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教育委員長　Ｌ. 田 鎖  智 也

ライオンズクエストセミナー 
１日開催で大成功！

332-B地区  北上ライオンズクラブ　2017年 7月～ 2018年 6月年度

　当クラブ会長の強い要望もあり、2017年12

月25日（月）、セミナーを実施しました。過去に

開催実績のある332-B地区内の北上市立鬼

柳小学校にライオンズクエスト認定講師　中

村千恵子先生をお招きし、教員19名、ライオ

ンズメンバー５名を対象に教育関係者向け

『体験型セミナー』を1日のみの日程で開催し

ました。

　このセミナーは同校の前校長先生がセミ

ナーに対して深い理解をいただけていた事か

ら開催の運びとなりました。開催日は冬休み、

とはいうものの年の瀬を前に皆様お忙しいと

いうことで、講師と協議して本来の形式から時

間短縮して1日開催となりました。実施後のア

ンケート調査では、今後の授業を実践するうえ

で参考になった旨のご回答を頂いております。

（参加者の声より）
・よい決定に繋がる「４つのステップ」は

　子ども達に必要なことなので、ぜひやっ

　てみたい。

・体験会がいったいどういった内容なのか、ど

　のように役立つのか、始まる前はわからな

　かったのですが、始まると引き込まれていっ

　たので、良かったのではないかと思います。

・模擬授業が参考になった。

・話を聞くだけでなく体験を通して学ぶこと

　ができた。

・人どうしの関係を深められる様々な活動を

　体験することができました。決定につながる
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　ステップも勉強になりました。

・授業実践につながる内容でと

　ても良かったと感じておりま

　す。

・内容によって学年で使えるも

　の、使いづらいもの等がある

　（出てくるかも）と感じました。

・よい選択肢を選ぶ授業では、

　それぞれの良い点、悪い点

　を考えて決定出来るのが良い

　と思いました。

・“よい選べるもの”を考えるのは難しいと

　思った（特に考え方が固い子）。ペアで人の

　考えを聞くことがとても大事だと思った。

・楽しくわかりやすかったです。

　その一方で、2日間の日程よりも1日開催が

ちょうど良いとのご回答が多く寄せられました

ので、日程的ゆとりがない場合には、今回の様

な形式も有効であると思われます。

　担当委員長を拝命した当初はセミナーのな

んたるかも良く分からない中、セミナー開催に

あたって地区キャビネットの皆様をはじめ、ク

ラブ三役ほか多くのサポートを頂きました。今

回のセミナーが実現して改めて教員の皆様か

らの反響の大きさに驚いております。更には、

このセミナーは教員の皆様は勿論、私達ライ

オンズメンバーが受講しても有意義な内容で

あると実感いたしました。同校の校長先生から

は、機会があればまた開催して欲しいとのお

言葉も頂戴いたしましたので、今後の継続開

催もご検討頂ければと存じます。

共通目標
岩手の子どもたちに、

そういう教育立県を目指す。

いわてに生まれ、
いわてで教育を受け、
いわてで育ってよかった

という思いを。
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候補者名

L. 猿舘  伸俊
所　　　属　　1Ｒ1Ｚ盛岡南ライオンズクラブ
生 年 月 日　　1940 年 6月 10日生（77歳）
勤務先住所　　〒020-0834  岩手県盛岡市永井 14-5
勤 務 先 名　　大伸工業株式会社
役 職 名　　代表取締役会長
学　　　歴　　岩手県立盛岡第一高等学校
家　　　族　　妻  猿舘美代子・長男夫婦・孫３人

さ る だ て の ぶ と し

ライオン歴

袋を1日にして集め、1R1Zの先導をとって石
灰を用意したのは台風発生3日目という圧
巻の行動力を発揮されたのでした。
　素顔の猿舘伸俊ライオンは、①ずーずー
弁で気取らない、笑顔で偉ぶらない。②判
断と行動が極めて早い。③決めたことはぶ
れないでやりぬく。④相談事に親身になっ
てくれる、力になってくれる。そして、⑤気前
が良い。そんな大きな、人間的魅力を持っ
た人物が猿舘伸俊ライオンです。
　2018年度は332-B地区ガバナーとして、
持ち前の人間力とバイタリティー溢れる行
動力で我々をリードしていただけるものと
確信しておりますが、１R１Zのクラブの皆様
を始め、332-B地区内のクラブの皆様の温
かいご支援、ご協力があって成し遂げられ
る事であります。伏して、皆様に心からお願
い申し上げる次第です。何卒、よろしくお願
い申し上げます。

盛岡南ライオンズクラブ
会長　Ｌ. 川村　勲

　猿舘伸俊ライオンは岩手県立盛岡第一
高等学校卒業後、大手住宅メーカーに勤
務。社内トップの営業実績を上げられ経営
幹部を経て、1983年若干43歳という若さに
して総合建設業「大伸工業㈱」を創業され
ました。同社は今日、社名のごとく業績を大
きく伸ばし優良企業と評価されており、卓
越した経営力を示されております。また、そ
の間、岩手県建設業協会盛岡支部長、県副
会長等公職を歴任され、2016年には全国
建設業協会会長表彰を受賞される等、岩
手県の建設業をリードされております。
　ライオン歴は1998年度盛岡南ライオン
ズクラブ入会、2007年会長、2016年1R1Z 
ZC、2017年度第一副地区ガバナー等を歴
任。特にクラブ会長時には12名もの会員増
強を達成。現在に至る盛岡南ライオンズク
ラブの安定運営に多大な貢献をされまし
た。また、ZC時には就任早々の台風10号に
より甚大な被害を被った岩泉町へ迅速な支
援を実行されました。台風発生直後から岩
泉町と連絡を取り、要請のあった石灰100

L. 猿舘 伸俊の紹介

1998年 7月 16日　　　　　　　入会
2007年 7月～ 2008年 6月　　 盛岡南ライオンズクラブ　会長　　   
2009年 7月～ 2010年 6月　　 ２年理事      
2010年 7月～ 2011年 6月　　 会員理事      
2010年 7月～ 2011年 6月　　 出席会員会則委員会委員長    
2016年 7月～ 2017年 1月　　 １Ｒ１Ｚ　ＺＣ　     
2017年 2月～ 2017年 6月　　 332-B 地区　第二副地区ガバナー
2017年 7月～ 2017年11月　　 332-B 地区　第一副地区ガバナー 
ＭＪＦ　16回
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候補者名

L. 平野  喜嗣
所　　　属　　盛岡ライオンズクラブ
生 年 月 日　　1946 年 11 月 10日生（71歳）
自 宅 住 所　　〒020-0015  岩手県盛岡市本町通二丁目11-33
勤 務 先 名　　岩舘電気株式会社
役 職 名　　代表取締役
学　　　歴　　日本大学商学部経営学科卒業
家　　　族　　妻・長男・長女

 1991年 2月　　　　　　　　　　入会
1995年 7月～ 1996年 6月　　 クラブ幹事
2001年 7月～ 2002年 6月　　 クラブ会長
2002年 7月～ 2003年 6月　　 リジョン・チェアパーソン
2004年 7月～ 2005年 6月　　 会員委員長
2006年 7月～ 2007年 6月　　 キャビネット会計
2017年 7月～ 2018年 6月　　 第二副地区ガバナー

ひ ら の よ し つ ぐ

ライオン歴

　このような平野喜嗣ライオンですので第

一副地区ガバナーの重責を必ず果たされる

ものと確信しております。

　我々、盛岡ライオンズクラブとしても会員

一丸となって応援して参ります。何卒３３２-

Ｂ地区のライオンズクラブの皆様方におか

れましても宜しくお願い申し上げます。

盛岡ライオンズクラブ

会長　Ｌ．橋本　幸典

　平野喜嗣ライオンは盛岡ライオンズクラ

ブに入会して、２７年になります。その間、

様々な役職を歴任していただき、中でも

宮田謙ライオンがガバナー当時はキャビ

ネット三役として大変ご活躍いただいてお

ります。

　又、ライオンズの活動以外でも多くの業

界団体の長としてもご活躍いただいており

ます。その功績により数々の表彰を受賞し

ており、その中でも２０１２年には黄綬褒賞

の栄誉に輝いた次第です。

L. 平野 喜嗣の紹介
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候補者名

L. 菊池  徳 男
所　　　属　　2R-2Z 北上国見ライオンズクラブ
生 年 月 日　　1952 年 1月 4日生（66歳）
自 宅 住 所　　〒025-0022  岩手県花巻市十二目32番地
勤 務 先 名　　有限会社 モチコムジャパン
役 職 名　　代表取締役
学　　　歴　　岩手県立花巻北高等学校  普通科
家　　　族　　妻  菊池由美子・義母  照井レイ子

1989年 10月　　　　　　　　　入会
1996年 7月～ 1997年 6月　　 幹　事（ＣＮ２０周年）
2001年 7月～ 2002年 6月　　 会　長（ＣＮ２５周年）　
2002年 7月～ 2003年 6月　　 姉妹交流委員長
2006年 7月～ 2007年 6月　　 会員委員長
2008年 7月～ 2009年 6月　　 長期計画委員長
2011年 7月～ 2012年 6月　　 CN35周年大会委員長
2015年 7月～ 2016年 6月　　 2R-2Z ゾーン・チェアパーソン

き く ち の り お

ライオン歴

所属し少年野球や高校野球、社会人野球
などの審判員を務め、特に甲子園全国高校
野球大会の審判員を経験するなど輝かし
い経歴を持っております。現在は岩手県野
球協会理事長、花巻市野球協会会長など
を務め、岩手県野球競技発展に大きく貢献
されております。人柄も温厚で明るく、お
酒、カラオケはもちろん家庭菜園など趣味
も多彩でだれからも愛される人物です。
　ライオンズ精神である平和と自由を守る
社会奉仕活動に加え文化、スポーツ活動を
融合したスペシャリティなリーダーシップを
発揮してくれるものと確信しております。　
　２R２Zの皆様と共に北上国見ライオンズ
クラブ全会員一丸となってL.菊池徳男候補
者を支えて参りたいと考えております。
　332-B地区全クラブの皆さん、どうぞ温
かいご支援・ご協力を賜りますよう心から
お願い申し上げ、候補者の紹介とさせてい
ただきます。

北上国見ライオンズクラブ
会長　Ｌ．佐々木　正幸

　この度、332-B 地区第2副地区ガバナー
候補者を輩出することになり、クラブ会長と
してこの上ない慶びとともに責任の重さを
痛感しております。このお話があって以来、
何度となく歴代会長会議を開き” ガバナー
候補選出”に向け、準備を進めてまいりまし
た。当クラブ結成40 年余の中、初めての“ガ
バナー輩出”でもありましたので、地区名誉
顧問 中村好雄 L.の指導の下、川辺ゾーン･
チェアパーソンはじめゾーン内各クラブの
ご支援をいただきながら菊池徳男ライオン
を候補者として送り出すことになりました。
　菊池徳男ライオンは1989年10月入会で
ライオン歴29年になりますがその間、クラ
ブ幹事、CN25周年時の会長、CN35周年大
会委員長、２R２Zゾーン･チェアパーソンな
どの大役を歴任しております。また、姉妹交
流委員長、会員委員長、長期計画委員長な
ど数多くの役を熟してきました。
　クラブ牽引者の一人として人望も厚く若
手会員の相談役として活動されております。
さらに会社経営の傍ら、岩手県野球協会に

L. 菊池 徳男の紹介
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植　　樹 スキー大会

クラブ内パークゴルフ大会

L.佐藤の誕生日

「いつも同じ人だよね」「今年の新会員はいな
かったの」「会長になったのだからもっと若い
人を入れなきゃ」と言われ、痛感しました。会
員、家族の人達も新しい LCの芽（人）を望んで
いるのだと考えさせられました。
　高齢化社会だからこそ奉仕活動が大切に
なってくると考えます。ライオンズクラブは
会費が高いだけの団体というイメージを払拭
させ、奉仕活動を主にする団体と認識しても
らい、より多くの人が参加できる団体にして
行くことが重要です。先ずは、イメージの払
拭と奉仕活動の広報から始めて行きたいと思
います。
　安代地域に奉仕の芽が生まれ、花が咲き、
その花からまた、多くの芽が生まれ、続いて
いく事を願いながら・・・・。

　今年4月で38年目を迎え、チャーターメン
バーも6名在籍している安代LCは、家族会員を
含め33名で、活動を行っております。主なア
クティビティとして、春の植樹清掃活動、夏
のパークゴルフ大会、秋の道路清掃・チャリ
ティー大会参加、冬の安代地区スキー大会へ
の賛助を行い、四季を通じて活動しておりま
す。その他、献血推進活動、平和ポスターコ
ンテスト参加も行っています。
　昨年90歳の誕生日を迎えたL.佐藤は、毎回
例会等に出席いただき、会話をしている姿を
見ると本当に元気をいただいております。し
かしながら、高齢化の
波を安代LCも受け、
新規入会者が、入らな
いのも事実です。クラ
ブの高齢化により、体
を動かすアクティビ
ティの参加者が、年々
減少していくのがわか
ります。毎年、歳末たすけあいチャリティー
芸能大会では寸劇を行い、多くの安代地区の
人に楽しんでもらいましたが、本年度に至っ
ては、残念ながら参加できずに、寄付金の授
与という形を取らせていただきました。
　新年例会は、家族会員、家族の方々を招待し
行われるのですが、今年の新年例会の席上で

ク/ラ/ブ/紹 /介
地域に根差したアクティビティを目指して

１R２Z　L. 山本昭人（安代LC会長）
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も釜石リアスＬＣ杯は、重要な大会となっており
ます。
　また、３月には、友好クラブである千葉ＬＣとの
合同例会及び、東日本大震災復興支援チャリ
ティーコンサートへVol.７への参加。４月には、姉
妹クラブ富山県朝日町ＬＣ３５周年他、ブラザー
クラブ記念式典等々、控えておりますので、会長
として責務を全うして参る所存です。

　私共、釜石リアスライオンズクラブは、奉仕の
精神「We Serve」のもと、１９６８年４月に釜石ラ
イオンズクラブ様のスポンサーにより、県内２２
番目のクラブとして誕生しました。
　さて、当クラブのチャ－ターナイト記念事業とし
て釜石リアスライオンズクラブ杯釜石地域中学校
バスケットボール大会を継続開催しております
が、今年も先日２月１０日、釜石市立甲子中学校体
育館において行われました。会長テーマの一つで
もあります青少年健全育成事業の一
環として代々継続されて参りました本
大会も、１９９２年１月に始まり、２７
回目となりました。正に「継続は力な
り」です。私は、本年、釜石リアスＬＣ
会長でもありますが、釜石市バスケッ
トボール協会の会長でもあり、生徒数
の減少に伴い各校バスケットボール
チームの編成がままならない等々、厳
しい環境で活動を続ける中学校バス
ケットボールチームを支援する意味で

ク/ラ/ブ/紹 /介
継続は力なり!!
５R２Z　L. 和田　清（釜石リアスＬＣ会長）
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います。
　また各アクティビティへの参加案内、会員
相互の情報発信に「LINE」を使っています。
スマートフォンのコミュニケーションアプリ
でグループを作り、会員を登録しており誰か
が投稿するとリアルタイムでグループの会員
に送信される仕組みです。会員相互の親睦に
も役立っています。
　まだまだ私共の力不足で純増１０％にはな
らないですが、日々各会員が取り組んでいる
ことに間違い無いことを示しているのではと
思います。

「会員拡大」世界ライオンズクラブにとって
永遠の課題であると思います。
会員の勧誘は非常に難題な事だと思います。
なぜなら勧誘を進める側も他人に信頼される
人間でなければ簡単には招請する事が出来な
いと思います。
　昨年度、キャビネットを受け持った時には家族
会員を含め104名の会員で運営する事が出来まし
たが、その後4名の会員が亡くなりそれに伴った
家族会員の退会で9名の減となった。
　クラブ例会の協議事項の1番に必ず「会員増
強について」を毎回入れておきます、いつで
も各自が会員増強を忘れないよう意識して取
り組んでもらう事が目的です。今期はお蔭様
を持ちまして、正会員3名と賛助会員4名の入
会となり99名になりました。比較的若い世代
の会員増になっているのでアクティビティな
どには強力な担い手になります。
　会員拡大に向け各会員が積極的に声掛けを
行い、誰に声掛けをしているか会員間でも共
有し、同じ人物に他の会員からも相互に声掛
けをしております。勧誘される側も、複数の
知人・先輩・後輩等複数の人間から誘われる
事になり心が傾きやすくなる傾向があると思

入 会 式

L. 小野寺  秀徳（一関中央LC幹事）会員増強の取り組み

会員拡大 ̶純増10%達成に向けて̶
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審議され、全て問題もなく承認され、決議事項を
確認して無事閉会となりました。（議題別記）
　引き続き行われた懇親会ではすべての議案が
無事承認されたことでの安堵から終始和やかに
懇親を深められ、第４回は住田町で会いましょう
と次回の再開を約束し閉会となりました。

議案審議
第１号議案　次期地区ガバナー立候補者承認の件
第２号議案　次期第一副地区ガバナー立候補者
　　　　　  承認の件
第３号議案　次期第二副地区ガバナー立候補者
　　　　　  承認の件
第４号議案　2017～2018年度上半期会計報告
　　　　　  並びに監査報告の件
第５号議案　第64回年次大会運営要項承認の件
第６号議案　第64回年次大会代議員会提出議案
　　　　　  承認の件
第７号議案　第64回年次大会アワードの件
第８号議案　第４回キャビネット会議開催の件

　例年にない大雪の中県内各地からご参加いた
だき開催された第3回キャビネット会議は心配し
ましたが、77名（事務局含む）の参加者により定
刻に始めることが出来ました。
　森谷潤ガバナーの開会宣言に始まり、挨拶で
は複合議長の指名方法の変更やＦＷＴの活躍へ
の期待、64回年次大会への誘い、同じく複合年
次盛岡大会の盛り上げなどが話されました。
　引き続きキャビネット副幹事Ｌ．佐々木邦夫の
司会で議事は円滑に進行いたしました。
　ガバナーから複合地区ガバナー協議会の報告
があり、続いて地区コーディネーター報告では、Ｇ
ＳＴ‐Ｌ．吉田昭夫、ＧＬＴ‐Ｌ．千葉龍二郎、ＧＭＴ
‐Ｌ．高橋寛、ＦＷＴ‐Ｌ．菅原りつ子よりそれぞれ
の現状や課題等が報告されました。
　また、鈴木キャビネット幹事より第６４回年次
大会の開催場所が「住田町生涯スポーツセン
ター」に変更になり、同センターで全ての行事が
行われるとの報告でした。各クラブとも間違いの
無いようにご承知いただきたいと思います。
　議案審議では、第1号から第8号までの議案が

第３回  キャビネット会議
ライオンいわて編集委員長　Ｌ．熊 谷  千 洋

2017～2018年ライオンズクラブ国際協会 332-Ｂ地区

期日：2018年2月15日（木）　会場：盛岡市  ホテルメトロポリタン盛岡

IWATE
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ご　挨　拶
ライオンの皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、お待ちかねの第101回国際大会inラスベガスが6月29日（金）～7月3日（火）まで盛大に開催さ
れますので、332-B地区推薦コースをご案内いたします。地区の会員が一堂に会して明日のライオンズ
を語り合う絶好の機会ですので多数のライオンのご参加を心よりお待ち申し上げます。　

地区ガバナー　Ｌ．森谷 　潤　
地区国際協調・大会参加・ＰＲ情報・ⅠＴ委員長　Ｌ．渕上 　清　

第101回 ライオンズクラブ国際大会INラスベガス

332-B地区推薦コースのご案内

●旅行代金

ＭＧＭ
モンテカルロ

ニューヨーク ニューヨーク

333,000円
323,000円
313,000円

343,000円
333,000円
323,000円

82,000円
77,000円
72,000円

Ａコース（２名１室） Ｂコース（２名１室） A・Bコース共通
１人部屋追加差額ホテル

コース

旅行企画・実施　332-Ｂ地区推薦旅行会社
名鉄観光サービス株式会社 盛岡支店　官公庁長官登録旅行業第55号
支店長兼総合旅行業務取扱管理者 吉田明弘　担当者：川村勲（盛岡南ライオンズクラブ所属）、吉田
盛岡市大通３丁目3-10（七十七日生ビル9階）TEL 019－654－1058  FAX 019－654－1044

●申し込みについて
①推薦ツアーの申し込み締め切り
　期限は2018年4月5日（木）とし
　ます。また、航空座席、ホテルに
　は限りがありますので期限前に
　締め切る場合があります。
　予めご了承ください。

②手続き等ご不明の点は332-Ｂ地
　区推薦旅行会社名鉄観光サービ
　ス㈱の担当までご連絡ください。

第101回 ラスベガス国際大会参加概要

成田
米国西海岸着
ラスベガス着

ラスベガス市内

ラスベガス市内

ラスベガス市内

ラスベガス市内

ホテル
ラスベガス発
米国西海岸着
米国西海岸発
成田空港着
各地

成田空港着
各地

各地より成田空港へ（出発時間までに集合）
ロサンゼルス・サンフランシスコ経由にてラスベガスへ
空港からホテル到着　　　　　　　 ラスベガス 泊
インターナショナルパレード参加
コース及び実施時間は変更になる可能性があります。
332-Ｂ地区の夕べ（予定OP）
インターナショナルショー（自由見学）
MGMグランド・ガーデン・アリーナ　  ラスベガス 泊

朝：×
昼：機
夕：×

朝：○
昼：×
夕：×

朝：○
昼：×
夕：×

朝：○
昼：×
夕：×

朝：○
昼：×
夕：×

朝：○
昼：×
夕：機

朝：機

朝：機

17：00頃
午　前
午　後

18：00
19：00

夕　方

夕　方

航空機
航空機
専用車

徒歩又は
シャトルバス

徒歩または
シャトルバス

徒歩または
シャトルバス

徒歩または
シャトルバス

専用車
航空機

航空機

6月 29日 （金）

6月 30日 （土）

7月 1日 （日）

7月 2日 （月）

7月 3日 （火）

7月 4日 （水）

7月 5日 （木）

1

2

3

4

5

6

7

ラスベガス・ロサ
ンゼルス　市内

ホテル
ロサンゼルス着
ロサンゼルス発

ラスベガスからロサンゼルスへ
到着後、ロサンゼルス・アナハイム観光（ハリウッドチャイ
ニーズシアター、サンタモニカ、アナハイムスタジアム等）
　　　　　　　　　　　　　　　 ロサンゼルス 泊
専用車にてロサンゼルス空港へ

国際線にて帰国の途に　　　　　　　　　 機内 泊

朝：○
昼：○
夕：×

朝：○
昼：×
夕：機

午　前
午　後

午　前
午　前
昼

専用車
航空機
専用車

専用車

航空機

7月 3日 （火）

7月 4日 （水）

7月 5日 （木）

5

6

7

早　朝
午　前
午　前
昼

15：30頃

15：30 頃

初日総会・開会式参加　MGMグランド・ガーデン・アリーナ
資格証明と投票　MGMグランド・リゾート
MD332の夕べ　予定（OP）　　　   ラスベガス 泊

代議員投票　MGMグランド・リゾート
最終日総会・閉会式参加　MGMグランド・ガーデン・アリーナ
　　　　　　　　　　　　　　　　  ラスベガス 泊
専用車にてラスベガス空港へ
航空機にて西海岸都市
（ロサンゼルス、サンフランシスコ）経由成田空港へ
国際線にて帰国の途に　　　　　　　　　 機内 泊
無事、帰国、入国手続き
到着後、各地へ

無事、帰国、入国手続き
到着後、各地へ

２日目総会（自由）　MGMグランド・ガーデン・アリーナ
資格証明と投票　MGMグランド・リゾート
元国際理事／国際理事・元ガバナー／ガバナー合同晩餐会
MGMグランド・リゾート　　　　　　ラスベガス 泊

《成田空港発着》Ａコース（７日間）

《成田空港発着》Ｂコース

日　次 都市名 現地時間 交通機関 食事スケジュール

ライオンいわて2月号 11
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地区常任名誉顧問 L. 米谷　春夫（陸前高田）
大会会長 L. 森谷　　潤

第１副地区ガバナー
第２副地区ガバナー

L. 猿舘　伸俊（盛岡南）
L. 平野　喜嗣（盛　岡）

大　会　顧　問

大会委員長
大会副委員長
大会副委員長

L. 菅野　　剛（住　田）
L. 宮澤　信平（大船渡）
L. 村上　富夫（陸前高田）

大会幹事
大会会計
大会副幹事
大会副幹事
大会副幹事
大会副幹事
大会副幹事
大会副幹事
大会副幹事
大会副幹事
大会副幹事
大会副会計
大会副会計
ガバナー室室長
事務局長

L. 鈴木　芳勝（住　田）
L. 村上　繁喜（住　田）
L. 橋本　勝美（住　田）
L. 菅野　浩正（住　田）
L. 佐々木邦夫（住　田）
L. 甘竹　信吾（大船渡）
L. 崎山　陽一（大船渡）
L. 遠藤　健司（陸前高田）
L. 伊藤　勇一（陸前高田）
L. 出羽　秀二（大船渡五葉）
L. 佐藤　昌己（大船渡五葉）
L. 藤代　　広（住　田）
L. 佐々木初雄（住　田）
L. 千田　明夫（住　田）
L. 森岩　　彰（盛岡南）

ゾーンチェアパーソン
大船渡 LC会長
陸前高田LC会長
住田LC会長

大船渡五葉LC会長

大会ホストクラブ（4R2Z）
L. 熊谷　又吉
L. 榊原　昌宏
L. 長谷川利昭
L. 佐々木松久
L. 今野　善信

総 務 財 務 部 会

式　典　部　会

記 念 誌 部 会

代 議 員 部 会

ゴ ル フ 部 会

式典会場設営部会

交 通 案 内 部 会

部 会 長　L. 橋本　勝美
副部会長　L. 佐々木初雄

大会運営全般・タイムスケジュール・登録
受付・会計・来賓リスト・記念事業
式典に関する一切の業務
次第作成・司会進行
発刊に関する一切の業務
祝辞等の依頼含む

親睦ゴルフ大会運営一切の業務・企画
交通・救護・表彰式全般

交通案内

祝賀会会場設営（住田町生涯スポーツセンター）
次第作成・司会進行・席割・席札・飲食・案内・接待
アトラクション

代議員会会場設営（住田町生涯スポーツセンター）
受付・案内・司会進行・駐車場案内・警備会社との交渉・打合せ

式典会場設営全般（住田町生涯スポーツセンター）
来賓接待・来賓控室・ステージ・席札・会場案内・大会・セミナー

部 会 長　L. 菅野　浩正
副部会長　L. 佐々木邦夫
部 会 長　L. 阿部　祐一
副部会長　L. 瀧本　正徳

部 会 長　L. 鈴木　利男
副部会長　L. 中澤　武義

部 会 長　L. 新沼　　学
副部会長　L. 崎山　陽一

部 会 長　L. 千葉　弘志
副部会長　L. 佐藤　昌己

部 会 長　L. 栗村　安弘
副部会長　L. 甘竹　信吾

部 会 長　L. 伊藤　勇一

副部会長　L. 遠藤　健司
祝 賀 会 部 会

委　　　員　　　会 業　務　内　容

第
１
委
員
会

住
　
　
　
田

第
２
委
員
会

大
船
渡
五
葉

第
３
委
員
会

大
　
船
　
渡

第
４
委
員
会

陸
前
高
田

委　員　長　L. 佐々木松久

筆頭副幹事　L. 橋本　勝美

担当副幹事　L. 菅野　浩正

担当副幹事　L. 佐々木邦夫

委　員　長　L. 今野　善信
担当副幹事　L. 出羽　秀二
担当副幹事　L. 佐藤　昌己

委　員　長　L. 榊原　昌宏
担当副幹事　L. 甘竹　信吾
担当副幹事　L. 崎山　陽一

委　員　長　L. 長谷川利昭
担当副幹事　L. 遠藤　健司
担当副幹事　L. 伊藤　勇一

ライオンズクラブ国際協会３３２‐Ｂ地区第６４回年次大会組織表

ライオンズクラブ国際協会
　３３２‐Ｂ地区 第6４回年次大会〈ご案内〉

  第64回年次大会が下記日程にて開催される予定です、各クラブとも多数の参加を宜しくお願い申し上げます。

1. 開　催　日 2018年 5月12日 ㈯　親睦ゴルフ大会
  5月13日 ㈰　代議員会・大会式典・祝賀会

2. 開 催 場 所 親睦ゴルフ大会  （奥州市・江刺カントリー倶楽部）
 代　議　員　会  （住田町・生涯スポーツセンター／住田町下有住中上）
 大　会　式　典  （住田町・生涯スポーツセンター／住田町下有住中上）
 祝　　賀　　会  （住田町・生涯スポーツセンター／住田町下有住中上）

3. ホストクラブ ４Ｒ２Ｚ  （大船渡LC・陸前高田LC・住田LC・大船渡五葉LC）

4. 登　録　料 Ｌ．（10，000円）、 ＬＳ．ＬＬ．事務局員（8，000円）、 家族会員（8，000円）

会場が変更になりました会場が変更になりました

IWATE
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期 首 か ら の 会 員 動 静 （2018 年１月末）

（2017年7月～2018年3月迄で退会者ゼロクラブ100点、退会者1名以内クラブ50点をグットスタンディング大賞採点表に加算します）

ライオンいわて2月号 13
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ライオンいわて2月号14

1Ｒ1Ｚ
盛岡LC 2、5日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力
盛岡不来方LC 2、3、5日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力

盛岡中津川LC
2、3日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力
18日 ＬＣＩＦ＄２０献金

盛岡観武LC
～12月末 こどもみらい古本募金
2、4、5日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力
21日 こども食堂

盛岡南LC
２、３、４日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力
23日 都南地区防犯協会連合会

滝沢LC
18日 クリスマスオークション益金  社会福祉協議会に贈呈
18日 「いわて車いすフレンズ」へ古切手寄贈

玉山姫神LC 16日 啄木かるた大会へ協賛金拠出
1Ｒ2Ｚ

二戸LC
22日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
30日 カシオペア青年会議所交賀会

西根LC
5日 八幡平市商工会新年交賀会
11日 献血推進活動

安代LC
11日 献血推進活動
25日 安代地区社会福祉推進協議会に支援金

2Ｒ1Ｚ

花巻LC
12月29日 献血推進活動
～1月 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

紫波LC

6、7日 紫波町スポーツ少年団剣道大会激励
6日 紫波体育協会へ優勝カップ寄贈
７日 献血推進活動
18日 クリスマスチャリティオークション益金寄付

石鳥谷LC 8日 花巻市青年会議所賀詞交歓会
花巻東LC ～1月 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
東和猿ヶ石LC 25、27日 献血推進活動  新聞折込による呼びかけ

矢巾LC
10日 矢巾駅に雨傘60本提供
26日 矢巾町民劇場支援

2Ｒ2Ｚ
北上LC 12月1日～30日 資源回収リサイクル活動

和賀LC
12月28、29日 資源回収
15日 献血推進活動

北上国見LC
５、２６日 献血推進活動　3箇所
29日 使用済み切手　1872枚送付

江釣子LC
14日 献血推進活動
16日 資源回収（事業資金獲得）

3Ｒ1Ｚ
水沢LC 26日 使用済み切手　8107枚送付

江刺岩手LC
14日 江刺青年会議所　新年交賀会
27日 江刺区体育連絡協議会  新年交賀会

２７、２８日 江刺岩手LC杯フットサルカーニバルの開催

前沢LC
９日 小学生新春書き初め大会
14日 前沢LC杯少年剣道大会
21日 献血推進活動

水沢中央LC
9日 駒形神社清掃・安全祈願
13日 水沢中央LC旗フットサル大会

金ヶ崎LC
12日 金ヶ崎町体育協会・新年交賀会

20～30日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト展示会

金ヶ崎LC 22日 使用済み切手　782枚送付
胆沢岩手LC 16日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

3Ｒ2Ｚ
一関LC ー
平泉LC 30日 親子工作教室
花泉LC 30日 さくらの園へ資源再利用品収集支援
一関中央LC 15日 ＬＣＩＦ＄１０００献金
一関厳美渓LC 25日 使用済み切手　2000枚送付

4Ｒ1Ｚ

千厩LC 5日 新春祝賀会参加

大東岩手LC
12月18、20、22日 ３ヵ所の老人施設にクリスマス慰問
22日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト参加賞贈呈

東山LC
17～29日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテストポスター展
29日 献血推進活動

藤沢岩手LC 14日 子ども郷土芸能発表会協賛
川崎岩手LC ー

室根LC
6日 室根地域新年交賀会
24日 使用済み切手　2550枚送付
30日 ひかりの箱募金

4Ｒ2Ｚ

大船渡LC 25 声の図書館の点検と整備
陸前高田LC ー
住田LC ー
大船渡五葉LC ー

5Ｒ1Ｚ

宮古岩手LC ー
久慈LC ～１月25日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

陸中宮古LC
16日 百獣の王ライオンコンペ
28日 陸中宮古青年会議所賀詞交歓会

田野畑LC ー
岩泉龍泉洞LC ー

5Ｒ2Ｚ

釜石LC
17日 第439回LL奉仕活動
28日 釜石青年会議所新年交賀会

遠野LC
24日 障がい者施設支援  リサイクル品の回収
31日 使用済み切手　1500枚送付

釜石リアスLC
17日 使用済み切手　1000枚送付
18日 リメイク品材料送付

大槌LC
12日 ＬＣＩＦ＄１０００献金
17日 清掃活動

陸中山田LC

4日 山田町新年交賀会
7日 山田町成人式
11日 山田町育英会へ育英資金寄贈
20日 平昌パラリンピック選手壮行会
ライオネスクラブ

西根LS 5日 八幡平市商工会新春講演会
レオクラブ

盛岡LEO ー 世界のカレンダー展
石鳥谷LEO ー
北上LEO 12 いわての学び基金に寄付
一関二高LEO ー
釜石LEO ー

1月のアクティビティ
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１月　新入会員一覧
クラブ名 会員名（新入／再入／転入）

盛岡南LC

石　原　賢　一
首　藤　雄　大
髙　橋　　　肇
藤　村　　　勉

安代LC
小山田　勇　子
戸　澤　照　子
山　本　加寿子

紫波LC 高　橋　美代子
石鳥谷LC 菊　池　　　宏
北上LC 笠　井　成　人

水沢中央LC
伊　藤　　　功
佐　藤　有里恵

平泉LC 千　葉　秀　樹

一関中央LC
片　田　千　尋
野　坂　典　之

千厩LC 永　澤　由　利
陸前高田LC 村　上　節　雄

１月　LCIF＄1000献金

クラブ名 会員氏名 MJF回数

一関中央LC 小　岩　丈　郎 12
大槌LC 髙清水　敬　士 1

会　員　動　向

訃　　報

住田LC
故  L.  高橋  ミキ子
享年81歳（家族会員）
2008年11月入会
1月8日 ご逝去

▲陸中一宮駒形神社清掃・安全祈願（2018.1.9）

▲水沢中央ライオンズ旗争奪フットサル大会（2018.1.13）

平泉 LC

水沢中央 LC
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　平昌（ピョンチャン）オリンピックも大詰めを迎え日本のメ
ダル数が記録を更新したと報道され、盛り上がっております。
選手の皆さんの日頃の努力が実を結んだのでしょう。ご苦労さ
まと言いたいですね。
　雪が多く寒いこの冬ですが、こちらも記録を塗り替える大雪に
悩まされている地域も多いかと思います。お見舞い申し上げます。
　春はすぐそこまで来ています。我々も残り４回、元気を出して編
集作業をしたいと思います。

（編集委員一同）

編　集　後　記

平泉LC 二戸LC

親子工作教室

陸前高田LC

バレンタイン献血キャンペーン 国際平和ポスター展示

盛岡観武LC 花泉LC

盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力

滝沢LC

「いわて車いすフレンズ」へ使用済み切手寄贈 さくら園へ資源再利用品の収集支援

盛岡レオクラブ 安代LC

世界のカレンダー展

北上LC

献血推進活動 カレンダー販売2017

和賀LC 前沢LC 千厩LC

大槌学園へ図書購入資金贈呈 新聞を配達する人を励ます会第14回小学生書初め大会

《表紙の写真》
　連日の大雪でうんざりする今年の冬ですが、それでも辺りを
見回すと春はもうすぐそこまで来ている、と感じられる景色が
あります。
　今月号の表紙はそんな雪の中から芽を出し力強く花を咲かせ
る福寿草を見つけました。
　風情がない早春に咲く山吹色の春の息吹に力が湧いてきます。
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