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　第62回年次大会 親善ゴルフ大会レポート

◆私のクラブの例会運営について（一関中央LC）

◆私のクラブのアクティビティ紹介（二戸LC・安代LC）

◆CN40周年記念式典報告（川崎岩手LC）

◆CN50周年記念式典報告（盛岡中津川LC）

◆CN45周年記念式典報告（盛岡観武LC）

◆国際地球デー 2R1Z合同アクティビティ報告

◆4月のアクティビティ 他



　ライオンズクラブ国際協会332-B地区第
62回年次大会は、去る5月15日（日）花巻市
総合体育館を会場にして開催されました。
　すがすがしい天気に恵まれ、県内各クラ
ブから参加した会員は約800名、随所で和
やかな会話が交わされていました。
　大会式典の前に資格審査、議事運営、指
名選挙各委員会が開かれ、その後の代議
員会は筒井地区ガバナ−の開会宣言、資格
審査、議事運営、指名選挙各委員会報告、

立候補者の所信表明後に選挙が行われま
した。提出議案の決議、指名選挙委員会の
投票結果、次期地区ガバナー、第一副地区
ガバナー、第二副地区ガバナー、次年度年次
大会開催地など滞りなく決まり終了しました。
　代議員会と時を同じくして、多目的ホ−ル
では、宮沢賢治生誕120年「雨ニモマケズ」
賢治の心という内容で宮沢賢治記念館副
館長の牛崎敏哉氏を講師として大会記念
セミナーが開催されました。

ライオンズクラブ国際協会332-B地区

第62回年次大会
宮沢賢治生誕120年の花巻市で開催
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　大会式典は11時10分、千葉茂樹副知
事、上田東一花巻市長ご来賓臨席の中、
壇上の332-C地区ガバナー石川達雄Ｌと地
区役員、そして多数の会員の盛大な拍手に
迎えられて、やや緊張気味の筒井地区ガバ
ナーご夫妻が入場。筒井地区ガバナーによ
る開会宣言、開会ゴングでこの1年の集大
成としての年次大会の幕を開けました。
　国歌、ライオンズクラブの歌の斉唱に次
いで、元国際理事大野泰一Ｌをはじめとす
る今年御逝去された24名のライオンに哀

悼の意を捧げ黙祷を行いました。
　来賓、地区役員の紹介に続き、ゾ−ン・
チェアパーソンの先導で各ゾーン参加者に
よるローア、Ｌ永田博三年次大会委員長の
歓迎の挨拶。そして筒井學ガバナーの式
辞では「奉仕を通じて希望と尊厳そして友
情と支援の手をさし伸べ続けよう。何かを
思い、感じたら少しの勇気を出して行動し
てください。それがガバナーテーマ「思う心　
それを行動に！」に込めたわたくしの願いで
す。」と述べられました。

ライオンいわて 5 月号 　3



　キャビネット幹事L菅原章吾より代議員
会決議事項の報告、大会副委員長L菅原
二千六の記念事業発表。千葉茂樹副知
事、上田東一花巻市長両ご来賓の祝辞、
祝電披露、前キャビネット三役へ記念品贈
呈、332-C地区ガバナー石川達雄Lより藤
沢岩手LCへ感謝状贈呈と式典は順調に
進み、次に栄えあるアワードの発表です。
国際会長アワードと栄光のアワードの贈呈
さらに今期活躍したクラブや個人にガバ
ナーアワードが贈られました。
　いよいよ後半の華やかな舞台、地区ガ
バナーエレクトの入場です。地区ガバナー

エレクトL金野幸造、第一副地区ガバナー
L森谷潤、第二副地区ガバナーL菅田正義
が、大きく「一関中央」と書かれた幟旗10
本を従えての堂々の入場。熱気に包まれた
壇上で筒井ガバナーと金野ガバナーエレク
トは力強く握手を交わし、ガバナーキーが
引き継がれ高 と々掲げられました。今まで
長きに渡り築いてきたライオニズムの高揚
を継続して進めようとする次期ガバナーの
門出をお祝いし、また励ましの気持ち込め
た筒井地区ガバナーのローアの三唱で年
次大会の式典が終了しました。
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　式典の高揚感を持ったまま、隣の第一ア
リーナ祝賀会会場に移動し、筒井地区ガ
バナー団長「花巻東LC合唱団」の宮沢賢
治作詞作曲「星めぐりの歌」、作詞「精神
歌」の熱唱で祝賀会が開宴となりました。
筒井ガバナーの挨拶に続き、332-C地区ガ
バナー石川達雄ＬのWe Serveの気持ち
を込めた乾杯の音頭で盛り上がり、会は

交歓と情報交換でなごやかに進行し、広
い会場いっぱいに鳴りわたる“また会う日
まで”の大合唱でクライマックスに達しまし
た。そして金野ガバナーエレクトの来期の
活躍を確信させるような力強いローアで第
62回年次大会が閉会しました。
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　五月雨の少し肌寒い天候の5月7日土曜
日、筒井學ガバナーをはじめ121名のライ
オンのご参加をいただき、盛岡南ゴルフ倶
楽部において盛会に行われました。ご参
加いただいたライオンには心より感謝申し
あげます。
　当初、150名の予定で企画をしました
が、思うようには参加者が増えない状況に
ゴルフ部会としても頭を悩ませておりまし
た。日程としては、半年以上も前の秋から
抑え、それなりに準備もしており、盛岡南ゴ
ルフ倶楽部には貸し切りで予約をしており
ました。昨今のゴルフ事情と同様にゴルフ
人口の減少なのか、それとも部会として努
力が足りないのか、非常に悩ましい問題で

した。また、27ホールを使って同時スタート
の競技方法も試みでありました。幸い、当
日の大きな混乱もなく無事に終了できまし
た事は、ライオンメンバー皆様の御協力と
盛岡南ゴルフ倶楽部のサポートのお蔭と
感謝しております。またゴルフ大会に際しま
して、筒井學ガバナー、永田博三年次大会
委員長には、各別の御配慮を頂き心より感
謝と御礼を申しあげます。
　最後になりますが、若輩の私を支え大会
を盛会に導いて下さった、似内会長を筆
頭にお手伝い頂いた石鳥谷ライオンズクラ
ブの皆様、L岩舘富夫、L佐藤孝夫の両副
部会長には、深い感謝と心よりの御礼を申
しあげます。ありがとうございました。

第62回年次大会 親睦ゴルフ大会を振り返って
ゴルフ部会 部会長　L吉田 淳
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　当クラブでは、楽しい例会運営
を行うとして、色 な々趣向を凝らし
た例会を今年実施しています。
　まず初めの出発例会では、ス
コップ三味線世界チャンピオンの
キャサリンさん（5人のグループ）を
ゲストに盛り上がりました。
　夏は、ビアガーデン例会として
地元の世嬉の一酒造様の蔵にて
地ビールの飲み放題。

　秋は、東山の猊鼻渓舟下り例会
とし、風情ある屋形船での開催、
普段聞くことが出来ない歌の連発
連発で大盛り上がり。
　冬は、恒例のクリスマス家族会
で家族会員も含め大盛況。
　888回記念例会では、ブリージ
ングバッツ様をゲストに素晴らし
いハーモニーを聞き、春のお花見
例会では、北上の歌手である観

音めぐみさんのミニディナーショー
を実施。
　来ないと損する例会を実施して
まいりました。
　さらには、会員から思い出の写
真を出していただき、例会資料に
つけ若かりし頃の思い出のスピー
チをして頂きました。これもまた会
員相互の親睦がより深まり、楽しい
例会の目玉企画ともなりました。

［一関中央LC］
楽しい例会運営

一関中央LC 会長　L松倉 忠
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　今年度も残すところ後2ヵ月を
切り、年間行事予定の9割方を消
化し、残るは復興支援と年次大会
となってまいりました。二戸LC4月
のアクティビティはアースデーと言
うことで、キャビネットよりゴミ拾い
を行うように要請がありましたが、
当二戸市では、各団体によるゴミ
拾いが数多く行われており、ゴミ
拾いの場所を決定する事が大変
難しいと言うことで、4月24日急遽
二戸バイパスの緑地帯の清掃・草
刈り・剪定作業等を行うこととなり
ました。天気にも恵まれ午前中の
作業ではありましたが、メンバー

や、メンバーの会社のスタッフの
方 も々参加していただき、軽トラッ
クに山盛りのゴミ袋が積み上が
り、大変な達成感と充実感に包ま
れました。
　また、当二戸LCの一番弱いと
ころは、対外的なアピールが足り
ないところであり、認知度の低さ
であると思っています。当日は全員
LCのタスキをかけて一生懸命草
刈りや清掃作業をしている姿を市
民の方々に認識していただけたと
思っています。今後もLCをPRする
場であり、その結果会員拡大に繋
がる一助になればと思いながらア

ピールを続けて行きたいと思って
います。
　さらに4月の例会行事には、二
戸市の新年度の予算審議も終わ
り今後10年間の指針が決定しま
した。それに伴って今年度新たに
副市長となった大澤氏より二戸市
の目指す方向について講演を頂き
ました。二戸LCも地域の活性化
並びに豊かな地域作りを目標にし
ておりますので行政と一緒にでき
ることがあると思っています。今後
も行政に信頼を頂けるような団体
として活動し一緒に歩んで行きた
いと思っています。

［二戸LC］
4月のアクティビティについて

二戸LC 会長　L田中舘 昌之

私のクラブのアクティビティ紹介
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　4月29日（金・祝）桜松公園に
おいて、清掃活動や樹木の植栽
活動を実施しました。
　道路の沿線や公園内の清掃、
また、垂れ桜、山桜、観賞用の桃
の3種類の木を植樹し、後方にあ
るライオンの森をいっそう引き立

たせてくれるものと思います。十
数年後が楽しみです。
　桜松公園には、桜松神社、不
動の滝、遊歩道、レストハウスな
どがあり、不動の滝は「日本の滝
百選」に選ばれた名勝で、とりわ
け境内にある「縁結びの木」は2

本の楓の幹が結ばれたもので、
今話題の恋愛成就のパワース
ポットでもあります。
　白い飛沫を上げて流れ落ち
る不動の滝のマイナスイオンを、
たっぷりと味わっていただきたい
です。

［安代LC］
市営「桜松公園」の清掃及び植栽活動

安代LC 会長　L大森 力男

私のクラブのアクティビティ紹介
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《式典当日朝》
　正装をするべくスーツを着まし
た。40周年ということでお揃いの
ゴールドのネクタイを締めたので
すが、釣り合いがとれず困り果て
ました。貧乏人には数少ないスー
ツ…ネクタイに似合うスーツが無
い…ためらった挙句に礼服を着
ました。これがピッタリでした。
安心して式典会場へ。

《式典準備》
　会場は、一関厳美渓温泉「い
つくし園」。式典の決まり事、記
念誌とお土産の袋詰めを始める
と、何か足りないのに気が付きま
した。記念誌の部数が足りない
のです。出席者数を確認して余
分に発注したはず…。なんと、家
族会員分を忘れて発注していた
のでした。幸い多めの発注数で
何とかなったがハプニング！そし
て無事に出席者を迎えました。

《式典》
　4月10日（日）式典5分前、主賓
の一関市長がいらっしゃらない。
予定時間に始めるべきか…その
時、市長が到着（公務によりギリ
ギリの到着だったがホッとする）。
　式典はライオンズのしきたりに
沿い、会長の開会ゴングから始
まりました。ご来賓、キャビネット
役員、姉妹クラブの川崎稲田ラ
イオンズクラブ、そして一関地域
のブラザークラブ、総勢121名が
集い、40周年を祝いました。ガバ
ナー重点目標の会員増強最低2
名入会については、3月に2名を獲
得して式典を迎えた喜びを強調
した会長挨拶が、より式典を盛り
上げました。
　記念事業としては、昨年川崎地
域にあじさい公園が造成された
記念として「東屋」を建造、川崎
特養老人ホームへ柱時計、さらに
は川崎小学校へ図書（33冊）の目
録を関係者へ贈呈しました。

《祝賀会》
　会場では餅つき隊のわんこ餅
も振る舞われ、祝賀会は大いに
盛り上がりました。姉妹クラブの
会長さんは挨拶で、東日本大震
災後5年続けて多摩区民祭で復
興募金を行い、陸前高田市へ義
援金を送り続けていることを紹
介し、喝采を受ける場面もありま
した。和やかな中でお互いが親
睦を深めた祝賀会となりました。

《結び》
　この40周年を鑑み、今後も地
域の奉仕活動に邁進することを
約束すると共に、参加された皆
様に深く感謝を申し上げます。当
クラブは正会員17名と弱小クラ
ブですが、人並な式典を行うこ
とが出来たことは、地域の方々の
支援とブラザークラブの温かい
励ましがあって成し得たものと感
激しています。このことを忘れる
ことなく、前進してまいります。

川崎岩手LC CN40周年記念式典報告

互いの絆を深めた40周年式典
川崎岩手 LC　会長　L 千葉 博
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　春爛漫な4月17日（日）午前11
時、盛岡グランドホテルにおい
て、盛岡中津川ライオンズクラブ
CN50周年記念式典を、岩手県
知事達増拓也様、盛岡市長谷藤
裕明様、ご来賓の皆様方、332-B
地区ガバナー筒井學ライオン、
キャビネット役員、スポンサーク
ラブ盛岡不来方ライオンズクラブ
並びに、ブラザークラブ240名の
ご臨席を賜り盛大に開催いたし

ました。
　開会に先立ち熊本地震で災害
にあわれた方 、々物故会員に対し
て黙祷を行いました。
　筒井ガバナーが祝辞の中で、
今期のガバナーテーマで謳って
いる「思う心　それを行動に！」
当クラブはまさにふさわしいアク
ティビティを行っているとお褒め
の言葉をいただき光栄です。
　式典はほぼ予定通りに閉会

し、引き続き午前12時祝賀会を
開会し、知事、市長にもご同席い
ただき楽しく歓談できました。
　アトラクションは当クラブ会員
の上原充郎リーダーのMK＆桐
友バンドの演奏に歌も3曲入り盛
り上がりました。
　お楽しみ抽選会がさらに花を
添え、定刻通りの閉会となり、皆
様のご協力に厚く感謝申し上げ
る次第です。　

盛岡中津川LC CN50周年記念式典報告

CN50周年記念式典を終えて
盛岡中津川 LC　会長　L 佐藤 春彦
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　2016年4月28日、盛岡グランド
ホテルにおいて盛岡観武ライオ
ンズクラブCN45周年記念式典を
開催しました。5年前のCN40周
年記念は東日本大震災が起きた
年でした。姉妹クラブである台湾
林邊國際獅子会からの参加は交
通・宿泊等の関係で不参加とな
りましたが、多大な支援金が贈ら
れて来ました。
　どこのクラブもそうでしたが、
当クラブの式典もごく内輪で開
催しました。あれから5年目の本
年は、6名のメンバーが参加され
ました。来盛された翌日、岩泉
街道から津波被災地である宮古
市田老の震災保存が決まってい
る「観光ホテル」にご案内しまし
た。途中、両クラブの友情を歓迎

してくれているかのように七色の
虹が架かっていました。
　宮古市役所の担当職員からお
よそ40分間、ビデオから流れる
生の映像説明。現在、6名の仲間
が「奉仕の会」として継続されて
います。仮設で元田老ライオンズ
クラブ川戸弘治ライオンの店にお
伺いし買い物をしました。
　大会前日になるその夜の夕食
は某寿司店で歓迎会を実施しま
した。30年間の話に華を添えな
がら明日へ備えて和気藹々の会
となりました。
　いよいよ大会当日です。会長の
開会ゴングに続き両国国歌斉唱
がおごそかに流れ、城北小学校
児童による盛岡観武ライオンズ
賛歌が演奏されました。歓迎の

会長の挨拶、谷藤盛岡市長ご祝
辞、姉妹クラブ林邊クラブ会長
代理林敏賢の祝辞は通訳を交え
て行われました。
　ガバナーからは崇高な精神に
よる『未来へ伝える奉仕の心』を
基に奉仕活動されていることに
感謝と敬意が述べられました。
　記念事業は、盛岡市立北陵中
学校と盛岡市立城北小学校に楽
器100万円、共同アクティビティ
資金として林邊クラブへ、林邊ク
ラブから観武クラブへお互いに
10万円の贈呈がなされました。
めでたい事に45年間在籍された
チャーターメンバーに顕彰状が
渡され、式典は更なる盛り上がり
を見せました。

盛岡観武ライオンズクラブCN45周年記念
並びに中華民国台湾林邊國際獅子会

姉妹締結30周年記念式典挙行
盛岡観武LC　会長　L佐藤 博藏

林邊から 6 名の獅子が参加されて友愛の絆を深めました。
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　私たちのゾーン内7クラブでは、
国際地球デーに合わせ「ふれあ
い運動公園」のゴミ拾いを行いま
した。この運動公園は、10月2日か
ら行われる岩手国体ソフトボール
会場で4面の試合が出来る広いグ
ラウンドです。
　このグラウンド周辺の駐車場・
土手からタバコの吸い殻、空き
缶、枯れ枝など10袋ほど拾い集め
ました。平日にもかかわらず、7クラ
ブから総勢50名の会員が2時間ほ
どごみ収集に協力頂きありがたく
感謝申し上げます。また、集めたご
みの収集・廃棄には、グラウンドを

管理している花巻市担当係りの
協力があり大いに助かりました。
　この清掃活動は、332-B地区
ライオンズクラブが全クラブ挙
げ「岩手国体成功に向けての協
力」を掲げていることから、4月22
日の国際地球デーに合わせ地域
清掃活動を実施するよう、地区ガ
バナー筒井學Lの提案でもありま
した。
　この「地球デー」について調べ
ると、1970年4月22日アメリカのゲ
イロード・ネルソン上院議員の提
唱により、「地球の日」として地球
環境問題を考える大規模な討論

集会が開かれ、この呼びかけに
呼応した人間の数は2,000万人以
上であったとも言われます。以後、
その運動は全世界に広がり日本
においては、毎年4月を中心にアー
スデーに関連する催しや取り組み
が、企業・奉仕団体で様 な々解釈
や形態のもと継続的に行われて
いるとのことでした。
　この4月22日の「地球デー」の趣
旨をクラブ会員に周知し、地域の
環境美化に貢献できるアクティビ
ティをこれからも続けたいと思っ
ております。

国際地球デー
いわて国体へ向けての地域清掃

2R1Z ZC L浪越 直樹（東和猿ヶ石LC）
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4月のアクティビティ

3R1Z

水沢LC
13日 献血推進活動

24日 大船渡復興支援事業並びに国際
地球デー 桜の植樹

江刺岩手LC
16日 えさし花プロジェクト協議会
21日 国際地球デー 桜の植樹

前沢LC
17日 献血推進活動
21日 国際地球デー 桜の植樹

水沢中央LC
19日 国際地球デー 桜の植樹
22日 台湾南部地震へ義援金

金ヶ崎LC 22日 使用済み切手 1166枚送付

胆沢岩手LC 13日 新入学期の交通事故防止推進期間
街頭指導

北上LC

10日 ゾーン内合同ACT　展勝地公園  
「あじさい下草刈・清掃作業」

18日 北上さくらの会へ
「桜愛護育成支援金」寄付

21日〜24日 台湾屏東市獅子會消防署に
消防用具寄贈

23日 台湾南部地震救済義援金

和賀LC
8日 資源回収

10日 ゾーン内合同ACT 展勝地公園  
「あじさい周辺清掃作業」

北上国見LC

10日 ゾーン内合同ACT　展勝地公園  
「あじさい周辺清掃作業」

12、14、24日 献血推進活動 4回

18日 北上さくらの会へ
「桜愛護育成金」贈呈

22日 国際地球デー 北上市へ白ユリ
球根購入代贈呈

江釣子LC

6日 資源回収

10日 ゾーン内合同ACT　展勝地公園  
「あじさい周辺清掃作業」

10日 献血推進活動

22日 国際地球デー
和賀グリーンパークに植樹

1R1Z

盛岡LC
23日 国際地球デー 植樹ACT
24日 リトルリーグ支援

盛岡不来方LC 22日 国際地球デー 植樹会

盛岡中津川LC

11日 陸前高田市竹駒保育園に
大型紙芝居・紙芝居舞台寄贈

17日 「いわてスーパーキッズ発掘・
育成事業」支援

22日 国際地球デー
盛岡中央公園の清掃活動

盛岡観武LC

20日 直接献血

28日 盛岡市立北陵中学校、
城北小学校へ楽器代贈呈

28日 林邊国際獅子會と共同アクティ
ビティ

盛岡南LC 23日
国際地球デー　盛岡市アイスア
リーナ・総合プール・アイスリ
ンク周辺の清掃

滝沢LC
15日 直接献血
25日 国際地球デー 清掃活動

玉山姫神LC 19日 国際地球デー
ライオンズ公園の整備事業

1R2Z
岩手LC − −

二戸LC
14日 使用済み切手 3,290枚送付
24日 国際地球デー 花壇整備

西根LC − −

安代LC
29日 桜松公園内の清掃

29日 国際地球デー
イチョウの木の植樹

2R2Z

北上LC
3月1日〜31日 資源回収リサイクル活動

4日 献血推進活動

2R1Z

花巻LC

8日 青少年育成会議総会
21日 花巻市市民憲章推進協議会

22日 国体に向けての一斉清掃
国体ソフトボール会場周辺清掃

紫波LC
22日 国体に向けての一斉清掃 国体

ソフトボール会場周辺清掃
28日 使用済み切手 4,803枚送付

石鳥谷LC
22日 国体に向けての一斉清掃

国体ソフトボール会場周辺清掃
26日 熊本災害支援 ミネラル3,000本

大迫早池峰LC 22日 国体に向けての一斉清掃
国体ソフトボール会場周辺清掃

花巻東LC
22日 国体に向けての一斉清掃

国体ソフトボール会場周辺清掃
24日 ライオンズの森整備事業

東和猿ヶ石LC
22日 国体に向けての一斉清掃

国体ソフトボール会場周辺清掃
24日 「桜香の森」整備事業

矢巾LC

6日 矢巾駅周辺の清掃作業
9日 すくすくネットワーク巡回指導

22日 国体に向けての一斉清掃
国体ソフトボール会場周辺清掃

29日 「銀杏の木」の手入れと
周辺環境整備

3R2Z

一関LC
14日 国際地球デー 桜の剪定・追肥
24日 献血推進活動

平泉LC 20日 使用済み切手 2300枚送付
花泉LC 19日 フラワーロードクリーン作戦

一関中央LC
7日 LCIF＄20献金
24日 一関市総合体育館周辺環境保全

一関厳美渓LC
18日 ひかりの箱募金 送金
20日 国際地球デー 厳美渓畔環境整備

4R1Z

千厩LC 22日 国体に向けての地域清掃
千厩駅前広場清掃

大東岩手LC 27日 一関市立大東小学校プランター
へ花の植え替え寄贈

東山LC

8日 新入学、児童に交通安全の黄色
い帽子とランドセルカバー寄贈

10日 砂鉄川清流カップ少年野球
岩手南大会へ寄付

11、12日 交通安全街頭指導

19日 国体に向けての地域清掃 唐梅舘
総合公園桜の手入れと環境整備

藤沢岩手LC
4日 交通安全母の会活動

ジャンパー寄付
7日 新入学1年生に防災頭巾贈呈
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藤沢岩手LC 29日 剣道大会支援

川崎岩手LC
1日 川崎あじさい公園に

「東屋」造成
8日 川崎寿松苑へ柱時計寄贈
13日 川崎小学校へ図書寄贈

室根LC
7日 小学校入学式

ランドセルカバー贈呈
16日 室根山山開き 桜の木の植樹

4R2Z

大船渡LC
10日 ライオンズ農園の整備
26日 声の図書館の点検と整備

陸前高田LC
20日 ひかりの箱募金

24日 ライオンズの森
「鎮魂の碑｣周辺整備

住田LC
8日 交通安全街頭指導
16日 町内小学校へ青少年育成寄付金
17日 気仙川一斉清掃

大船渡五葉LC − −
5R1Z

宮古岩手LC 6日 春の交通安全運動街頭啓発活動

久慈LC
25日 LCIF＄1,000献金
28日 国際地球デー ツツジの植樹

陸中宮古LC

6日 春の交通安全運動街頭啓発活動
6日 レディの会奉仕活動
23日 国際地球デー 浄土ヶ浜清掃活動
24日 サクラマス稚魚放流会
25日 宮古市交通安全対策協議会
28日 十二神千古の森保全協議会

田野畑LC 23日 田野畑ミニバスと
恩惟大橋公園清掃活動

岩泉龍泉洞LC
6日 春の交通安全運動　街頭指導

26、27日 献血推進活動
5R2Z

釜石LC

3月26日 釜石高校甲子園出場に寄付
8日 釜石商工入学式
10日 FC釜石入団式
20日 LL奉仕活動

22日 国際地球デー ライオンの森桜
の剪定と周囲の清掃

遠野LC
20日 リサイクル品の回収

20日 国際地球デー
踊鹿配水公園内の梅の剪定

釜石リアスLC
20日 ひかりの箱設置協力感謝の夕べ
23日 国際地球デー 清掃除草活動
26日 使用済み切手 1,000枚送付

大槌LC 24日 町内公園の清掃活動

陸中山田LC 26日 国際地球デー ふれあいの森刈
り払い等環境整備

ライオネスクラブ
西根LS 4日 「むらさき苑」へタオル寄贈

レオクラブ
盛岡LEO − −
早池峰LEO − −
石鳥谷LEO − −
北上LEO − −
一関二高LEO − −
釜石LEO − −

会員動向

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）
盛岡観武 LC 大久保　吉　洋
滝沢 LC 福　士　洋　平
紫波 LC 武　田　賢　剛
江刺岩手 LC 渡　辺　弘　幸
金ケ崎 LC 髙　橋　美輝夫

平泉 LC
金　沢　聖　子
佐　藤　美和子

陸前高田 LC 遠　藤　恵美子
釜石リアス LC 大　澤　賢　一

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
久慈 LC 野　場　正　輝 8

4 月 新入会員一覧

4 月 LCIF ＄1000 献金
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花泉LC

フラワーロードクリーン作戦

江釣子LC

水沢LC

滝沢LC

北上国見LC

遠野LC

国際地球デー 大船渡復興支援事業

花巻東LC

大東岩手LC

ライオンズの森整備事業国際地球デー 清掃活動

献血推進活動

釜石LC　

国際地球デー
ライオンの森桜の剪定と周囲の清掃

国際地球デー
踊鹿配水公園内の梅の剪定

一関市立大東小学校プランターへ
花の植え替え寄贈

国際地球デー
和賀グリーンパークに植樹
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ア ク テ ィ ビ テ ィ  フ ォ ト グ ラ フ

　新緑が目に眩しい季節になりました。この時期に第62回年
次大会が盛大に花巻市で開催され、沢山の参加者が集い、会
議の場で1年間の総括が行われました。多くのライオンズクラ
ブが新入会員を増加させ、様々な奉仕活動をして大きな成果を
収めたことを確信できました。
　来年には世界のライオンズ結成100周年を迎えることを踏ま
え、さらに発展を期待したいと思います。

（ライオンいわて編集委員会　委員一同）

《表紙の写真：第62回年次大会（花巻市）》
　2016年5月15日(日)。花巻市にて第62回の年次大会が行
われました。表紙の写真は、筒井ガバナーご夫妻が入場され
た場面です。

編 集 後 記
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