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1994年盛岡中津川LCに入会し、
以来会長、１R１ZのZCを初め
とし第２、第１副地区ガバナー
に選出されてきましたが、ここ
に至るまで先輩ライオンのご指
導のもと、特にも１R１Z名誉
顧問の薫陶、激励を受けながら、
千葉、佐々木両ガバナーのご指
導により、第60回年次大会にお
きましてガバナーエレクトに選
任されました。身に余る光栄と
重責を感じています。７月８日
にはカナダトロントでの国際大
会でガバナーに就任致しまし
た。殊更に、誠心誠意ガバナー
職に専心努力する所存です。

私は前職が国家公務員でした
ので（35年間勤務）、その服務信
条は“国民全体の奉仕者”であり、
考え方も総てにおいて、このこ
とに一途であり、ライオンズク
ラブの存在など、考えたことは
ありませんでした。公務員は国、
地方自治体を合わせて300万人
と言われています。この数には、
いろいろと意味合いを込めて、
ものすごく魅力を感じます。

ライオンズに入会して20年余、
必然的にいろいろと体験しまし

た。考えるにメルビン・ジョー
ンズの提唱創設した「ライオニ
ズム」に魅了、感動されている
のが昨今の私です。人生遅まき
ながら、ここに至りて、人道的
ニーズのもと、地域社会に奉仕
する素晴らしい数多くのアク
ティビティを実行するための容
易性はどうあるべきか、このこ
とに今、強い関心を持っていま
す。これはライオンの皆さんと
一緒になって語り考え、勇気と
決断を持って実行していかなけ
ればならないと思っています。

今、ライオンズクラブとして
取り組まなければならないこと
は数多くありますが、喫緊の必
須課題として会員の増強があり
ます。来る国際会長になるべく、
山田實紘国際第二副会長は「My 
Family My Club」／家族で会
員倍増を」をテーマに掲げてい
ます。私もかつて2008年米谷春
夫ガバナーの時、ZCとしてこ
のことに感動し、大いに意気軒
昂、会員に働きかけました。結
果は332−B地区の名を全国に知
らしめました。今332−B地区に
おける会員増強の、シナリオの

原点は2009年１月７日作成の
「家族会員制度の案内」にある
と言っても過言ではありません。

日本ライオンズも誕生して62
年になります。時代は日本が国
連加盟を申請した年代です。組
織は大概ステータスを重んじた
時代でしたが、いまはイノベー
ションをいかに位置付けるかが
会員増強のカギであると考えま
す。知恵を出し合いましょう。

最後に、私は不言実行が美徳
とされた時代に生まれ、そうい
う教育を受けました。これもそ
の時代としては一理、しかし現
代はややもすれば、有言実行が
美徳とされる時代、ライオンズ
のモットーは “We Serve” で
あり、その域は脱しないが、ア
クティビティは広範に亘ってい
ます。このことを念頭に、マス
コミ、広報等を活用して、その
存在意義を高めることも時代の
趨勢ではないでしょうか。

〈私の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
に浪漫を馳せらせましょう。

ライオンズクラブ国際協会332－B地区

ガバナー就任のごあいさつ

地区ガバナー
L. 吉田  昭夫 （盛岡中津川ＬＣ）

就任のご挨拶、そして決意
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アクティビティ
スローガン

ジョセフ・プレストン
国際会長テーマ

アクティビティ
スローガン

ガバナーテーマ

ガバナー重点目標

東日本大震災復興への道、それは、ふるさとを託す「青少年の健全育成」
未来に思いを馳せたとき、我がふるさとを託す子たちの弾けた笑顔に包まれる。
デッカイ感動と出会い、デッカイ夢を抱き、デッカイ未来に繋げよう!!
どうか、大きな夢に向かいまっすぐに進めるよう、青少年の健全育成に力を注
ごう。そして我々も、子たちが果たしてくれるであろう夢に向かい大きな浪漫
を持ち、共に進もう。
2011年３月11日　この日を決して忘れることなく、美しいふるさとを決して
忘れることなく、岩手の未来に向かい共に進もう!!

１．東日本大震災復興
何より風化させてはならない。心のケア、寄り添うアクティビティに力を
注ごう。

２．会員倍増：『 アスク・ワン（一人誘おう） 』
◦次世代リーダーの育成

日本ライオンズ家族会員パイロットプログラムによる、家族会員招へいの
推進。
そして、会員増強によりクラブを強化し、優れたリーダーの育成につなげ
ひいては、332−B地区の発展につなげよう。

３．青少年健全育成　
◦薬物乱用防止授業の推進
◦ライオンズクエストプログラムの推進
◦2016年岩手国体への協力

332複合地区

2014−2015

332−B地区

今と未来を見つめて  We Serve

誇りを高める

デッカイ感動！ デッカイ夢！ 
デッカイ未来！ 青少年健全育成

浪漫

就任のご挨拶、そして決意
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アッという間の一年、そして
長い一年間でした。東山キャビ
ネットへのご支援ご協力誠に有
難うございました。その集大成
ともいえる年次大会・第60回記
念大会も皆様多数のご参加のも
と盛大に終了できましたことに
改めまして御礼申し上げます。

東山ゆかりの宮沢賢治精神

昨年10月27日、当クラブCN40
周年記念式典は皆様のお力添え、
ご協力を頂いたお陰で無事成功
裡に遂行出来たかと思っており
ます。花巻東ライオンズクラブ
会長として関係各位に心よりお
礼申し上げます。

５月18日に行われた年次大会
において第一副地区ガバナーと
して承認されました。

これまでの一年間、地区名誉
顧問の皆様、佐々木地区ガバ
ナー・吉田副地区ガバナー等の
ご指導を頂きながら、どうにか
大役を務める事が出来た様に

私がライオンズクラブに入会
した1982年は、6月まで日本か
ら初めて選出された村上薫国際
会長でありました。

「困った人あれば手を差し伸べ
る」に学び、人の輪を広げたい
と「We are the Lions Family」
のガバナーテーマを掲げて参り
ました。今期、山田国際第二副
会長の誕生により、会員倍増計
画が打ち出され、会員増強緊急
会議を開催し、全クラブのご理
解とご協力のもと、その途にあ

思っております。
ここに至っては前進のみと、

心を引き締めております。
これからの一年間は、吉田地

区ガバナーの「青少年健全育成」
のスローガンのもと、「デッカ
イ感動」「デッカイ夢」「デッカ
イ未来」目標に向ってしっかり
サポートして参りたいと思って

あれから30数年、現在ライオ
ンズクラブは100周年を目前にし、
また１年後には２人目となる山
田實綋国際会長が誕生します。

り吉田ガバナーのもとに完結の
運びです。

この貴重なガバナー経験は、
地域に根差しまた被災地支援等
奉仕活動を日々実践しておられ
る多くの仲間にお会いできたこ
とで、ライオンズの素晴らしさ、
存在の意義を再認識出来たこと
です。これを基に先輩名誉顧問
皆様のご協力のもと応援団とし
て議長の任を果たして参りたい
と思います。どうぞよろしくお
願い致します。

おります。
また、ライオンズの精神「We 

Serve」をより強固なものにす
る為には、どうしても会員増強
が不可欠な事であると私自身も
認識しております。皆様のご理
解を頂きながら、進めて参りま
す。ご協力よろしくお願い致し
ます。

日本ライオンズ330から337の
８複合地区が最も盛り上がる時
期に、332−B地区第二副地区ガ
バナーという重責を担うことに
なり身の引き締まる思いです。

わが一関中央LCは、B地区結
成43番目ながら千葉一郎ガバ
ナー、千葉實ガバナーを擁し、
２回のキャビネットを担ってき
ました。チャーターメンバーも

地区名誉顧問会議長
就任のあいさつ

第二副地区ガバナー
就任にあたって

第一副地区ガバナー
就任にあたって

地区名誉顧問会議長  L. 佐々木  賢治（東山LC）

第二副地区ガバナー  L. 金野  幸造（一関中央LC）

第一副地区ガバナー  L. 筒井  學（花巻東LC）

就任のご挨拶
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2004年盛岡中津川ライオンズ
クラブに入会し、この７月で10
年になります。その間、多くの
ライオンの皆様と出会い、人と
人との繋がりの大切さを学び活
動してきました。この経験は、
私の財産となり奉仕活動を続け
る大きな力となっております。

その10年目に、吉田ガバナー
よりキャビネット幹事のお話を
いただきました。

はじめはただ驚き、役員マ
ニュアルを読んでは悩み、私な
ど力不足とお断りいたしました。

しかし、ライオンの皆様から
協力は惜しまないとの心強いお

この度キャビネット会計を拝
命することになりました。

吉田ガバナーとは長いお付き
合いがありますが、まさか他ク
ラブの私にお話があろうとは
思ってもおりませんでした。吉
田ガバナーのお考えは「これか
らのキャビネット運営は今まで
以上にゾーンぐるみで協力し、

言葉や、特にも吉田ガバナーか
らの「今回のキャビネットは、一
つのクラブを中心とせずに、ゾー
ン全体で構成・運営していくの
で、盛岡ライオンズクラブの伊藤
ライオンと共に協力し、一緒に感
動を分かち合わないか。」とい
う情熱的なお言葉に感激しお引
き受けすることにいたしました。

力不足ではありますが、アク

支援をしていかなければならな
い」ということで、戸惑いはあ
りましたがお引き受け致しまし
た。

吉田ガバナーは今期のスロー
ガンを「デッカイ感動！デッカ
イ夢！デッカイ未来！青少年健
全育成」と掲げておりますが、
その思いをしっかりと受けとめ

ティビティスローガンの「デッカ
イ感動」を、青少年のみならず、
多くのライオンの皆様に感じて
いただけるよう、精一杯努力し
ていく所存です。

332−B地区の皆様には、より
一層のご指導・ご協力をお願い
申し上げます。

ながら東日本大震災の復興を目
指し、被災地区LCへの支援を
県内LCのご協力を頂きながら
継続して参りたいと存じます。
又、もう一つの重点目標である

「アスク・ワン」会員倍増につい
ても次世代のリーダーの育成と
いうこともふまえながら、会員
増を目指して参ります。

力量不足ではありますが、吉
田ガバナーのもと一年間精一杯
努めて参りますので、ご協力ご
支援をお願い申し上げます。

９名おり、ライオン歴豊富なメ
ンバー、行動力のある若いメン
バーが揃っておりそんなメン
バーから背中を押して頂きまし
た。また、ホストクラブ一丸と
なって協力するとのことで私と

しては心強いものがあります。
ライオンズの誓い「われわれ

は知性を高め、友愛と相互理解
の精神を養い、平和と自由を守
り、社会奉仕に精進する。」こ
の「誓い」を原点に邁進したい

と思っています。
吉田昭夫ガバナー、筒井學第

一副地区ガバナーをはじめメン
バー各位のご支援とご協力を心
よりお願い申し上げます。

キャビネット会計就任にあたり

キャビネット幹事
就任にあたって

キャビネット会計  L. 伊藤  英明（盛岡LC）

キャビネット幹事  L. 西本  有伺（盛岡中津川LC）

就任のご挨拶
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１R１Z

L. 千田 雅明
（盛岡中津川LC）

このたび、敬愛してやまない
所属LCの先輩、吉田昭夫ガバ
ナーのもと、１R１Zのゾーン・
チェアパーソンの大役を拝命い
たしました。就任にあたり、あ
らためて責務の重大さに身の引
き締まる思いです。浅学菲才の
身ではございますが、ガバナー、
キャビネット役員、ゾーン内会
員のみなさまのお力を賜って一
年間、精進し努めてまいる所存
です。

さて、ガバナー重点目標であ
る　①東日本大震災復興　②会
員倍増：『アスク・ワン（一人
誘おう）』　③青少年健全育成は、
所属クラブのこれまでの活動を
通じ、まさに吉田ガバナーが先
頭に立って取り組んできた事柄
そのものです。ここに満を持し
て吉田ガバナーが332−B地区の
指揮棒を振る時を迎え、１R１Z
内７クラブ、300名に及ばんと
するメンバーが心を合わせて力
強い活動のハーモニーを奏で、
ガバナーの思いを具現化してい
けますようZCとしての職務に精
一杯励んでまいります。皆様の
ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。

１R２Z

L. 久慈  隆
（二戸LC）

この度ゾーン内のローテーショ
ンにより、１R２Zの二戸ライオン
ズクラブより選任されゾーン・
チェアパーソンを引き受けること
となりました。

本来であれば今年度は葛巻ラ

イオンズクラブでありましたが、
残念ながら葛巻ライオンズクラ
ブは高齢化人数不足で解散する
ことになりました。そのことに
よって１R２Zは４年に一度ZCを
出すことになりました。この大役
を私にできるかどうかわかりま
せんが、引き受けたからには一
生懸命頑張ってゾーン内のクラ
ブの交流を深め親睦と融和を
モットーに今年度の332−B地区
ガバナー、吉田ライオンのもとア
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」そしてガ
バナーテーマ「浪漫」を夢見て
会員、家族会員、賛助会員増強
に向けて邁進してまいりたいと
思いますので、どうかキャビネッ
ト役員の皆様のご指導を賜りな
がら、この一年間楽しいゾーン
運営を図っていきたいと考えて
おりますのでゾーン内の会員皆
様のご協力を宜しくお願い申し
上げまして就任にあたってのご
挨拶とさせて頂きます。

２R１Z

L. 藤田  好造
（花巻東LC）

この度２R１Zのゾーン・チェ
アパーソンの大役を務めさせて
頂くことになりました。まだま
だライオン歴の浅い未熟な私で
すが、所属クラブの支援、皆様
のご協力により「明るく楽しい」
ゾーンの運営に努力したいと
思っております。

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」を会員皆様に周知徹
底していただき、目標を明確に
して活動出来るよう皆様と協力
しながら行っていきたいと思い

ます。
ガバナーの重点目標である１．

東日本大震災復興　２．会員増
強「アスク・ワン」　３．青少年
健全育成　をゾーンの皆様に強
く訴え、私達にいま何が出来る
かを、もう一度原点に戻って考
え、各クラブの調整役として微
力ながら この一年間頑張ってい
きたいと思います。

皆様のご指導ご鞭撻をよろし
くお願いいたします。

２R２Z

L. 髙橋  寛
（和賀LC）

2011～2012の和賀キャビネッ
トの幹事として、332−B地区
の皆様をはじめ日本国内は無論
のこと、全世界のライオンにお
世話になりライオンズの素晴ら
しさを痛感致しました。

東日本大震災から３年数ヶ月
が経とうとしておりますが、震
災直後の３月16日に髙橋晴彦元
ガバナーよりまず現地で何が起
きているのか現場を確認しよう
と言われ、ありったけの燃料を
かき集め、奥様に作っていただ
いた「おにぎり」を車に積んで
被災地の陸前高田から久慈まで
を回りました。

今でもあのおにぎりの味が忘
れられません。

現地は、想像を絶する光景が
随所で見られ、正直これではラ
イオンズどころではないな、沿
岸地区のクラブは全部消滅する
かもとの思いが致しました。

しかし、晴彦元ガバナーの今
こそライオンズ本来のボラン
ティアをすべきという強いリー
ダーシップに引っ張られ、それ
から毎週の様に被災地に行ったこ
とが昨日の様に思い出されます。

ゾ ー ン ・ チ ェ ア パ ー ソ ン 就 任 の ご 挨 拶

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
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全世界の支援の力で332−B地
区のクラブが、一つも消滅する
ことなく、むしろ被災地に三つ
の支部が結成され年度末には、
200人以上の会員増で、純増数が、
330−A地区についで日本で２位
という結果でした。

まさにピンチこそチャンス！
今こそ会員倍増に頑張ることが、
全世界からの支援にお返しする
方法だと思います。

来年には、山田實紘国際会長
が誕生します。山田さんからは、
２億円もの支援が、被災地の医
療関係に頂戴致しました。就任
のはなむけに会員倍増で、お答
え出来るように頑張りたいと思
います。

３R１Z

L. 桐山  和夫
（金ヶ崎LC）

皆様に、新任のご挨拶をさせ
ていただきます。

私は、当クラブ入会21年目に
入りました。入会当時のクラブ
は約20人の会員が、いつ解散し
てしまうのか、出入りが多く会
費未納など最悪な運営をしてお
りました。その後、歴代の会長
の努力と知恵を結集させ次々に
新しい会員が増え始め力を発揮
するクラブに変身しました。現
在ゾーン内第２位の会員数に
なっています。新しい会員の活
躍が目覚しいです。この新人達
の勢いをリーダー達が心を開い
て付き合う努力が実を結んだこ
とが現在の躍進へ繋がっていま
す。新たな伝統を築いています。
新ガバナー L.吉田の青年の如き
情熱の迸るリーダーシップのも
と、スローガンの「デッカイ感
動！デッカイ夢！デッカイ未
来！青少年健全育成」ガバナー
テーマ「浪漫」の志を汲んで、ゾー
ン内とキャビネットの繋ぎ役と

して努力してまいります。

３R2Z

L. 吉原  睦
（花泉LC）

今期吉田昭夫ガバナーの下、
３R２Zゾーン・チェアパーソン
を務めまさせて頂くこととなり
ました。入会して25年以上が過
ぎ花泉LCの中でも古参となり
ましたが、いまだに一人前にな
らず皆様の御指導を仰いでおり
ます。ライオンズクラブは国際
的な組織を構成する団体ではあ
りますが、原点は各クラブと考
えております。様々な活動が各
地で展開されております。方向
性を持って活動を行えばさらに
大きな流れになると思います。
吉田ガバナーのテーマ、重点目
標をクラブへ伝え理解を深めて
頂き、大きな奉仕のうねりを作
り出す一助になるよう頑張りた
いと思います。３R２Zの活性化
をめざし進めて参りたいと存じ
ますので、ゾーンはもとより皆
様の御指導を仰ぎ、御理解と御
協力を得られるよう頑張りたい
と思います。よろしくお願いい
たします。

４R１Z

L. 佐藤  修蔵
（千厩LC）

この度、吉田カバナーのもと
４R１Zのゾーン・チェアパーソ
ンという重責を担うことになり
ましたが、クラブ内に先輩がい
る中で指名を受け大変恐縮して
いるところです。

11年前に縁あってライオンズ
クラブに入会し、クラブ三役は
全て経験させていただきました
が、経験の浅い私にゾーン・チェ
アパーソンが勤まるのかという

思いが正直な気持ちです。しか
し、お引き受けした以上責務の
重大さを認識しつつ精一杯努力
する所存でございます。

ゾーン・チェアパーソンはキャ
ビネットとゾーン内各クラブの
つなぎ役であり、吉田ガバナー
の運営方針等をゾーン内に確実
に伝えるとともに、ゾーン内の
事業についても取り組んでいき
たいと思います。

私のクラブがある千厩町には
気仙沼市を初め沿岸の被災者が
入居している仮設住宅がありま
すが、いまだ何時仮設住宅が解
消されるのか分からない状況に
あります。その意味でも継続し
ての支援が必要であり、ゾーン
としても復興支援事業を考えた
いと思います。

ライオンズクラブには会員増
強など毎期取り上げられる課題
もありますが、ゾーン内各クラ
ブの皆様のご協力をいただきな
がらゾーン内の融和を含め一年
間頑張って参りますのでよろし
くお願いいたします。

４R２Z

L. 佐々木松久
（住田LC）

この度、ゾーン内ローテーショ
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。

住田ライオンズクラブの推挙
をいただいたとき軽い気持でお
引き受けいたしましたが、次期
ZC予定者会議等で勉強するに
つけ事の重大さに気がつきまし
た。Yesと言った以上は逃げる
わけにはいきません。会員皆様
のご指導、ご協力を賜りながら
務めさせていただきます。

あの３.11、発災から３年３
ケ月、ブラザークラブの皆様に
は物心両面のご支援をいただ
き、ライオンズクラブの絆の強

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
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さ、深さを感じ被災地のZCとし
て心からお礼を申し上げます。
歩みは鈍いですが確実に復旧・
復興に向かっております。

吉田ガバナーの重点目標の第
一が、東日本大震災の復興であ
り「何より風化させてはならな
い。心のケア、寄り添うアクティ
ビティに力を注ごう。」であり
ます。被災地のZCとして、これ
に傾注してまいりますし、332
−B地区のLCの皆様にもこれま
で同様よろしくお願いをいたし
ます。

ガバナー２つ目の重点目標は、
会員倍増であります。従来の会
員拡大とか、会員増強から「会
員倍増」と目標をより明確に示
されました。達成は容易ではあ
りません。ライオンズクラブは永
久に不滅です。10年後のLCを思
うとやるしかありません。いつや
るか、やるのは「今でしょう。」

ゾーンの皆さんと創意工夫、知
恵を出し合って取組みガバナー
の目標、方針を少しでも多く達
成できるようにZCとして先頭に
立って頑張ります。よろしくお願
いいたします。

５R１Z

L. 野澤  貫二
（岩泉龍泉洞LC）

今般、僭越ながら５R１Zゾー
ン・チェアパーソンを引き受け
ることになりました。

振り返りますと、弊クラブは
2011年２月27日に設立し、その
後僅か２週間後にあの忘れもし
ない東日本大震災に遭遇しまし
た。

キャビネット、ブラザークラ
ブ、スポンサークラブの皆様の
絶大なるご支援ご協力を賜り、
無事に６月19日チャーターナイ
トを終えることが出来ました。

この場をお借りしまして、皆

様に改めて感謝御礼を申し上げ
ます。

さて、設立３年ばかりのいたっ
て弱小のクラブから、なおかつ
浅学菲才、経験不足の小生がゾー
ン・チェアパーソンを引き受け
てはみたものの、先立つのは不
安ばかりであります。　　

吉田ガバナーの素晴らしいテー
マ「浪漫」を基調として、また、

「デッカイ感動！ デッカイ夢！ 
デッカイ未来！ 青少年健全育成」
のアクティビティスローガンは
大いに共感を持てるもので、そ
の役割を精一杯果たして参りた
く存じます。

そして、キャビネットとゾー
ンとの意志の疎通を大事にしな
がら、具体的には震災復興、会
員倍増など多くの課題に取り組
まなければなりません。

この一年間、皆様からのご協
力を賜りながら、何よりもみん
なで楽しく、親睦と融和を持っ
たゾーン運営を進めていきたい
と思います。

結びに、皆様になお一層のご
指導ご協力を衷心よりお願い申
し上げ就任のご挨拶に代えさせ
て頂きます。ウイ・サーブ

５R２Z

L. 大和田助康
（釜石LC）

この度、吉田ガバナーのもと、
ZCという大役を務める事となり
身の締まる思いでおります。

2011年３月11日、あの東日本
大震災より３年４ケ月。332−
B地区内はおろか、全世界のラ
イオンズメンバーよりのご支援
に対しまして、まずもって紙面
をおかりし御礼申し上げます。

被災地の状況は、目につかな
い高速道、湾岸防波堤等の復興
は進んでおりますが、目に見え
る生活圏の街中は一向に進んで

いないと言うのが現状です。
どうか、今後も沿岸被災地に

対しまして、ご支援宜しくお願
い致します。

さて、吉田ガバナーのテーマ・
浪漫・デッカイ感動・デッカイ
夢・デッカイ未来・青少年健全
育成・東日本大震災を風化させ
ない・会員倍増『アスク・ワン』
を重点目標としております。

ゾーン内ブラザークラブメン
バーと、吉田ガバナーの橋渡し
役に徹し、５R２Zクラブ三役
と共に、この一年目標に向かっ
て頑張っていこうと思っており
ます。

若輩の私ではありますが、ど
うか皆様のご指導・ご協力を宜
しくお願い申し上げ就任の挨拶
と致します。

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
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期　　　日 事　　　　　項 場　所 摘　　　　要
2014年7月4日（金）〜8日（火） 第97回国際大会 カナダ トロント

7月16日（水） 地区名誉顧問懇談会 盛岡市 ホテルメトロポリタン
盛岡NEWウィング

7月17日（木） 第1回キャビネット会議・第1回ZC会議 盛岡市 ホテルメトロポリタン
盛岡本館

夏期YCE来日生ガバナー表敬訪問・歓迎会　 （来日生なし）
7月28日（月）〜29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 花巻温泉

7月28日（月） Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」フォローアップセミナー 田野畑村 田野畑中学校
8月1日（金）〜2日（土） 332複合地区YCEサミット 福島県 郡山市

7月31日（木） ガバナー公式訪問　5R1Z（久慈・田野畑） 夜
8月1日（金） ガバナー公式訪問　5R1Z 夜
8月5日（火） ガバナー公式訪問　5R2Z 夜
8月8日（金） ガバナー公式訪問　4R1Z 夜

8月19日（火） ガバナー公式訪問　3R2Z 夜
8月21日（木） ガバナー公式訪問　2R1Z 夜
8月22日（金） ガバナー公式訪問　2R2Z 夜
8月23日（土） ガバナー公式訪問　4R2Z 夜
8月26日（火） ガバナー公式訪問　3R1Z 夜
8月27日（水） ガバナー公式訪問　1R2Z 夜
8月28日（木） ガバナー公式訪問　1R1Z 盛岡市 盛岡グランドホテル

8月13日（水）〜17日（日） キャビネット事務局夏期休暇

8月9日（土） 第35回地区レオフォーラム 八幡平市 ホテル安比グランド
アネックス

新会員オリエンテーション（各R或いは各Z）
9月28日（日） 花泉LC　45周年式典 一関市 花泉町　花と泉の公園
9月　日（　） 第1回GMT・GLT合同会議 盛岡市
9月　日（　） 332-B地区新世代を担うリーダー育成研修会（仮称） 盛岡市

10月8日（水） 世界ライオンズ奉仕デー
10月19日（日） 北上LC50周年記念式典 北上市

11月11日（火） 第2回キャビネット会議・第2回ZC会議 盛岡市 ホテルメトロポリタン
盛岡NEWウイング

11月13日（木）〜16日（日） 第53回東洋・東南アジアフォーラム 韓国 仁川（インチョン）
11月14日（金） 国際平和ポスターコンテスト締切（キャビネット）
11月20日（木） 国際平和ポスターコンテスト審査会 盛岡市

冬休み期間に Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」ワークショップ 東山町
ライオンズ献血推進研究会 盛岡市 赤十字血液センター

11月28日（金） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 盛岡市
12月　日（　） 冬期YCE来日生ガバナー表敬訪問・歓迎会 盛岡市

12月27日（土）〜1月4日（日） キャビネット事務局冬期休暇
2015年1月16日（金） 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資格審査会 盛岡市

2月17日（火） 第3回キャビネット会議・第3回ZC会議 花巻市
2月　日（　） 第2回GMT・GLT合同会議 盛岡市

3月14日（土） 盛岡南LC40周年記念式典 盛岡市 盛岡グランドホテル

4月26日（日） 盛岡LC55周年記念式典 盛岡市 ホテルメトロポリタン
盛岡NEWウイング

5月9日（土） 332-B地区第61回年次大会親睦ゴルフ大会 八幡平市 安比高原ゴルフ倶楽部
5月17日（日） 332-B地区第61回年次大会代議員会 盛岡市 盛岡グランドホテル

332-B地区第61回年次大会大会式典・祝賀会
5月23日（土） 332複合地区第61回年次大会前夜祭 山形市
5月24日（日） 332複合地区第61回年次大会代議員会・大会式典・祝賀会 山形市

6月5日（金） 世界環境デー
6月9日（火） 第4回キャビネット会議・第4回ZC会議 盛岡市

6/26（金）〜6/30（火） 第98回国際大会　　　　　　　　　　　　　　　　 アメリカ ホノルル
随時 各種委員会

毎月25日 ライオンいわて発行
マンスリーレポート集計表発行
ガバナー諮問委員会（年3回／各Z）

年間主要行事予定表  2014年7月〜2015年6月

年間主要行事予定表
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地区ガバナー
L. 吉田 昭夫

盛岡中津川LC

元国際理事・
地区名誉顧問

L. 大野 𣳾一
盛岡不来方LC

地区常任名誉顧問

L. 種市 一二
釜石LC

地区名誉顧問

L. 後藤 成志
石鳥谷LC

２Ｒ１Ｚ
ゾーン・チェアパーソン
L. 藤田 好造

花巻東LC

５Ｒ２Ｚ
ゾーン・チェアパーソン
L. 大和田助康

釜石LC

地区常任名誉顧問

L. 千葉龍二郎
水沢LC

地区名誉顧問

L. 宮田 謙
盛岡LC

１Ｒ２Ｚ
ゾーン・チェアパーソン

L. 久慈 隆
二戸LC

５Ｒ１Ｚ
ゾーン・チェアパーソン
L. 野澤 貫二
岩泉龍泉洞LC

地区環境保全・
保健委員長

L. 齊藤 福也
玉山姫神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. 天日 常光
二戸LC

１Ｒ１Ｚ
ゾーン・チェアパーソン
L. 千田 雅明
盛岡中津川LC

４Ｒ２Ｚ
ゾーン・チェアパーソン
L. 佐々木松久

住田LC

地区国際協調・大会参加・
PR情報・IT委員長
L. 篠木 清

滝沢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. 佐藤 勇逸
宮古岩手LC

キャビネット会計

L. 伊藤 英明
盛岡LC

４Ｒ１Ｚ
ゾーン・チェアパーソン
L. 佐藤 修蔵

千厩LC

地区会則・会員･
エクステンション委員長
L. 平野 嘉男
盛岡不来方LC

第二副地区
ガバナー

L. 金野 幸造
一関中央LC

地区名誉顧問

L. 高橋義太郎
藤沢岩手LC

キャビネット幹事

L. 西本 有伺
盛岡中津川LC

３Ｒ２Ｚ
ゾーン・チェアパーソン

L. 吉原 睦
花泉LC

地区長期計画・
指導力育成委員長
L. 岡田 俊夫
盛岡中津川LC

第一副地区
ガバナー

L. 筒井 學
花巻東LC

地区名誉顧問

L. 中村 好雄
北上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

３Ｒ１Ｚ
ゾーン・チェアパーソン
L. 桐山 和夫

金ケ崎LC

地区LCIF・アラート・
復興支援委員長
L. 赤坂 勝

盛岡LC

地区名誉顧問会議長

L. 佐々木賢治
東山LC

地区名誉顧問

L. 黒澤 康男
盛岡南LC

地区名誉顧問

L. 髙橋 幸喜
平泉LC

２Ｒ２Ｚ
ゾーン・チェアパーソン

L. 髙橋 寛
和賀LC

地区年次大会委員長

L. 佐藤 正
盛岡中津川LC

キャビネット役員名簿
332−B地区

2014─2015年度

キャビネット役員名簿
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地区YCE実行委員長

L. 小野寺規夫
室根LC

地区年次大会
副委員長

L. 佐藤 春彦
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L. 小苅米基弘
盛岡不来方LC

1R2Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 晴山 匡倫

西根LC

5R1Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 佐藤 周一
岩泉龍泉洞LC

ライオンいわて
編集委員

L. 千田 幸一
滝沢LC

地区年次大会
副委員長

L. 駒木 健吾
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L. 樋下 光
盛岡LC

1R1Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 喜多 正敏

滝沢LC

4R2Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 熊谷 又吉

陸前高田LC

ライオンいわて
編集委員

L. 小野寺平信
盛岡南LC

地区会計監査委員

L. 田向 光夫
盛岡観武LC

キャビネット
副幹事

L. 川村 勇司
盛岡中津川LC

キャビネット
副会計

L. 佐藤 孝子
盛岡中津川LC

4R1Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 小野寺初朗

千厩LC

ライオンいわて
編集委員

L. 佐藤 博藏
盛岡観武LC

地区会計監査委員

L. 石杜 茂
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L. 加藤 隆男
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L. 高橋 靖孝
玉山姫神LC

3R2Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 鈴木穂嘉実

平泉LC

ライオンいわて
編集委員

L. 鈴木 耕平
盛岡中津川LC

キャビネット
事務局委員

L. 佐藤 昌彦
盛岡不来方LC

ライオンいわて
編集長

L. 松本 征子
盛岡中津川LC

ライオンいわて
副編集長

L. 米澤 俊夫
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L. 藤﨑 満
滝沢LC

3R1Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 菊地 孝男

江刺岩手LC

ライオンいわて
編集委員

L. 前田 秀男
盛岡不来方LC

キャビネット
事務局委員

L. 佐藤 啓子
盛岡LC

地区青少年・
ライオンズクエスト委員長
L. 遠藤 政幸

盛岡観武LC

地区ライオンズクエスト
副委員長

L. 伊藤 郁郎
花巻LC

キャビネット
副幹事

L. 石塚 和宏
盛岡南LC

2R2Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 八重樫守民

北上国見LC

ライオンいわて
編集委員

L. 髙橋 次郎
盛岡LC

キャビネット
事務局長

L. 佐々木和夫
盛岡中津川LC

地区YCE・レオ・
ライオネス委員長
L. 石原 敏行

盛岡南LC

地区YCE副委員長

L. 田中 哲明
花巻東LC

キャビネット
副幹事

L. 谷地 裕一
盛岡観武LC

2R1Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 塚田 司郎

紫波LC

5R2Z  地区YCE・
ライオンズクエスト委員
L. 金野 光宏
釜石リアスLC

ライオンいわて
編集委員

L. 中野 昌明
玉山姫神LC

キャビネット役員名簿
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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

地区国際協調・大会参加・PR情報・IT委員長 L. 篠木  清（滝沢LC）

開催地カナダ・トロントは、
オンタリオの州都でカナダ最大
の都市（人口約250万人）。ユネ
スコが認めている「世界で一番
人種が多い都市」（人口の半分
は、カナダ以外で生まれた移民
者）。世界中から80以上もの文
化が集まり、多民族。住み易い
街として上位に入るほど素晴ら
しい街です。

私は、３回目の国際大会参加
です。今回は332−B地区のホー
ムページをリニューアルすると
いう大切なミッションもいただ
き、このライオンいわてと共に、

国際大会の素晴らしさを、お伝
え出来ることを嬉しく思います。
332−B地区ホームページアドレ
ス　http://www.lc332b.jp/

今号では、大会初日に開催さ
れたインターナショナルパレー
ド、そして大会最終日、吉田ガ

バナー誕生の瞬間をお伝えしま
す。

第97回ライオンズクラブ国際大会参加報告
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AM10：00～日本ライオンズ
は４番目のスタート。

ユニフォームは、姫路城と白
鷲の半天、白のキャップ。

トロントへ来て、初めて吉田
ガバナーエレクト、令夫人とご
対面、歓喜しあう。

いよいよ、ガバナー誕生の瞬
間を迎える。会場には金色の紙
吹雪が舞う。

ガバナーエレクトのリボンを、
前ガバナー佐々木地区名誉顧問

＜ガバナー就任後の第一声＞　ガバナーになって今のお気持ちは？

今日から、正式にガバナーとなり、大いに責任を感じている。ジョセフ・プレストン国際会長のテー
マ「プライド」とは、チームワークが一番大事。　皆で、一緒に地域のニーズに応えたい　あまり固
くならずに、やって行きたい。一年、宜しくお願いします　と、力強いご発声であった。

まだまだ盛りだくさんの第97回ライオンズクラブ国際大会inカナダ・トロントの様子は次号へ

2014／７／５（土）　インターナショナルパレードへ参加

2014／7／8（火）　国際大会最終日総会のフィナーレ

審査員席へのパフォーマンス
は、帽子を右手に持ちながら、
くるりと回すこと。

整列もピタリ、なかなかの出
来栄え。しかし、入賞ならず残
念！

会議長が、令夫人のリボンは、
筒井第一副地区ガバナーによっ
て外された。

会場内が歓喜にあふれ、感動！
とにかく喜び合った。

おめでとう吉田ガバナー！

第97回ライオンズクラブ国際大会参加報告
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1R1Z
盛岡LC ー
盛岡不来方LC 19日 東日本大震災被災者支援　大槌町みどり幼稚園　新園舎建設支援金贈呈

盛岡中津川LC
5日 世界環境デー　盛岡城跡公園清掃作業

19日 LCIF$1000献金
盛岡観武LC 10日 世界環境デー　植樹
盛岡南LC ー

滝沢LC
14日 チャグチャグ馬子例大祭でのPR活動
28日 青少年健全育成標語コンクール

玉山姫神LC 24日 ライオンズ公園の整備作業
1R2Z

岩手LC

5日 岩手町国際交流協会
12日 献血推進活動
26日 岩手第7団ガールスカウトへ助成金拠出
30日 丹藤川自然愛護少年団育成会総会

二戸LC
8日 国際地球デー　テングス病駆除と植樹

12日 二戸保健所管内薬物乱用防止研修会
25日 二戸地区エネルギー懇談会

西根LC
7日 東日本大震災被災地支援　買い物ツアー

15日 献血推進活動
安代LC 12日 東日本大震災被災地支援　買い物ツアー

2R1Z
花巻LC 22日 障害者福祉サービス事業所「わたぼうし」ライオンズガーデンの整備

紫波LC
5月31日 ライオンズの森環境整備

22日 親子ふれあい子供ニジマス釣り大会後援

石鳥谷LC
27日 好地荘並びに松風園運営協議会
15日 草刈清掃＆ゴミ拾い

大迫早池峰LC 26日 梅園の草刈り及び梅の実の収穫
花巻東LC 10日 智恵子展望台付近への設置

東和猿ヶ石LC
5日 「桜香の森」草刈整備

26日 使用済み切手　1000枚送付
矢巾LC 4日 ライオンズ庭園の樹木の手入れと周辺の清掃

2R2Z

北上LC

5月１～31日 資源回収リサイクル活動
8～26日 花壇の整備
13、20日 献血推進活動　3箇所

30日 使用済み切手　6000枚送付

和賀LC
5月9日 資源回収
2、16日 献血推進活動

28日 小学生の体験発表会後援

北上国見LC

3日 北上市手をつなぐ育成会への助成金贈呈
8日 早朝清掃奉仕

13、15日 献血推進活動
28日 小学生の体験発表会後援

江釣子LC
3日 清掃奉仕
8日 献血推進活動

28日 小学生の体験発表会後援
3R1Z

水沢LC

1日 環境月間「PR広告」胆江日日新聞掲載
4日 水沢駒形野球倶楽部へ活動資金
7日 水沢フラワーロード植栽作業
9日 水沢少年少女発明クラブ協賛会費

江刺岩手LC ー

前沢LC
1日 献血推進活動　献眼募金活動

15日 献血推進活動

水沢中央LC
1日 環境月間「PR広告」胆江日日新聞掲載
7日 水沢フラワーロード植栽作業

金ケ崎LC

1日 金ヶ崎マラソン協力
7日 東日本大震災被災地支援　「買って食べて支援」
8日 献血推進活動

13日 使用済み切手　1500枚送付
26日 金ケ崎町観光協会、金ケ崎町国際交流協会　会費納入
28日 いわてことばを育む親の会大会協力

胆沢岩手LC ー
3R2Z

一関LC 22日 献血推進活動

平泉LC
8日 世界環境デー　「弁慶の森」除草作業
5日 献血推進活動

花泉LC 10日 花いっぱい運動

一関中央LC

7日 献血推進活動
8日 石のベンチ寄贈
8日 月一労力奉仕活動

22日 さんりく子供まつり
24日 使用済み切手　1000枚送付

一関厳美渓LC ー
4R1Z

千厩LC
1日 黄金山キャンプ場びらき
5日 千寿荘草刈奉仕

26日 千厩夏まつり協賛
大東岩手LC 22日 ライオンズの森草刈

東山LC
3日 植樹活動

12日 献血推進活動　３箇所
17日 草刈清掃活動

藤沢岩手LC
31日 藤沢子ども園環境整備
31日 藤沢サッカークラブへサッカー用品支援

川崎岩手LC ー

室根LC
1日 森は海の恋人
8日 孝養ハイツ法面草刈

4R2Z

大船渡LC
1日 椿の木の植樹

17日 声の図書館運営ボランティア「せきれい」にCDダビング器1式贈呈

陸前高田LC
8日 直接献血
8日 高寿園草刈清掃

住田LC
10日 献血推進活動
20日 ライオンつつじ園草刈及び剪定

大船渡五葉LC ー
5R1Z

宮古岩手LC

6日 献血推進協議会総会
7日 鍬ヶ崎小学校へ「太陽光発電パネル付夜間照明器」設置

11日 宮古ユネスコ協会総会
21日 宮古岩泉間整備促進総決起大会

久慈LC 7日 使用済み切手　5278枚送付

陸中宮古LC
4日 レディの会奉仕活動
9日 札幌ライラックLC被災地支援事業協力

21日 宮古岩泉間整備促進総決起大会

田野畑LC
18日 東日本大震災被災者支援　仮設住宅にプランター寄贈
20日 LCIF$1000献金

岩泉龍泉洞LC ー
5R2Z

釜石LC

5月31日 東京桜田門LCとの姉妹締結式
1日 被災地視察案内

18日 LL奉仕活動
19日 LCIF$1000献金

遠野LC
18日 リサイクル品の回収
21日 知的障害者にこにこ運動会出席

釜石リアスLC
23日 使用済み切手　1000枚送付
26日 電子黒板贈呈式

大槌LC ー
陸中山田LC ー

ライオネスクラブ

西根LS
7日 東日本大震災被災地支援　買い物ツアー

15日 献血推進活動
レオクラブ

盛岡LEO ー
早池峰LEO ー
石鳥谷LEO ー
北上LEO 22日 花壇に花苗植栽
一関二高LEO ー
釜石LEO ー

6月のアクティビティ

6月のアクティビティ
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７月も梅雨が明けて本格的な夏が訪れ、
真っ赤な太陽の季節がやってきました。そし
て、いよいよ世界に誇る最高の人道的社会奉
仕団体LC210ヶ国770名余に及ぶ新ガバナー
が誕生し、夫々のテーマに向かって新たな躍
動を始める月であります。不肖私もカナダト
ロントの第97回国際大会におきまして332−
B地区新ガバナーに就任しました。

私のガバナーテーマは“浪漫”（ロマン）で
す。

人間は誕生した時から、自由な空想のもと
感情が芽生え、豊かに発育してくる時とも言
われています。私は、これがロマンの原点で
はないのか…と勝手に想像しています。

７月７日の「七夕」祭りは、深い“愛”に満
たされながらも、別れ離れになっている牽
牛・織姫が一年に一回、天の川に羽を広げる
かささぎ橋を渡って会う事が許される日です。

まさにロマンです。ひるがえって現代、奇し
くもこの日、トロントに世界210ヶ国２万人
余のライオンが集い、新たな気持でライオニ
ズムを誓い合いました。

2014～15年国際会長ジョー・プレストンの
テーマは「誇りを高めよう」です。誇りを高
めるためには、有意義かつ効率的なアクティ
ビティを見出さなければなりません。これを
支えるのは会員（増強）です。そこには、か
たくななものばかりではなく、ソフト的な考
えも必要になってきます。ロマンも添えてや
りましょう。

私のアクティビティスローガンは“デッカ
イ感動！デッカイ夢！デッカイ未来！青少年
健全育成”です。

一日も早い東日本大震災復興と将来を託す
青少年健全育成に全力を集中しましょう。

地区ガバナー L. 吉田  昭夫
 （盛岡中津川LC）

会　員　動　向
6月　新入会員一覧

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛岡LC
赤　坂　絵津子
角　川　　　晋

紫波LC
廣　田　英　俊
藤　原　博　視
横　田　泰　人

水沢中央LC 佐　藤　　　洋
陸前高田LC 菊　池　　　等

大船渡五葉LC
今　野　美千子
寺　沢　泰　子
長谷川　ふじ子

訃　報

6月　MJF＄1000献金者
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡中津川LC 米　澤　俊　夫 1
住田LC 阿　部　裕　一 1
田野畑LC 佐　藤　辰　男 2
釜石LC 牛　崎　一　行 2

花巻東LC
故 L. 伊藤　誠
享年78歳

（1979年10月入会）
６月10日ご逝去

宮古岩手LC
故 L. 小成　薫
享年88歳

（1964年４月入会
チャーターメンバー）
６月11日ご逝去

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

釡石LC

北上LC

盛岡中津川LC

遠野LC

東京桜田門LC姉妹締結調印式

花壇の整備

盛岡城跡公園清掃作業

にこにこ運動会

紫波LC

北上国見LC

水沢中央LC

大東岩手LC

江釣子LC

石鳥谷LC

水沢LC

岩手LC

千廐LC

盛岡不来方LC

ライオンズの森環境整備

献血推進活動

水沢フラワーロード植栽

ライオンズの森草刈

清掃奉仕

草刈奉仕

水沢フラワーロード植栽

岩手第7団ガールスカウトへ助成金拠出

千寿荘草刈奉仕

大槌町みどり幼稚園新園舎建設支援金贈呈

震災後三年が過ぎても日本中がいまだに振り回されています。
汚染された土壌は、電力は。天災が各地で次々起こり、それぞ

れの復興にも注力しなければならない中、遠くに東京オリンピッ
クが、近くには岩手国体がやってもきます。

そんな今の時期に就任されたガバナーの示すテーマに沿うべ
く、編集委員一同、「ライオンいわて」の編集に、丁寧に、心し
て臨みたいと思っております。

また各クラブの皆様にも、編集に関わります原稿や写真につい
てお力をお借りできますよう、切にお願い申し上げます。

表紙にガバナーテーマを表現しようと、宮古まで足を運びまし
た。これはという勢いのある写真を選ぶと、コンテストの入選作
品であったりして使用できないとのこと。残念な思いをした作品
がたくさんありました。

ということでまずは表紙で苦戦。吉田ガバナーのキャンバスに
どれだけの彩りを載せていくか。そんな意をこめました。

編集長　L. 松本征子

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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