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テーブルロックにて集合写真
天然のマイナスイオンを浴びながら、ナイアガラの滝を
船上から眺める

第97回ライオンズクラブ国際大会inカナダ・トロント
＜2014／7／4（金）～7／8（火）＞参加報告　続編

地区国際協調・大会参加・PR情報・IT委員長 L. 篠木  清（滝沢LC）

カナダの気候は、湿気が少な
く、30度の気温でも爽やかな気
候、真っ青な空、晴天に恵まれる。

７月号の続編として、国際大会inカナダ・トロント参加報告をお伝えします。国際大会の合間には、
観光あり、332−Bの夕べがあり、メンバーの皆さんと交流も深められました。

2014／７／５（土）　ナイアガラ・オンザレイク観光

ナイアガラの滝を、まずは船
上からクルーズ。遠くからの眺
めとはまた違う景色があり、雄

大で豊かな水の力を、体感する。
滝の真横にあるテーブルロッ

クでは、歓迎の虹が出てくれた。

第97回ライオンズクラブ国際大会参加報告
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332−B地区の夕べ　集合写真 声高らかにライオンズローア！

吉田ガバナー令夫人のスピーチ

ナイアガラの滝　全景

【第53回東洋・東南アジアフォーラム】
今年、11月13日～16日まで韓国・仁川にて「第53回東洋・東南アジアフォーラム」が開催されます。

アジアのメンバーと交流を深めましょう。皆様のご参加をお待ちしております。

【来年の国際大会開催地はハワイ】
来年の国際大会開催地は、アメリカ合衆国 ハワイ州ホノルルです。開催期間は2015年6月26日～30

日で多くの参加が予定されています。内容を充実させたツアーを企画中です。お楽しみに！

メンバー36名が出席し、332−
B地区の夕べが開催された。

自己紹介はガバナー、名誉顧
問の皆さん、特にもメンバーの
ご夫人方、女性会員のスピーチ
はユーモアも交え素晴らしく感
動した。お互いに「感謝」の言
葉が行き交う。日頃 多忙を極め
るメンバーを、そっと支える女
性の優しさを感じた。

2014／7／6（日）　332−B地区の夕べ　場所：ダブルツリーバイヒルトン　ト ロント・ダウンタウン

大会行事は国際平和ポスター
への証書授与、LCIF講演では
子どもの人身売買撲滅活動、各
国の国際理事の講演やさまざま
なアトラクションも体験した。

講演の中で、＜奉仕する心と
は＞の問いかけに、言葉では言い
表せないような感動、自分にとっ
て大きなギフト（贈り物）である
という言葉が印象的であった。

ライオンズは、普通では出会
えないような方達との出会いが
あります。

この経験は一生の宝物・ギフ
ト（贈り物）のようです。

第97回ライオンズクラブ国際大会参加報告
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７月17日（木）、いよいよ吉田
ガバナーのもと332−B地区キャ
ビネット運営が始動しました。
緊張で身の引き締まる思いの一
日でした。

第１回キャビネット会議に先
立ち、前日の７月16日（水）には
17時30分よりホテルメトロポリ
タン盛岡NEWウイングに於い
て地区名誉顧問懇談会が開催さ
れ、地区名誉顧問９名の皆様に
ご出席いただきました。歴代ガ
バナー皆様の全面的に協力する
との力強い言葉に、いつしか緊
張の汗も乾いておりました。

17日は、11時より第１回ゾー
ン・チェアパーソン会議を開催
し、吉田ガバナーの「今期は例
年以上にゾーン・チェアパーソ
ンを重用する」との意向が伝わっ
た会議となりました。その中で
も、ガバナー重点目標の一番に
掲げる「東日本大震災復興」に
ついて、被災地ゾーン・チェア
パーソンから種々意見が出され、
今後各ゾーン・チェアパーソン
との連携を密にし迅速な対応が
急務との認識を致しました。

13時５分定刻、佐々木賢治地
区名誉顧問会議長はじめ総勢70
名の役員・オブザーバーの出席
のもと、キャビネット事務局長

第１号議案　前年度地区ガバナー、キャビネット幹事、キャビ
ネット会計に対する感謝決議について

第２号議案　第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー並びに
ゾーン･チェアパーソンの活動費について

第３号議案　旅費規程（案）及び慶弔規定（案）について
第４号議案　地区会計予算（案）について
第５号議案　会計監査委員の承認について
第６号議案　取引銀行の承認について
第７号議案　アワードに関する地区ガバナーの方針について
第８号議案　国際大会及びアジアフォーラム参加促進について
☆決議　第１号議案～第８号議案全て原案通り承認する。

７月17日（木）　会場：ホテルメトロポリタン盛岡

キャビネット幹事　 L. 西本 有伺

第 １ 回
キ ャ ビ ネ ッ ト
会 議 報 告

L.佐々木和夫の司会により第１
回キャビネット会議が開会され
ました。吉田ガバナーも少々緊
張の面持ちで引締まった空気の
中、会議は進行しました。吉田
ガバナーよりトロント国際大会
報告、プレストン国際会長プロ
グラムについて、そして今期332
−B地区アクティビティスロー
ガン『デッカイ感動！ デッカ
イ夢！ デッカイ未来！青少年健
全育成』に懸けるガバナーの熱
い思い。それから、なんとして
も達成させたい会員倍増『アス
ク・ワン（一人誘おう）』。張り
のある大きな声は胸に響きまし
た。キャビネットが一丸となり、
各クラブの理解をいただきなが
ら推し進めたい。それには、７

月31日より始まるガバナー公式
訪問が一つのカギと心にとめま
した。

引き続きキャビネット運営方
針の説明、クラブ会員動向他13
項目の幹事報告を行い議案審議
に入りました。議案は第１号議
案より第８号議案まで全て原案
通り承認され、今期地区会計予
算も決まりキャビネット運営は
これで本格始動となりました。
前期キャビネットからの申し送
り事項の確認の後、ガバナーの
閉会ゴングを以って会議を閉じ
その後、黒澤地区名誉顧問の乾
杯のご発声により懇親会が開催
され和やかに親交を深めました。

議案内容は下記のとおりです。

キャビネット会議報告
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７月31日に332−B地区最初の
訪問地として、久慈市ロイヤル
パークカワサキにおいて久慈ラ
イオンズクラブ並びに田野畑ラ
イオンズクラブの合同例会での
ガバナー公式訪問が実施されま
した。

ここ２年ほどはゾーン単位で
の公式訪問ということで、３年
ぶりに久慈への訪問がなされ、
この間においてはゾーン単位で、
しかも遠方での開催ということ
もあり、久慈からの参加者も５

久慈ライオンズクラブ会長　L. 古山 幸夫久慈ライオンズクラブ会長　L. 古山 幸夫

ガバナー公式訪問を終えて

名程とクラブとしては盛り上が
りに欠けたような印象がありま
した。

しかし、今回は各クラブを訪
問するということもあって久慈
の会員からは25名が参加し大い
に盛り上がったところでした。

当日は、公式訪問前恒例の三
役懇談会が開催されましたが、
ガバナーと話をするのは初めて
のことでもあり、最初は緊張の
面持ちでしたが、ガバナーの人
柄に接するとともにその緊張も

和らいだ結果、話題もつきず時
間も少々オーバーとなってしま
いました。

その後の公式訪問では、久慈・
田野畑両クラブの合同例会も兼
ねて行われ、それに先立ちガバ
ナーからの挨拶を頂戴いたしま
したが、ガバナーテーマの「デッ
カイ感動！　デッカイ夢！　デッ
カイ未来！」のごとく大きなジェ
スチャーを交えながらの力強い
ものであり頼もしさを感じまし
た。

最後にガバナーを筆頭にキャ
ビネット三役には今後１年間を
よろしくお願い致します。

久慈LC　田野畑LC
訪問日：７月31日（木）／会場：久慈市　ロイヤルパークカワサキ５R１Z

ガバナー公式訪問
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陸中宮古ライオンズクラブ会長　L. 須賀原 チエ子

８月１日ホテル龍泉洞愛山（岩
泉町）にて、吉田昭夫ガバナー
時代を告げる、ライオンズクラ
ブ国際協会332−B地区５R１Zの
ガバナー公式訪問と３クラブ（宮
古岩手LC、陸中宮古LC、岩泉
龍泉洞LC）合同例会が厳かな中
にも和やかに開催されました。

各LC三役懇談会では、各LC
の現状や問題点、特に若者と女
性の会員拡大の為の会費の見直
しについてや、LCを広く認知し
て頂くための施策について地区
名誉顧問L.佐藤勇逸からアドバ
イスを頂くなど、時間が足りな
くなるほど忌憚のない話し合い
が行われました。

その後会場を移し岩泉龍泉洞
LC幹事L.佐藤周一の司会の元
始まりました。型に嵌りたくな
いと黒の礼装で登場の吉田ガバ
ナーは国際会長のL.ジョセフ・
プレストンから頂いた紫に黄色
と赤のラインの鮮やかなネクタ
イで登場し大変に若々しくお似
合いでした。

吉田ガバナーの挨拶はスロー

ガンの「デッカイ感動！～」に
相応しい闊達でLCへの熱い思
いが伝わりました。その後の懇
親会では陸中宮古LC L .佐藤昇
からお祝いの詩吟が唄われるな
ど終始和やかに和気藹々と時間
を忘れてみなさん懇談しており
ました。

岩泉龍泉洞LC会長L.大崎公か
らは「皆様のご協力により大成
功でした」と喜びの声が聞かれ
ました。

東日本大震災から４年が経過
し、支援も新たな方向に向かっ
ていくことと思いますが、今後

陸中宮古ライオンズクラブ会長　L. 須賀原 チエ子

和やかな地区ガバナー公式訪問

も懇親を深めながら332−B地区
５R１Zの奉仕の心が広がってい
くことを願い公式訪問の報告と
させて頂きます。

ご準備くださいました岩泉龍
泉洞LCの皆様お疲れ様でした。
ありがとうございます。

宮古岩手LC　陸中宮古LC　岩泉龍泉洞LC
訪問日：８月１日（金）／会場：岩泉町　ホテル龍泉洞愛山５R１Z

ガバナー公式訪問

6 ライオンいわて8月号



5R2Z ZC　L. 大和田 助康

８月５日、今年一番の暑さの
中、５R２Z　５クラブによる【ガ
バナー公式訪問並びに５クラブ
合同例会】が、３・11で津波被
害に合った　陸中海岸グランド
ホテルにて開催されました。

ガバナー公式訪問に先立ち、
キャビネット幹事L.西本有伺の
司会進行による三役懇談会がお
こなわれた。

ガバナー L.吉田昭夫の挨拶の
後、重点目標の１つである会員
倍増「アスク・ワン（一人を誘
おう）」を各クラブ会長より約束。

5R2Z ZC　L. 大和田 助康

被災地支援 アスク・ワン 大いに盛り上がる

その思いを熱く語っていただき、
キャビネット役員一同、大いに
感動しておりました。

続いて、釜石LC　L.野村周司
会長の先導にてキャビネット役
員・各クラブ会長が、盛大な拍
手の中入場。

ガバナー公式訪問のセレモ
ニーが始まり、ガバナー L.吉田
昭夫よりジョセフ・プレストン
国際会長テーマ「誇りを高める」
を熱く語られた。会場が大いに
盛り上りました。

その後、記念品の交換があり
懇親会。お酒好きの吉田ガバナー
は、各テーブルを周り、メンバー
と大いに語り合い、和やかなう
ちに、「また合う日まで」合唱・
筒井第一副地区ガバナーのライ
オンズローアで締めました。

盛岡中津川キャビネットへ
「今年１年間L.吉田ガバナー

先頭に健康に留意し頑張って欲
しい」とエールを送り、また、
釜石の大平墓地公園慰霊碑参拝
を約束し散会と致しました。

釜石LC　遠野LC　釜石リアスLC　大槌LC　陸中山田LC
訪問日：８月５日（火）　会　場：釜石市　陸中海岸グランドホテル５R２Z

ガバナー公式訪問
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ライオンズクエスト認定講師
中村千恵子先生をお迎えして花
巻北中学校、桜台小学校の先生
方25名の参加を頂きましてホテ
ル花巻にて２日間のワークショッ
プを開催致しました。吉田昭夫
ガバナーのご挨拶の後、和やか
に開催されました。

これまで先生方に対して素晴
らしいことを教えてくれるプロ
グラムは沢山ありました。しか
し、失敗・挫折・困難に直面し
たとき、どのように切り抜け立
ち直っていくかを教えるプログ
ラムは今まで無かったと言うこ
とです。現在は全国でライオン
ズクエスト・ライフスキル教育
プログラムに注目を頂き、指示
されております。将来の社会を
支える子供達のために何が出来
るのか、その答えはプログラム
の中にあると言われております。
一人でも多くの先生方に受講し

Lions Quest「ライフスキル教育」プログラム
花巻ワークショップ開催

地区青少年・ライオンズクエスト委員長　L. 遠藤 政幸

開催日：７月28日（月）〜29日（火）　会場：花巻温泉　ホテル花巻

て頂き、岩手の子供達を支える
教育の輪を広げて行ければと願
うものであります。

先生方　２日間大変お疲れさ
までした。

ライオンズクエスト報告
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平成26年７月28日（月）田野畑
ライオンズクラブ主催の、昨年
度開催の公募型ワークショップ
を受けてフォローアップワーク
ショップ講習会が、田野畑中学
校多目的ホールを会場に開催さ
れました。

Lions Quest「ライフスキル教育」プログラム
田野畑フォローアップワークショップ開催

田野畑LC会長　L. 佐々木 菊三郎

開催日：７月28日（月）　会場：田野畑中学校

田野畑中学校関向校長先生、
田野畑小学校大芦校長先生をは
じめ両校の先生方16名が参加し
ました。講師は、ライオンズク
エスト認定講師篠田康人先生、
全国各地で講師を務めるなど経
験豊富で指導力、指導技術共に

優れた先生で、開講にあたり、
隣の人の目を見つめてあいさつ
をする事から始め、和やかな雰
囲気の中にも厳しいものがあり
進められました。

子供たちが人間性豊かで、ど
んな困難な場面でも多様な考え
方ができ、判断し能動的に行動
することができる健康的な人間
に育てる具体的な指導について、
それぞれ学び合いました。昨年
度のワークショップを受けた先
生は、授業の中に取り入れるな
どしています等の話があり、子
どもたちが生き生きとしてきた、
との話がありました。

また、子供を育てる視点が広
がったとの話も聞かれました。

田野畑LCとしては、出来れば
毎年実施したいと考えておりま
す。

ライオンズクエスト報告
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なんの映画だったのか、どこの映画館だったのかも覚えていないのに記憶に残っている
のが「スズラン給食」というニュースです。当時のくぐもったような音声と映像とと

もに「給食を食べられない子がいたんだ」と衝撃を受けたのを思い出します。

ライオンいわての編集を仰せつかり、いざ業務を始めようとすると、わかったつもりでい
たことが存外あやふやで心配になりました。

そこで過去号を拝借し読み返してみると、当時も現在とほぼ同じ苦言も載っています。け
れど気宇の大きさと言いましょうか、気概と言いましょうか、その活動に先輩方の巨きさを
感じずにはおれませんでした。

クラブの一員となり、かのスズラン給食がライオンズクラブの活動であったことを知りま
した。子ども心に刻まれた記憶が突然鮮やかに立ち現れた一瞬でした。

こうした活動が誰かの心に残ることもあるならば、それぞれの活動に対する思いや先輩方
の思いを聴きとり、お互いに伝えていく会報にしたい。そう念じております。

今年のライオンいわては３つの柱を中心において編集して参ります。デッカイ感動、デッ
カイ夢、デッカイ未来。

感動こそが新たな仲間を呼びこむでしょう。「復興」は目標を具体化し夢を育てるでしょう。
子供たちの夢が未来を創りあげていくでしょう。

みなさまにはこの３つの柱に向け、ご寄稿をお願いしたく存じます。この３つの柱はどこ
かでお互いに絡むものです。どれをテーマにと思い悩むことなく書いていただけましたら幸
いです。編集部にて他のご寄稿と合わせ、ふさわしいテーマ枠に掲載させていただきます。

みなさまの思い溢れる誌面を目指します。ご寄稿をお待ち申し上げております。

ライオンいわて編集委員長　L. 松本　征子

デッカイ感動！　デッカイ夢！　デッカイ未来！
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東山ライオンズクラブ会長　L. 佐藤　登東山ライオンズクラブ会長　L. 佐藤　登

ライオンいわて編集部から、
第60回年次大会に於いて

「会員増強優秀賞」を受賞した
東山ライオンズクラブの活動に
ついて、寄稿のご依頼がありま
した。

今回の受賞については、特筆
するような活動を行った訳では
なかったので正直なところ驚き
と同時に恐縮しているところで
す。と、申しますのは、13年６
月末対比で16名の増加となりま
したが、家族会員が主体であり
ました。（家族会員11名、賛助
会員３名、一般会員２名となり
ます）

以下、会員増強の取り組みに
ついて概略を記したいと思いま
す。

山田實紘国際会長就任を期し
ての会員倍増方針が打ち出さ
れ、332−B地区でもキャビネッ

トを中心に運動を展開した中に
あって、当クラブでは例会に於
いて目標会員数をどうするか、
また、取り組みをどうするか何
回も話し合いました。

その中で、ガバナー輩出クラ
ブとして恥かしい目標設定や活
動は、当然ながら出来ないとの
意見で一致しました。当クラブ
の13年６月末の一般会員数は29
名（一般会員29名、家族会員12
名）でした。そこで当クラブで
目標にした数は15年６月末まで
におよそ倍増になるよう30名の
増員をはかろうというものでし
た。

その後、会員増強委員会（ク
ラブ三役含む）を２回開催し、
特に一般会員獲得のためのリス
トアップを行いました。すでに
できうる限りの家族会員に入会
をしていただきましたので（会

員各位の温かい理解に大変感謝
しています）、これからは一般
会員をさらに獲得していきたい
と思っております。先にリスト
アップした個々に、２～３人の
グループで訪問勧誘を行ってい
く方針です。ライオンズクラブ
の活動を理解していただき、と
もに奉仕の喜びを分かち合い、
良き仲間となるべく、じっくり
と勧誘して参りたいと思ってお
ります。すでに 目標数30名に対
し家族会員も含め、16名の新会
員が入会いたしましたので、残
り14名が現在の目標です。

事務所、会社数が少ない小さ
な町ですので目標達成は相当厳
しいものがありますが、できる
限り目標数に近づけるべく、ク
ラブ挙げて推進していきたいと
思っており、現在も取り組んで
おります。

デッカイ感動！
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学生時代からボランティア
活動に興味があったのも

あり、父親の勧めでレオクラブ
に所属して以来約９年、活動を
通して以下のことを特に感じた。

１つ目は、レオクラブの環境
についてである。学校に設立さ
れているレオクラブも多く、会
員の確保がしやすい等、利点が
多い。一方で、その学校にいな
ければレオの活動に参加できな
い印象があり、もったいなく感
じる。スポンサークラブや学校
を通して、他の学校や会員入会
実績のある学校からも参加者を
つのる働きかけを頂くなど、よ
り地域を巻き込んだクラブにし
ていければよいのではないかと
考える。それによって、「レオ
クラブ」の知名度も上がり、活
動の主旨に応じてくれる団体や
活動を持ちかけてくれる団体も
増え、活動の幅が広がることも
期待できるのではないだろうか。

２つ目は、レオクラブのつな
がりについてである。各クラブ

の環境も場所も違うため難しい
ことではあるが、今までの活動
を振り返ると、それぞれのクラ
ブが各々で活動をしており、交
流があるのはレオフォーラムが
主で、つながりが希薄なものに
なってしまっている。例えば、

「献血や各種募金の呼びかけ」や
「清掃活動」は、活動として取
り入れているクラブが多いので
合同でできる活動のきっかけに
なるのではないかと思う。同じ
岩手県にいながら、一緒に活動
や交流が出来ないのは残念であ
る。そこで、ブログや次にこう
いう活動があるので一緒にしま
せんか？といったメールを各ク
ラブに送ることや、スポンサー
クラブが他のライオンズクラブ
と活動する機会があるときにレ
オも同行させて頂く等、機会を
見つけ積極的につながりを絶や
さない仕組みがほしいと考える。

３つ目は、活動内容のマッチ
ングについてである。この活動
をしたい！と提案しても、活動

の方向性や意義、時間や費用の
関係から実行が難しいと判断さ
れるときもある。そこで、スポ
ンサークラブがどのように意見
を出し合い協議しながら活動を
計画・実行しているのか学ぶた
め、例会見学させて頂く機会も
頂ければと思う。また、それを
きっかけに更に相談や話しやす
い環境を作り、スポンサークラ
ブとも交流を深めていきたい。

最後に、活動の運営や例会準
備等スポンサークラブに頼りす
ぎている面もあるように感じる
ので、今よりも責任感を持ち積
極的にレオクラブに関わること
が、レオクラブの発展にも繋が
るのではないかと考える。今後
も、ライオンズが培ってきたも
のから、レオクラブに様々なア
ドバイスを頂き、レオクラブの
１人１人がより成長できるよう
にさらなるご指導ご鞭撻をお願
いしたい。

盛岡レオクラブ  長岡　順子

デッカイ夢！
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当クラブは、盛岡ライオン
ズクラブのスポンサード

を頂き、332−B地区５番目のク
ラブとして結成されました。以
来諸先輩が築いてこられた良き
伝統を継承しながら、今期52期
目の運営を迎えたところです。

さて、先の年次大会に於きま
して当クラブCN50周年記念事
業が金賞を受賞致しましたが、
これは “地域に根差したアクティ
ビティが評価されたもの” と、メ
ンバ一同この上ない光栄と喜び
でございます。

一昨年CN50周年と言う節目
を迎えるにあたり、L.吉田浩次
第50代会長の下、もりおか歴史
文化館へアウトドアクロックを
寄贈させて頂きました。このア
クティビティの背景は、同文化

館が当クラブ名称の由来となっ
た不来方城（現盛岡城跡公園）
に隣接していることもあり、当
クラブとしても盛岡の歴史を大
切にしていこうと言う思いから
のものであります。又、毎年の
奉仕デーには、盛岡城跡公園の
清掃奉仕活動を行っているとこ
ろです。

クラブ活動の柱とも言えるア
クティビティについて少し触れ
させて頂きますと、毎年行って
いるみちのくこども療養セン
ター「不来方ライオンズ文庫」
への図書寄贈等、地域に根差し
た事業に注力していく事に加
え、吉田昭夫ガバナーが今期重
点目標に掲げております東日本
大震災復興に関しましても継続
した支援活動に粘り強く取り組

んで参る所存です。
最後に、今後もクラブ一丸と

なりライオニズムの高揚に努め
るとともに、変化する地域社会
への対応はもとより、それにふ
さわしいアクティビティの創造
をお誓いして結びと致します。

「CN50周年記念アクティビティと今後」
盛岡不来方ライオンズクラブ会長　L. 吉田　亮

デッカイ未来！
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1R1Z

盛岡LC
15日 いわて被害者支援センターへ賛助金
19日 「いわてのアオダモを育てる会」植樹

22、24日 LCIF$1000献金　2名
盛岡不来方LC ー
盛岡中津川LC 28日 LCIF$1000献金　5名

盛岡観武LC
23日 月が丘小学校　万灯祭
28日 暴力団追放賛助金

盛岡南LC 31日 ひかりの箱募金
滝沢LC ー
玉山姫神LC 29日 東日本大震災被災地支援　「馬と仲良くなろう＆1泊2日キャンプ」

1R2Z

岩手LC
16日 いわて被害者支援センターへ賛助金
25日 第34回巣箱作り講習会
29日 献血推進活動

二戸LC
22日 「平和の鐘を鳴らそう」実行委員会儀
24日 暴力団追放二戸地区民会議総会

西根LC
2日 清掃奉仕
6日 岩手山焼走りマラソン全国大会

28日 八幡平市市民憲章推進会議
安代LC ー

2R1Z
花巻LC 28日 ライオンズクエスト　花巻ワークショップ

紫波LC
4日 献血推進活動

17日 LCIF$1000献金
25日 第34回少年非行等防止合同パトロール

石鳥谷LC
5〜6日 サマーキャンプin戸塚森

18日 「石鳥谷地域社会を明るくする運動」街頭広報活動
大迫早池峰LC ー
花巻東LC 12日 流木を利用したベンチの設置
東和猿ヶ石LC 15日 東日本大震災支援　釜石甲子自治会とのお茶の交流

矢巾LC

12日 町内子供会ドッチボール大会
16日 環境保全　道路清掃、草刈
26日 町内少年野球大会
27日 特別養護老人ホーム夏祭り協力

2R2Z

北上LC

6月1〜30日 資源回収リサイクル活動
6月28日 北上市小学校体験発表会
3、5、8、20日 花壇整備

4日 献血推進活動
5日 LCIF$1000献金
9日 北上レオクラブ活動支援

26〜27日 北上市少年少女防犯球技大会

和賀LC
16、25、30日 献血推進活動　4件

26日 北上市少年少女防犯球技大会
29日 資源回収

北上国見LC

4、26、30日 献血推進活動
13日 早朝清掃奉仕

19〜20日 東北選抜本庄LC旗「第3回女子ソフトボール大会」
26日 北上市少年少女防犯球技大会

江釣子LC
1日 無人駅江釣子駅舎及び周辺清掃

2、22日 資源回収
4、13日 献血推進活動

3R1Z

水沢LC
4日 暴力団追放胆江地区民会議
4日 奥州市市民憲章推進協議会
5日 「交通安全広告塔」清掃作業

江刺岩手LC 24日 清掃奉仕活動

前沢LC
17日 清掃奉仕活動
20日 献血推進活動
29日 奥州市水泳記録会西部大会

水沢中央LC

1日 駒形神社清掃・安全祈願
2日 水沢駅前広告塔の書替

10日 暴力団追放胆江地区民会議
11日 第62回駒形神社別宮塩釜神社奉納みちのく少年剣道大会
15日 LCIF$1000献金
25日 奥州市市民憲章推進協議会
26日 ふれあいの森・緑のボランティア

金ケ崎LC
3日 暴力団追放胆江地区民会議

13日 献血推進活動
19日 国際交流協会「ILCと私達の未来」協力

胆沢岩手LC 29日 奥州市小学校水泳記録会西部地区大会
3R2Z

一関LC ー

平泉LC
6月11日 LCIF$1000献金

24日 社会を明るくする運動

花泉LC
8日 ライオン碑周辺清掃及びゴミ拾い

22日 LCIF$1000献金

一関中央LC
13日 月一労力奉仕
25日 藤の園夏祭り　協力

一関厳美渓LC 27日 献血推進活動
4R1Z

千厩LC
17日 ひかりの箱　募金箱設置
17日 環境整備作業
17日 献血推進活動

大東岩手LC 19、21日 第45回一関地方小学校女子ソフトボール大会の支援・後援
東山LC ー
藤沢岩手LC ー
川崎岩手LC 8日 川崎岩手LC杯GG大会

室根LC
27、28日 むろね夏祭り

31日 LCIF$1000献金
4R2Z

大船渡LC
9日 大船渡市老連親睦交流大運動会

13日 ライオンズ農園開設
陸前高田LC 21日 鎮魂の碑　草刈清掃
住田LC 15日 ライオンの森刈り払い
大船渡五葉LC ー

5R1Z
宮古岩手LC ー

久慈LC
3日 久慈市中高生海外派遣推進委員会

24日 献血推進活動

陸中宮古LC
2、8日 レディの会奉仕活動
12日 自然公園クリーン作戦
15日 暴力団追放宮古地区県民会議

田野畑LC 28日 ライオンズクエスト　フォローアップワークショップ

岩泉龍泉洞LC
1日 交通安全集団登校安全指導

17日 交通安全運動
5R2Z

釜石LC 16日 397回LL奉仕活動

遠野LC
2日 梅園の梅の摘取り作業

23日 リサイクル品の回収

釜石リアスLC
7日 使用済み切手　1000枚送付

12日 釜石復興支援コンサート
大槌LC ー
陸中山田LC ー

ライオネスクラブ
西根LS 6日 岩手山焼走りマラソン全国大会ボランティア

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

7月のアクティビティ

7月のアクティビティ
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釜石LC 臼井　宣男
菊池　浩健

陸中山田LC
石ヶ森　節子
佐々木　哲子
鈴木　良子

ガバナーに就任して１ヶ月余り経ちました。この間、
ガバナーのもっとも主要な課題であります公式訪問も
会員皆様のご協力で順調に経過し、８月中には11のR.Z
の全区域を終了する予定でいます。今期は3.11大震災被
災地の５R１Z（二分割）～５R２Zからスタートし、４
年目を迎えた復興支援の在り方などを懇談しました。こ
の期間中、私はひたすら“努めて”私の命題と決めつけて
います今年度の会員増強（特に家族会員）にこだわり「ア
スク・ワン（一人誘おう）」に徹底し、終わらせるつも
りでいます。勿論ライオンズクラブの将来を見据えた健
全な運営の在り方、発展を願う考えかたとは何か？（特
に日本ライオンズ）などなど…についてはガバナーチー
ムとしても忘れてはいけません。又、これからの絶対的
なサポーターは、各Z.Cであることは勿論です。

会員の増強につきましては、ジョー・プレストン国際
会長は、そのテーマ「誇りを高めよう」として９項目を
掲げています。

当然のことながら原点は、「奉仕を通じて」でありま
す。次に「会員増加を通じて」です。ライオンズの焦点
は、前述の奉仕ですが、それを行うライオンズの力は会
員と直結しています。「数に力あり」と云います。会員

が多ければ多いほど、より多くの奉仕活動ができます。
日本ではかつて2008年、会員増強がクローズアップさ

れましたが、日本ライオンズの生い立ちの問題（特にス
テータス、会費など…こだわり）などから“家族会員”で
の増強が図られました。私はこのとき１R１ZのZCで、
時のガバナー米谷Lの善導よろしく、今は素直に、この
問題（家族会員増強）に異論は唱えてはいません。

来年は、いよいよ日本から山田實紘国際会長が誕生し
ます。日本ライオンズの“力と勢”を見せ、世界に冠たる
奉仕団体国であることを示そうではありませんか！

青少年健全育成と浪漫を求めて！
①７月28日　「ライフスキル教育」プログラムワーク

ショップとフォローアップワークショップが行われ、
いづれも先生方を対象したものです。

②８月９日　主に高校生を対象に第35回レオフォーラム
IN安比が行われました。このように小学生に教鞭を
執る先生方、実践を地で行っている高校生諸君です。
これらは、いづれも青少年健全育成に係るものです。

その底辺には愛情があり、浪漫を抱かせなければなりま
せん。

限りない夢を追って！

地区ガバナー L. 吉田  昭夫
 （盛岡中津川LC）

会　員　動　向
７月　新入会員一覧

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛岡不来方LC 北垣　雅之
佐竹　吉哉

盛岡中津川LC

加藤　淳子
熊谷　敬太
熊谷　美亜
熊谷　雄司
鈴木　陽子
橋本　宏悟
原口　和子
渡邊　沙弓

盛岡観武LC 荒川　和昭

盛岡南LC

伊藤　重儀
帷子　勝利
木村　　豊
宮　　　敦

滝沢LC 柴田　典哉

玉山姫神LC 小原　俊彦
福田　　稔

岩手LC 武田　吉蔵
府金　武一

二戸 石橋　良浩
大端　三民

訃
　報

東山LC
故 L. 鈴木 孝志
享年87歳

（1971年３月28日入会）
チャーターメンバー
７月13日ご逝去

岩泉龍泉洞LC
故 L. 佐々木 利明
享年65歳

（2011年２月27日入会）
チャーターメンバー
７月24日ご逝去

西根LC 山口　広樹
向井　一澄

花巻東LC 佐立　　博
山下　育子

東和猿ケ石LC 秋篠　章子
佐藤　　秀

矢巾LC 高橋　久子

北上LC

阿部　　豊
片方　寛之
木村　幸男
田鎖　智也
中村　　博
橋本　昌弘

和賀LC

尾形　京子
小原　祐子
片山　仁彦
佐藤　　茜
佐藤　　克
髙橋　慶治
髙橋　直樹
髙橋　信市
髙橋　初男
髙橋　寛光
髙橋美夏子
髙橋　光子

和賀LC

髙橋　裕佳
髙橋　義和
髙橋　慶行
髙橋　理絵
髙橋　麗子
抱石ひとみ

北上国見LC

井筒洋二朗
薄田　正昭
蔡　　和嶔
高橋佐久子

水沢LC 髙橋　　謙
前沢LC 鈴木　雅彦
胆沢岩手LC 後藤　和嗣

一関LC

千葉　恭子
菊池　　薫
菅原　貞子
千田　智明

千厩LC 芳賀　紀子

室根LC 佐藤　好子
佐藤　好彦

陸中宮古LC 平野ユキ子

岩泉龍泉洞LC

大崎　芳江
加藤　蓉子
佐藤　トシ
田鎖　正子

7月　LCIF＄1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡LC 伊藤　英明 1
宮田　　謙 11

盛岡中津川LC

一戸　亜夫 1
佐藤　孝子 1
佐藤　　正 21
西本　有伺 2
吉田　昭夫 2

紫波LC 足澤　輝夫 1
北上LC 中村　好雄 25
水沢中央LC 及川　幹雄 4
平泉LC 渡辺　弘文 1
花泉LC 佐藤　誠之 21
一関中央LC 山田　信雄 22
室根LC 小野寺義直 2

浪漫に馳せて！／会員動向／訃報
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ア ク テ ィ ビ テ ィ フ ォ ト グ ラ フ

編集後記

玉山姫神LC

千廐LC

北上国見LC

釡石LC

「馬と仲良くなろう＆1泊2日キャンプ」

清掃奉仕

女子ソフトボール大会

公式訪問

紫波LC

室根LC

水沢LC

遠野LC

江釣子LC

釡石リアスLC

北上LC

花泉LC

献血活動

むろね祭り

「水沢LC交通安全広告塔」の清掃作業

梅園にて梅の摘み取り

江釣子駅舎及び周辺整備

釜石復興支援コンサート

花壇整備

記念碑清掃作業

第97回ライオンズクラブ国際大会がカナダのトロントで開か
れた。その会場において332－B地区ガバナーL.吉田昭夫が誕生
したのだが、吉田ガバナーの世界観の壮大さを思えば改めて心打
たれるものがある。「デッカイ感動！デッカイ夢！デッカイ未
来！」―。世界のライオンズ、その一員であることは、とてつも
なくデッカイことだ。およそ3年ぶりに「ライオンいわて」編集
委員を拝命したが、これは襟を正さずにはおられない。編集委員
長もそのことの重大さを認識されており、いま、ライオン誌の刷
新に鋭意努力されている。みんなで支えあわなければ、地区ガバ
ナーの意向も示せない。いざ、がんばろう。世界のなかの岩手の
ために！ 

編集委員　L. 髙橋次郎

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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表紙の写真は、玉山姫神LCのアクテビティ。大船渡の子ども達との大
船渡の地でのキャンプの様子です。そして、LCメンバーの撮影したも
のです。
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