 川村 健
花巻東 LC

キャビネット
副幹事

L.下川原 和孝
花巻東 LC

キャビネット
副会計

L. 杉村 圭一
花巻 LC

４Ｒ２Ｚ
地区 YCE 委員
L. 崎山 陽二

大船渡 LC

ガバナー室
室長

L. 小瀬川 干枝子
花巻東 LC

ライオンいわて
副編集長

L. 菊池 軍司
石鳥谷 LC

キャビネット
副幹事

L. 諸岡 勝正
紫波 LC

１Ｒ１Ｚ
地区 YCE 委員
L. 中村 さと美

滝沢 LC

５Ｒ１Ｚ
地区 YCE 委員
L. 外里 文人

久慈 LC

キャビネット
事務局長

L. 佐々木 和夫
盛岡中津川 LC

ライオンいわて
副編集長

L. 山下 武志
花巻東 LC

キャビネット
副幹事

L. 竹内 春樹
石鳥谷 LC

１Ｒ２Ｚ
地区 YCE 委員
L. 種市 郁雄

安代 LC

５Ｒ２Ｚ
地区 YCE 委員
L. 金野 光宏
釜石リアス LC

キャビネット
事務局委員

L. 佐藤 昌彦
盛岡不来方 LC
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　今回のセミナーは、全体会議
形式で行われたが役職員相互の
立場や協力の仕方等得るところが
多かったのではなかろうか。
　筒井學ガバナー・エレクトの地
元花巻市で 52 クラブ、210 名を
超す参加。開会式では、ガバナー・
エレクトから第 61 回年次大会で
採択された 332-B 地区のアクテビ
ティスローガン「家族と共にアクテ
ビティ」、ガバナーテーマ「思う心　
それを行動に！」が紹介された。
また３つのガバナー重点項目の説
明を行った。L.菅原章吾次期キャ
ビネット幹事からキャビネット運営
方針等組織・事務の重点事項に
ついて説明があった。
　セミナーでは、最初の講師 L. 吉
田昭夫ガバナーが会長に向けてこ
れまで傾けて来られた情熱の迸る
熱弁で出席者を魅了された。L. 西
本キャビネット幹事、L. 伊藤キャ

ビネット会計、L. 佐々木事務局長
の次にＧＬＴコーディネーター経験
も豊かなＬ . 後藤成志常任名誉顧
問からは東和猿ヶ石 LC、大迫早
池峰 LC の地域を取り込んだアク
テビティの事例の紹介もあり、今
後の在り方の示唆を頂いたと思う。
有意義なセミナーであった。

ライオンズクラブ国際協会332-B地区

次期三役・事務局員セミナー
開催日／2015年6月19日　会場／湯の杜ホテル志戸平

レポーター／次期キャビネット筆頭副幹事  Ｌ.福岡勝夫(花巻LC)　
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年間主要行事予定表  2015年6月〜2016年7月 （※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

6 月 26 日（金）〜 7 月 2 日（木）第98回国際大会 アメリカ ホノルル　 ハワイ州

7 月 22 日（水）地区名誉顧問懇談会 花巻市 湯の杜 ホテル志戸平

7 月 23 日（木）
第1回キャビネット会議・第1回ZC会議

花巻市 湯の杜 ホテル志戸平
第1回地区アクティビティ積立金運用委員会

7 月 24 日（金）夏期YCE来日生ガバナー表敬訪問・歓迎会 花巻市 ホテル花城

7 月 30 日（木）〜 31 日（金）Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」ワークショップ 奥州市水沢 奥州市立水沢小学校

7 月 31 日（金）〜 8 月 2 日（日） 2015 MD332 YCEサマーキャンプin Yamagata 山形市 上山市

8 月 3 日（月）〜 4 日（火）Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」ワークショップ 花巻市石鳥谷 花巻市立石鳥谷中学校

8 月  4 日（火）ガバナー公式訪問 5R1Z 久慈・田野畑・宮古岩手・陸中宮古・岩泉龍泉洞 夜

8 月  6 日（木）ガバナー公式訪問 5R2Z 釜石・遠野・釜石リアス・大槌・陸中山田 夜

8 月 10 日（月）ガバナー公式訪問 4R1Z 千厩・大東岩手・東山・藤沢岩手・川崎岩手・室根 夜

8 月 11 日（火）ガバナー公式訪問 3R2Z 一関・平泉・花泉・一関中央・一関厳美渓 夜

8 月 13 日（木）〜 16 日（日）キャビネット事務局夏休み

8 月 18 日（火）ガバナー公式訪問 4R2Z  大船渡・陸前高田・住田・大船渡五葉 夜

8 月 19 日（水）ガバナー公式訪問 3R1Z 水沢・江刺岩手・前沢・水沢中央・金ヶ崎・胆沢岩手 夜

8 月 20 日（木）ガバナー公式訪問 1R2Z 岩手・二戸・西根・安代 夜

8 月 25 日（火）ガバナー公式訪問 2R1Z 花巻・紫波・石鳥谷・大迫早池峰・花巻東・東和猿ヶ石・矢巾 夜

8 月 26 日（水）ガバナー公式訪問 1R1Z 盛岡・盛岡不来方・盛岡中津川・盛岡観武
盛岡南・滝沢・玉山姫神 昼

8 月 26 日（水）ガバナー公式訪問2R2Z 北上・和賀・北上国見・江釣子 夜

8 月 30 日（日）第36回地区レオフォーラム 花巻市

　月   日（　）新会員オリエンテーション

9 月 26 日（土）GMT・GLTセミナー（332−B地区新世代を担うリーダー育成研修会） 花巻市

9 月 27 日（日）安代LC35周年記念式典 八幡平市 新安比温泉清流閣

10 月  8 日（木）世界ライオンズデー

10 月 10 日（土）釜石LC50周年・釜石LEO10周年記念式典 釜石市 陸中海岸グランドホテル

10 月 25 日（日）東山LC45周年記念式典 一関市東山町 東山地域交流センター

11 月 11 日（水）第2回キャビネット会議・第2回ZC会議 花巻市 ホテルグランシェール花巻

11 月 14 日（土）矢巾LC35周年記念式典 矢巾町 矢巾町田園ホール

11 月 15 日（日）国際平和ポスターコンテスト締切（キャビネット）

11 月 16 日（月）薬物乱用防止教育認定養成講座 盛岡市 アイーナ

　月   日（　）国際平和ポスターコンテスト審査会

　月   日（　）ライオンズ献血推進研究会 盛岡市 赤十字血液センター

12 月 3 日（木）〜 6 日（日）第54回東洋・東南アジアフォーラム タイ

12 月 28 日（月）〜 1 月 3 日（日）キャビネット事務局冬期休暇

2016 年 1 月 13 日（水）次期地区ガバナー・第一・第二副地区ガバナー資格審査会 花巻市

2 月 17 日（水）第3回キャビネット会議・第3回ZC会議 一関市

2 月 24 日（水）GMT・GLTセミナー（332−B地区新世代を担うリーダー育成研修会） 花巻市

3 月  5 日（土）石鳥谷LC 45周年記念式典 花巻市石鳥谷 いしどりや新亀家

4 月 10 日（日）川崎岩手LC 40周年記念式典 一関市

4 月 17 日（日）中津川LC 50周年記念式典 盛岡市 盛岡グランドホテル

4 月 22 日（金）国際地球デー

4 月 28 日（木）盛岡観武LC 45周年記念式典 盛岡市 盛岡グランドホテル

5 月  7 日（土）332-B地区第62回年次大会親睦ゴルフ大会 花巻市 盛岡南ゴルフ倶楽部

5 月 15 日（日）332-B地区第62回年次大会代議員会 花巻市

5 月 15 日（日）332-B地区第62回年次大会式典・祝賀会 花巻市

　月    日（　）332複合第62回年次大会前夜祭

　月    日（　）332複合第62回年次大会代議員会・大会式典・祝賀会

6 月 5 日（日）世界環境デー

6 月 9 日（木）第4回キャビネット会議・第4回ZC会議 花巻市

6 月 24 日（金）〜 28 日（火）第99回国際大会 日本・福岡 福岡市
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1R1Z
盛岡 LC 29 日 LCIF ＄1000 献金
盛岡不来方 LC －

盛岡中津川 LC 5 日
世界環境デー
盛岡城跡公園清掃活動

盛岡観武 LC 11 日 LCIF 献金、ネパール大地震被災者救援
盛岡南 LC 23 日 LCIF ＄1000 献金

滝沢 LC 27 日
青少年育成市民会議
標語入選者伝達式

玉山姫神 LC －

3R1Z

水沢 LC

1 日 PR 広告新聞掲載

3 日 水沢駒形野球倶楽部に活動資金
7 日 三陸鉄道と屋形船体験
8 日 水沢少年少女発明クラブ協賛
13 日 水沢フラワーロード 植栽作業

江刺岩手 LC 24 日 使用済み切手 2000 枚送付

前沢 LC

7 日、21日 献血推進活動
7 日 前沢中学生と募金ボランティア協力
11 日 いわて学び基金へ送金
30 日 LCIF 献金 ネパール大地震被災者救援

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

金ヶ崎 LC

7 日 第 33 回金ヶ崎マラソン協力
17 日 金ヶ崎国際交流協会
20 日 献血推進活動
25 日 金ヶ崎観光協会

胆沢岩手 LC －

1R2Z

岩手 LC
5 日 植樹作業

11 日 献血推進活動

二戸 LC
1 日 二戸地区エネルギー懇談会
9 日 YCE 派遣生支援金贈呈

西根 LC

14 日 献血推進活動
26 日 清掃作業

29 日 八幡平市市民憲章推進会議

安代 LC －

2R1Z

花巻 LC
3 日 花巻少年少女創造活動支援協会
22 日 地域福祉づくり研修会

紫波 LC
22 日 岩手国体へプランターの寄贈
30 日 ガールスカウトへの活動費助成
30 日 LCIF 献金 ネパール大地震被災者救援

石鳥谷 LC
21 日 草刈清掃、ごみ拾い

27 日 好地荘並びに松風園運営協議会

大迫早池峰 LC
9 日 早池峰登山道清掃奉仕

21 日 梅園の草刈及び梅の実の収穫

花巻東 LC 5 日 世界地球デー 植樹

東和猿ヶ石 LC
8 日 桜香の森下草刈り

25 日 田沢湖水まつり 花火大会協賛

矢巾 LC 3 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 日
〜 31 日

資源回収リサイクル活動

5 月 31 日 花壇の整備
19 日〜24 日 花壇の手入れ

24 日
使用済み切手 5000 枚

書き損じ葉書送付

和賀 LC
15 日 献血推進活動
27 日 小学生の体験発表会後援

北上国見 LC

11 日 養護老人ホーム「北星荘」慰問

14 日 早朝清掃奉仕

19 日 献血推進活動

27 日 小学生の体験発表会後援

江釣子 LC

14 日 献血推進活動

27 日 小学生の体験発表会後援

30 日 無人駅江釣子駅舎及び周辺の清掃

6月のアクティビティ

3R2Z
一関 LC 28 日 献血推進活動
平泉 LC 10 日 献血推進活動
花泉 LC 16 日 花いっぱい運動

一関中央 LC
5 月 30 日 さんりく・こどもまつり

7 日 月一労力奉仕
一関厳美渓 LC 3 日 「厳美渓」入口案内看板に花苗植栽

4R1Z

千厩 LC
7 日

黄金山
キャンプ場びらき参加

23 日 千厩夏祭り協賛
大東岩手 LC 13 日 ライオンズの森の草刈
東山 LC －

藤沢岩手 LC
13 日 藤沢こども園環境整備作業
13 日 藤沢サッカークラブ活動支援

川崎岩手 LC
5 日 姉妹クラブと被災地訪問
5 日 川崎あじさい公園記念植樹

室根 LC
7 日 森は海の恋人植樹祭
7 日 孝養ハイツ法面草刈
12 日 室根中学校剣道部へ籠手寄贈

4R2Z
大船渡 LC －
陸前高田 LC 7 日 「高寿園」園内草刈清掃

住田 LC
4 日 LCIF 献金 ネパール大地震被災者救援
12 日 献血推進活動
18 日 世田米中学校にスポーツ用品代提供

大船渡五葉 LC 28 日 みどり町公園　草刈作業
5R1Z

宮古岩手 LC
15 日 ユネスコ協会総会・講演会
18 日 宮古ハーフマラソン大会

久慈 LC －

陸中宮古 LC

3 日 レディーの会奉仕活動 老人介護施設
8 日〜25 日 千羽鶴作成

9 日
レディーの会奉仕活動
ペットボトルキャップ送付

15 日 ユネスコ協会総会・講演会

20 日
百獣の王ライオンコンペ

（事業資金獲得）
25 日 LCIF ＄1000 献金

田野畑 LC －
岩泉龍泉洞 LC 16 日 ライオンズクラブ花壇管理
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クラブ名 会員名 ( 新入 / 再入 / 転入 )
盛岡 LC 阿部 孝二

一関中央 LC
小野寺 道雄
千葉 美樹
緑川 博文

東山 LC 小野寺 興輝

住田 LC

紺野 康隆
佐々木 邦夫
佐々木 伸
田中 瑛子

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
盛岡 LC 赤坂 勝 1

盛岡南 LC 猿舘 伸俊 12
陸中宮古 LC 田畑 耕治 6

6 月 新入会員一覧

6 月 LCIF ＄1000 献金

会員動向 訃 報

遠野 LC

故 L. 多田 静雄

享年 86 歳

（1990年 8月入会）

6月 4日ご逝去

《家族会員》
江刺岩手 LC

故 L. 伊藤 喜美子
享年 62 歳

（2009年 2月入会）

6月 20 日ご逝去

5R2Z

釜石 LC
17 日 LL 奉仕活動

22 日、24 日 3 施設に遊具寄贈

遠野 LC
13 日 「にこにこ運動会」出席

17 日 リサイクル品の回収

釜石リアス LC
15 日 使用済み切手 1000 枚送付

21 日 釜石復興支援コンサート開催

大槌 LC 15 日 旧役場東日本大震災献花台周辺の清掃

陸中山田 LC 5 日 船越小学校校舎再建落成記念碑の寄贈

ライオネスクラブ

西根 LS 14 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 20 日 環境美化奉仕 花苗植栽

一関二高 LEO －

釜石 LEO －

岩手日報 平成27年6月23日（火）胆江日日新聞 平成27年6月1日（月）
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ライオンいわて編集委員会
発行日 2015年7月25日

 発行人 L.筒井學
 編集長 L.川村健（花巻東LC）
 副編集長 L.菊池軍司（石鳥谷LC）、L.山下武志（花巻東LC）
 編集委員 L.大和吉智（花巻LC）、L.高橋貞夫（紫波LC）、
  L.黒須信男（大迫早池峰LC）、L.小川洋征（東和猿ヶ石LC）
  L.廣田清実（矢巾LC）
 印刷 川嶋印刷株式会社 〒029-4194 西磐井郡平泉町平泉字佐野原21
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  E-mail：of f ice-332bmor ioka@almond.ocn.ne. jp

　編集委員一同、手探りの状態ながらやっと第１号の発刊に
こぎつけました。ガバナーテーマ「思う心　それを行動に」
に沿って、ウィサーブの崇高なライオニズムをさまざまな機
会をとらえて、会員及び地域社会の方々に周知させていきた
いと思っております。
　「ライオンいわて」ではできる限り各クラブの動向や情報
を掲載し、各クラブのお役にたちたいと願っています。会員
の皆様からの情報や掲載依頼をお待ちいたしております。

（ライオンいわて編集委員会　委員一同）

《表紙の写真：音羽山清水寺（花巻市太田）》
　大同2年（807年）、征夷大将軍坂上田村麻呂による開基と伝
えられています。山号寺号は京都の清水寺と同じ「音羽山」「清
水寺」と号し、京都の清水寺と兵庫の清水寺に並ぶ日本三清水
の一つでもあります。

ア ク テ ィ ビ テ ィ  フ ォ ト グ ラ フ

編 集 後 記

花泉LC 西根LC・西根ネス 陸前高田LC

花いっぱい運動 献血推進活動 「高寿園」園内草刈清掃

二戸LC 北上LC 北上国見LC 大東岩手LC

YCE派遣生支援金贈呈 花植栽 養護老人ホーム「北星荘」慰問 ライオンズの森の草刈

大迫早池峰LC 室根LC 水沢LC 江釣子LC

梅園の草刈及び梅の実の収穫 孝養ハイツ法面草刈 三陸鉄道と屋形船体験 無人駅江釣子駅舎及び周辺の清掃


