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　2017年5月14日、一関文化センターに於いてライオン

ズクラブ国際協会100周年記念332-Ｂ地区第63回年

次大会が厳粛に挙行されました。当日は五月晴れに

は少し遠い空模様でしたが、前日のゴルフ大会が雨

に祟られたことを思えばライオンズクラブ100年の想

いが届いた、これぞ天からの贈りと思えてなりません

でした。	

　昨年8月に本県北部を襲った台風10号による甚大

な被災、そして東日本大震災から6年目を迎え、復興

への長い道のりが叫ばれる中、県内各地から多くの

会員皆様にご参加いただき「慶び溢れる大会」を開

催できましたこと、改めて感謝申し上げます。

　大会式典は、岩手県知事達増拓也様をはじめ一

関市長勝部修様、平泉町長青木幸保様、332-Ｃ地区

ガバナー岩本政郁Lの4名様をご来賓としてお迎えす

るシーンからスタート。途中、体調不良のLC会員を救

急搬送のため式典を一時中断する場面もありました

が、のちに回復されたとのことで安堵したところです。

セミナー講師として式典に出席いただいておりました

東京レスキューライオンズクラブの高橋長生Lが壇上

から駆け下り、その場で適切な指示を下さったことが

大変印象的でした。	

　本年度は国際会長	ボブ・コーリュー	Lテーマ「次な

る山を目指して」に呼応すべく〝「躍動」―この節目　

心一つに　未来へつなぐ―“をテーマに掲げた金野
ガバナーを中心に一致団結して取り組んでまいりまし

た、式典では代議員会決議事項がキャビネット幹事

から報告され、ひとつ山を越した感がありました。

　また、記念事業はライオンズクラブの次なる100年

に向け、わが国初の辞書「言海」を完成させた大槻

文彦先生をはじめ大槻三賢人を輩出した地として、

一関図書館へ図書・備品一式150万円寄贈としまし

た。また東日本大震災で被災した子ども達が健全に

成長することを願い設立された「いわての学び希望

基金」への寄付金300万円の贈呈、そして台風10号

で被災した県北の５クラブへ義援金贈呈が行われま

した。

　締めくくりは金野ガバナーの力強いライオンズロー

アで式典の有終を飾りました。	

　引き続き、一関市総合体育館で行われた祝賀会は

100周年を祝し16名による鏡開きで開会。たくさんの

一関の名産と技が振る舞われ皆様には大いにご満足

いただけたことと存じます。	

　ガバナー・キーを引き継いだガバナーエレクト森谷

潤	Lを中心とする次期キャビネットへの応援と協力を

誓いつつ、ここに第63回年次大会のご報告と皆様か

らの暖かいご指導ご支援に感謝申し上げ御礼とさ

せていただきます。誠にありがとうございました。

地区年次大会委員長
Ｌ 小岩 丈郎（一関中央 LC）

ライオンズクラブ国際協会100周年記念

第63回地区年次大会を終えて
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　第 63回年次大会「親睦ゴルフコンペ」が、5月

13日、一関市花泉町の南岩手カントリークラブで

開催されました。参加ライオンは総勢 89人。当日

は、あいにくの雨模様でしたが、参加ライオンは雨

にも負けず自分のプレーをのびのびと楽しんでいま

した。

　南岩手カントリークラブは、タフで個性的かつ挑

戦的なコースで、一味違う戦略味を堪能できる18

ホールです。特に INコースは曲がればすぐOB！　

ヒヤヒヤしながらのラウンドながらナイスショットも

たくさんあり、イーグルも出たほどでした。

　スコアの良かったライオン、悪かったライオンも和

気あいあいと新緑の木 を々背にゴルフを満喫した1

日だったようです。参加ライオンの皆様、本当にお

疲れさまでした。結果は次の通りです。

　開始予定の1時間前から会場に人が入り始め、最

終的には、176名の参加となる盛況ぶりであった。

　セミナー第一部は、東京レスキューLC幹事、高

橋長生 Lを講師に迎え、クラブの誕生経緯などを

話していただいた。レスキューという語から特殊な

人材の集まりかと思っていたらそうではなく、“普通

のおじさん”の集まりだった。ただ違いは、強い意

志、使命感、奉仕の心の強さが原動力となり、そし

て実際の行動を起こした有志であった。昨今のクラ

ブ運営の諸問題に鋭くメスを入れ、会員増強、若者

離れ等、一進一退を続ける現状、事務局まかせの

体質、マンネリ化したアクティビティ。これを打破す

る一例が特化したアクティビティを実践している東京

レスキューLCではないかと思う。高橋長生Lは、「私

は普通のおじさんです。特殊能力があるわけではな

い。そこにあるのは、強い思いと奉仕への情熱だけ。

その思いが周りを動かし、行動を共にする仲間が集

い、情報収集と初期支援を兼ねた、その行動に特

化したクラブが生まれた」と言っている。3.11を通

じて今の形があるという話を聞き感銘を受けた講演

だった。	

　第二部は、一関市消防本部防災課長　佐藤幸紀

氏から一関の現状、体制を話していただいた。災害

は、地震だけでなく、水害、火災、今はミサイル対

策まで考える時代になった事などから、自助、共助、

公助の“3助”が大切なキーワードになるという。あ

たり前の事をあたり前に日常の心がけが大切という

事を再認識した講話でした。短い時間でしたがとて

も有意義な時間を共有でき、両講師に感謝です。	

ライオンいわて編集委員
L 伊藤 和江（一関厳美渓 LC）

セミナー部会長
Ｌ 千葉 廣光（平泉 LC）

親睦ゴルフコンペ

国際協会332-B地区

第63回年次大会セミナーについて

上位10位までの結果

❖山本 幸雄 L（石鳥谷）
12 位　小野寺 巌 L（水沢） 16 位　佐藤 忠一 L（一関中央）

17 位　玉澤 肇 L（藤沢岩手）13 位　吉田 淳 L（紫波）
18 位　佐々木 和夫 L（盛岡中津川）

14 位　佐藤 孝夫 L（石鳥谷） 19 位　廣田 利光 L（矢巾）
15 位　一戸 亜夫 L（盛岡中津川） 10 位　小野寺 香 L（花泉）

お見事イーグル達成！

午後も気合い入れて
頑張るぞー！
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年次大会祝賀会

　式典を終えた各クラブの会員の皆様は、一関文化

センターからシャトルバスで次 と々総合体育館（ユー

ドーム）に到着、バスから降りた瞬間いい香りがした

ためびっくりされていた様子。それもそのはず、野外

の屋台ブースでお蕎麦や焼きそば、ジューシーなハム

を焼く香りが食欲をそそっていたのです。ちょうど昼

食時とあり、皆さん童心に帰ったかのように、屋台を

覗き込んで嬉しそうに会場に入っていかれました。一

関と言えば「お餅」！ということで、体育館の入り口で

は昔ながらの杵と臼で餅つきパフォーマンスが行わ

れていました。物珍しさと懐かしさからか、足を止め

てご覧になる方、その場でお餅を頬張る方も多かった

です。私も餅つきやりたかったな！	

　一方、体育館の中から凄い威勢のいい太鼓の音

が。会場入り口で、時の太鼓のメンバーが迫力満点の

演奏を披露して出迎えてくれました。さぁ、いよいよ祝

賀会の始まりです。	

　金野幸造ガバナーの「ウィサーブ」を皮切りに、ス

テージでは16名の鏡割りのパフォーマンスで開宴。

豪華なお弁当、オードブルに舌鼓を打つなか、私は

背中に視線を感じていました。誰かが私を見てい

る…。ドキドキしながらゆっくりと振り返ると、そこに

はなんと！巨大マグロの姿が！！「ねぇ、ボク、食べら

れちゃうの？」と言わんばかりのつぶらな瞳で私を見

ていたのです！！これから解体されてしまうマグロさ

ん。参加者の注目の的となっていました。約800人分

ですからね…。その他にも新鮮なウニ、『松栄堂』の

みたらし団子、ショートケーキ、『一関ミート』のハム、

『磐乃井酒造』の日本酒などなど、目移りしそうなほ

どの種類の屋台が並びました。特に日本酒は大好評

で、準備したお酒がすっからかんになってしまうほど！

（私もかなり貢献しました）お土産に準備された日本

酒も売り切れてしまい、私自身も買いそびれてしまい

ました（笑）。残念！	

　祝賀会の後半は各クラブの周年記念式典のPR発

表です。二戸、江釣子、水沢中央、一関中央、一関厳

美渓5クラブが、クラブごとにステージに上がりそれ

ぞれ特徴のある発表を披露していました。	

　最後に当たりくじにより100名に磐乃井酒造の純米

酒「真心」、またテーブルに飾られた鉢花を100名に

進呈するという抽選もあり、最後まで会員の皆様を盛

り上げてくれる進行に感動させられました。参加ライ

オン全員が心もお腹もいっぱいで、本当に満足してお

帰りになった様子に大変安堵いたしました。

ライオンいわて編集委員
L 伊藤 和江（一関厳美渓 LC）
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「あなた方を忘れない」の
言葉とともに

国際地球デー・第16回植樹会
~ライオンズクラブ国際協会100周年記念植樹〜

　2016年11月26日、陸前高田LCでは、ライオンズの

森で国際協会創立100周年記念レガシー・プロジェ

クトの一環として記念植樹を行いました。現ライオン

ズの森は、東日本大震災後にこの場所に移し管理し

ています。2012年5月に332-B地区の事業として建立

された鎮魂の碑『友愛』の後ろ面には、当時のガバ

ナー髙橋晴彦Lの思いを表した「あなた方を忘れな

い」という言葉と震災によって亡くなられた地区メン

バー23名の名前が彫刻されています。23名の内、当

クラブメンバー13名の名前も刻まれております。

　当クラブでは、この森で3月11日はもちろん、年4～

5回の草刈りや清掃活動を行い黙祷を捧げておりま

す。この森は、私たちにとって共に活動してきた仲間

に会えるかけがえのない場所で、植樹の場所選定に

当たってもメンバー全員が、100周年の記念に行う

植樹はここ以外にないと決定しました。	

　当日は天候にも恵まれ、ベニヤマボウシ1本、シロ

ヤマボウシ2本を植樹し、鹿の食害を防止するため

金網を張り、植樹されたヤマボウシの傍らには記念

碑も建立しました。ベニヤマボウシは、江戸時代末

期に陸前高田市の霊峰	氷上山中腹で自然変異に

よって生まれたとされ、我々には大変馴染み深い樹

木です。	

　今回ヤマボウシを選んだ理由は、花言葉が『友

情』だったことです。震災で全国、全世界のライオン

ズを始めとした皆様から物心両面の暖かいご支援

を頂きました。その友情をこの地域や次代に伝える

思いも込められております。

　盛岡不来方ライオンズクラブ（会長	高橋重幸	L）

では、4月21日金曜日、午前11時から盛岡市内高松

公園に継続16回目となる桜の植樹を行いました。こ

のＡＣＴは盛岡市立上田小学校4年生並びに上田地

区活動推進会の皆さんと合同で行っており、毎年コ

ツコツと10本の八重紅枝垂れ桜を植え160本目を数

えるまでになりました。そして今回は、江戸彼岸桜と

その傍らには重厚な石柱を建て100周年のシンボル

としました。この江戸彼岸桜は、雫石町の「一本桜」

から接木された3mほどの苗木です。岩手山を背景に

した一本桜の佇まいは、今や岩手を象徴する名所と

なっています。植樹した「4年生」がやがて我が子で

ある「4年生」と共に、大きくなった「高松の一本桜」

に思いを馳せる日が訪れるよう願います。

陸前高田ライオンズクラブ幹事　
L 遠藤 健司

盛岡不来方ライオンズクラブ
 環境保全・レクリェーション・レディ副委員長

Ｌ 星 憲治

国際地球デーにまつわるアクティビティ



6　ライオンいわて6月号 

　ガバナーが 1年を通して次の100 年に繋がるイ
ノベーションを興しましょうと訴え続けてきたアク
ティビティの見直しを議論する切り口として、ILC
誘致活動とからめて議論することを提案したいと
思います。	

　International（国際）	Linear（直線）	Collider（衝
突型加速器）の頭文字なそうです。10kmから
50km加速器用トンネルの両端から電子と陽電子
を、光速に近い速度で加速して正面衝突させ、宇
宙ビッグバン状態を作り出し、宇宙誕生の謎や時
間と空間の謎を解き明かす装置、ということです。
聞いたときは解かったように思っても、後になると
解かっていない自分がいます。	
	

　ILCを理解できなくても、国際プロジェクトが
岩手に誘致されれば、震災復興に必要なエネル
ギーを供給されることになり、誘致に失敗すれば
実体として復興は不完全なモノになることは私に
も解かります。又、奥州市では小中学生に ILC
の理解を深める学習を実施した結果、「私は ILC
の研究者になりたい」という生徒が続出している
成果を見ても青少年育成の核になる可能性もあり
ます。
　そして ILCの研究所ができる以上に魅力を感
じるのは、スイスのセルン（※1）のように研究所
の近くに研究者や技術者とその家族が生活する1
万人規模の学園都市が形成される可能性がある
ということです。即ち、岩手県の人口減少に歯止
めがかかる可能性が大きいのです。
　しかし、長期滞在する技術者や研究者は自分

の意志で住居を決めます。研究所から遠くないと
ころに学園都市を形成していただくためには、学
校や病院などのインフラが整っている仙台にとら
れないために、仙台に負けない、あるいは同等以
上と思っていただける理想を提供する必要があり
ます。	

　物理的インフラの整備は行政が担うにしても、
豊かな自然や伝統に裏付けされた文化や地域の
芸能や祭りなどを土台にした地域の空気感は、
長期滞在の中で子育てする彼らには大きな魅力に
なると言われています。この部分に関しては行政
ではなく私たち民間が受け持たなければ出来ない
と思います。例えば豊かな自然を育成するために
私たちは何ができるか、彼らの子供たちと地元の
子供たちが一緒に遊んだりスポーツをしたりでき
る場を企画するとか、私たちが子供たちを育成す
るのに安心な地域であり住みよいところであるこ
とがそのまま彼らにも住みよいところであることを
前提に考えれば、我々LIONSCLUBのアクティ
ビティの見直しがそのままILCの誘致活動に繋が
ると思います。

次の100年につながる
　　　　　　　 アクティビティとILC

ライオンいわて編集長　L 菊地 慶矩

ILCって何？

ILC を解かってなくても解かること

ILC 誘致に私たちができること

（※ 1）	
セルン：スイスとフランスの国境地帯にある、世界規模の素粒子物理学研究所。欧
州原子核研究機構（Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire）が正式名称。
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　Mr.LIONSと呼ばれるに相応しい人は各ク
ラブにおりますが、当一関中央 LCも多くの
Mr.LIONSと呼ばれた人々の努力によって、40周
年を迎えることができると思っております。それぞ
れ個性豊かなMr.LIONSでしたので、目指すべき
方向や学ぶべきことを、様々な角度から教えてい
ただきました。Mr.LIONSから程遠い私だから書
けるMr.LIONS（現役の方を含めると誤解を招くこ
とも多いので鬼籍に入った方限定）を紹介してみ
たいと思います。	
　初代会長の千葉一郎 Lは、チャーターメンバー、
言い換えれば LIONSCLUBに関して知識のない
集団を、同様に知識のない会長が、「ライオン必携」
を片手に一般常識を前面に出し、当たり前のこと
を当たり前のように実行（これが一番難しいことか
と思います）し、会員をまとめ、ライオンズクラブ
らしく活動する土台を作った方です。クラブとして
は未成熟な段階でガバナー輩出の話が回ってきた
とき、真面目で真摯な姿で会員に対応する千葉一
郎 Lをガバナーにして、皆で頑張ればやれるので
はという気運が生まれ、受けることにしました。
　この時キャビネット幹事として先頭になってガバ
ナーを支えたのが、2代目会長の藤原智 Lでし
た。多少強引に推し進めるところもあり、経費削
減のため自社内に事務局を置いたこと等からクラ
ブを私しているのではと誤解を与えたこともありま
した。しかし、自己の損得を考えず「他クラブに
負けない一関中央ライオンズクラブにするには」が
判断基準で行動した方でした。	
　当クラブで 2人目のガバナーになった千葉實 L
もMr.LIONSと呼ぶに相応しい方でした。藤原 L
と同様に親分肌ではありましたが、藤原 Lとは異
なり、メンバーの力量を見極め、任せて、余分な
ことを言わず、力を出させて結果責任は自分が取
るという方でした。会員間で意見が割れたときは、

あるべき方向に全員を説得できるだけの皆の信頼
を得ているという方でもありました。	
　鬼籍に入った方のなかにも、そして現役の会員
のなかにも、Mr.LIONSと呼ぶに相応しい方々が
まだまだおりますが、その方々のおかげで現在が
あり、未来があると思っています。そして多くの
会員はMr.LIONSにはなれないまでも、それぞ
れ自分に合ったMr.LIONS の影響を受けながら
Mr.LIONSを目指して活動していると思います。
　私自身も自分の身の丈に合った関わり方でクラ
ブに所属していますが、そんな私が真似したくと
もできそうにもないけれど、憧れのような存在の
Mr.LIONSが平間紀夫 Lです。彼は若い頃消防
団に入ったとき、その時からいつ出動命令があっ
ても問題ないように酒を辞めたそうです。消防団に
入るだけではなく、様 な々ボランティア活動にも参
加し、また人付き合いも良く、地域や友人の集ま
りの企画から設営まで黙 と々やっていたそうです。
そんな平間 Lは、結成以来例会無欠席を当たり
前のようにし、偉ぶるところもなく、強引に物事を
推し進めることなく、常にいぶし銀の如く存在し、
目配り、気配りをし、派手さはなくてもなくてはな
らない存在で、あたかも宮沢賢治の『雨ニモマケ
ズ』で歌い上げた人のように思える方でした。こ
れは私だけではなく、多くの会員が彼の背中を見
て、その大きな影響を受けたように思います。そし
て次のガバナーのチャンスが来たらぜひ平間Lに
なってもらいたいと願っておりましたが、チャンス
が来た時には受けて立つ体調ではなかったのが非
常に心残りであると同時に、それもまた平間Lら
しいかなとも思っています。	
　その平間Lが、楽しみにしていた年次大会を目
前に鬼籍に入ったのは大変なショックでした。し
かし、中堅の会員が彼の背中を見て育っているこ
とに感謝の思いを込めて冥福を祈ります。

一関中央ライオンズクラブ　L 菊地 慶矩

Mr.LIONS と呼ばれた人々から学ぶこと、目指す方向
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シリーズ　森のなかのいわて…共生の道

最終回　葛巻から久慈渓流へ

　この日は今までになく天気が良く、風も穏や
かだったので、どうせならばと途中観光をしな
がらの取材となりました。初めに『くずまき高
原牧場』に立ち寄り、標高 700mから見える山々
を見ながら、牧場の濃厚ミルクで作った濃厚ソ
フトクリームを味わうことに。この牧場のある
葛巻町は、人口よりも乳牛の数のほうが多いそ
う。観光資源にも乏しかった葛巻町ですが、町
全体で牧場を盛り上げ、豊かな自然を守りつつ、
『くずまき高原牧場』のブランディングに成功
しています。牧場からは七時雨山が見え、雲が
ゆっくりと流れる様子に癒されました。

8月号からスタートした「シリーズ森のなか
のいわて…共生の道」も、今号で最後です。
最後の取材は、葛巻から久慈へ続く森です。
L小野寺進、L菅原徳哉、L熊谷嘉高で取材
をしてきました。

葛巻から見える七時雨山

新鮮な乳製品が揃っていました。
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最終回　葛巻から久慈渓流へ

　次に、江刈川蕎麦引き水車の近くで昼食をと
り、雄大な展望に恵まれた日本一の白樺林『平
庭高原』へ。標高 800mで葛巻町と久慈市に跨
るこの高原は、県立自然公園に指定されており、
約 300ha に約 31万本も白樺が林立しています。
岩手県南に住む私たちは「山の色が違うね」と
感想を語り合いました。	
　そして今回最大の目的地である久慈渓流に向
かいました。久慈渓流は、久慈市から旧山形村
へ続く国道 281 号線沿いを流れる渓流で、川に
面した山腹は断崖となって落ち込み、変化にと
んだ渓流の美しさを堪能できます……と思いな
がら向かう途中、ふと頭をよぎったのは、台風
10 号の影響はなかったのかということでした。
この不安は的中し、久慈渓流の取材は中途半端
に終わってしまいました。	
　岩手県は山ばかりと言いますが、牧場、ミル
ク、ワイン、白樺など、岩手の山の恵みを借り
て我々は生活していると思うと、愛しい存在に
思えてくるのは私だけでしょうか。

取材・文／ L	熊谷	嘉高

　「今年は 1年間、森について特集する！」という編集長　菊地慶矩 Lの号令は、昨年 6月の
編集会議でのことでした。そこから毎月、会議ではどこの森を訪ねようかと話し合いが持たれ、
県内あちらこちらのクラブにご協力いただきながら取材を重ねました。実際に足を運んでみて、
森について、自然について、編集委員それぞれに見識を新たにいたしました。手つかずだった
森の手入れを始めてみようか…そんなふうに思い、行動に移してくれるライオンが一人でも多
く手を挙げてくれることを願ってやみません。ご協力いただきましたライオンの皆様、ありが
とうございました。（編集委員一同）

1 年を振り返って

昼食はお蕎麦屋さん

囲炉裏もあります

久慈渓流の現状

平庭高原では
まだ桜が
咲いていました

”日本一の白樺美林 ”
と呼ばれ、周辺には
宿泊施設や闘牛場も。
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　いよいよゴール地点の安倍館に向かう。国道
396 号と国道 4号が交差する南大橋から、盛岡
市街には入らず4号線を迂回、NHK 盛岡放送局
通りの 46 号線に進み、館坂橋手前から舘向地区
に右折、北上川東岸から安倍館を望む。
　この地は過去に何度か訪れているが「あづま海
道」の視点で散策するのは初めてであり、改めて
平安時代の安倍氏の本拠地に心が躍る。
　現在、この地より1kmほど北西にある里館（さ
たて）を含む広範な地域を厨川柵（くりやがわの
さく）、安倍館遺跡は嫗戸柵（うばとのさく）と
紹介されている。ご存じとは思うが、復習の意味
も含め安倍館の変遷を紐どいてみる。

　「平安時代の陸奥国の豪族であった安倍氏は、
勢力を次第に拡大し、北上川流域の奥六郡（現
在の岩手県内陸部）を拠点として糠部（現在の青

森県東部）から亘理・伊具（現在の宮城県南部）
にいたる広大な地域に影響力を発揮していた。厨
川柵と嫗戸柵はこうした領土の支配拠点として整
備されていった。
　しかし大和朝廷と次第に対立するようになり前
九年の役（1051年～1062 年）が勃発。安倍一
族は朝廷の討伐軍を率いる源頼義の軍勢と戦い、
1062（康平５）年に厨川柵で滅亡した。　
　その後、清原氏、藤原氏の時代を経て1189（文
治５）年、平泉藤原氏を滅ぼした源頼朝は、奥
州征伐の勲功により伊豆国の御家人・工藤行光を
岩手郡の地頭とした。
　当初、工藤氏は里館（厨川館）を拠点にしてい
たが、次第により堅固で大きな城が必要となった
ため、新たに厨川城（安倍館遺跡）を築いた。
　厨川城自体は 1332（元弘２年、正慶元）年
に南部家に臣従したあとも厨川氏が城主を勤め、

館向地区から北上川をはさんで安倍館を望む

安倍館にたたずむ

―その10―
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安倍館の貞任・宗任神社

静寂な前九年公園

1592（天正 20）年の豊臣秀吉による一国一城令に
よって取り壊されるまで続いたと見られる」
と解説されている。

　舘向地区からあらためて館坂橋を渡り、安倍館に
入り、貞任・宗任神社を詣でる。安倍氏が滅亡して
955 年、安倍館が取り壊されて425 年後の今、私
たちは、その偉大な歴史の跡に佇んでいる。更に前
九年公園に行く。多種類の樹木のほかに何があるわ
けでもないが、爽やかに吹く風のなかに、かすかに
アテルイやモレの声がきこえて来た。
　「何も求めてはいない。この大地の草木を枯らすこ
となく、自然のおもむくままに歩んでほしいだけだ」

　最後になるが、この旅の目指した真意を、中尊寺
佐々木邦世師が仏教文化研究所論集第四号で述べ
られている言葉で〆たい。
「―古道在山河―古道山河に在り。真の人の道は、
山河大地の有り様のなかにある。
歴史のなかに先人が成した跡を見て識って、山河に
心を耕す、平泉の文化遺産です」

　この一年間、私たちの妄想の旅にお付き合い頂き
本当にありがとうございました。これをもって「あづ
ま海道を行く」を終了させて頂きます。どんとはれ !

ルポ／梅木隆詩
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「思いを伝承していく自然との共生活動」

　「思いを伝承していく自然との共生活動」をテー

マに、「ふれあいの森林」「ライオンズクラブ100周

年瀉瓶桜」について、会長・坂本正 Lをはじめと

する陸中山田LCの皆様に案内していただきました。

「瀉瓶（※1）１００年先まで思いを伝承する」とい

う坂本会長のスローガンを、年間をとおしてライオ

ン全員で共有できることは、１年の方向性を示す上

でも素晴らしい試みであると感じました。

　このたびの植樹は、東日本大震災により被災し

た鯨と海の科学館に隣接する公園で行われました。

東日本大震災発災以降、支援ライオンズクラブか

ら植樹の申出があったそうですが、山田町には植樹

する場所がなく実現することが出来ずにいたそうで

す。あれから6年が経過し、弘前東奥LC、北上

国見LC、江釣子LC、一般社団法人「てあわせ」、

有限会社花水建設、AOMORI花嵐桜組の皆様の

お力をお借りして5月28日、枝垂れ桜やソメイヨシ

ノ等の桜143本を植樹をしました。ライオンクラブ

100周年と坂本会長のスローガンに合致する素晴ら

しい事業だと思います。いつか多くの桜がこの公園

で咲き誇り、桜の名所となる、そんな景色を思い浮

かべ、その時期には是非また訪れたいと思います。

　続いて山田町小谷鳥地区から少し山道を進んで

いったところにあるライオンズの森「ふれあいの森

林」へ。小谷鳥地区は、東日本大震災、昨年の台

風10号による被害があった場所で、海岸景色の美

しさと怖さの両方を見て取れる場所でもありました。

　ふれあいの森林は、陸中山田LC 設立１年の

1984 年5月31日に整備されました。２haの土地

に杉4000本、松 800本、桜が 60年の契約で

借受け植樹されています。きちんと整備された、５

月新緑の季節も相まって緑のきれいな森林でした。

東屋からは、当初は海を一望することが出来ました

が現在は、海を望むことは出来ず、それでも静か

に波音は聞こえるそんな心安らぐ場所でした。ふれ

あいの森林に続く道の海岸側の森林は、魚つき保

安林で伐採ができないと坂本会長から説明もあり、

三陸海岸を一望できる景色も木々に隠れもったいな

い、そんな気持ちにもなりました。

	

　来年、陸中山田LCは35周年。ふれあいの森

林の整備について何か考えているか尋ねたところ、

来年の三役に任せるということでしたが、ライオン

ズクラブ100周年にあわせて記念事業を行ったク

ラブですので、こちらも楽しみになるようなアクティ

ビティを考えているのではと期待に胸が膨らみます。	

ライオンいわて編集委員
L	菅原	公正（一関中央 LC）

「ラインオンズクラブ100周年瀉瓶桜」

「ふれあいの森」

「終わりに」

（※ 1　瀉瓶（しゃびょう）：師が弟子に仏法の奥義をもれなく伝授すること）
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厳美渓畔を美しく

豊かな森づくり
整備のはじまり

　4月27日、早朝6時から以前当クラブで植樹

した桜の木の追肥、メンテナンス、厳美渓周辺の

清掃を、散りゆく桜の花々を目にしながら実施しま

した。	

　厳美渓は、栗駒山（須川岳）を水源とした磐井

川中流の渓谷で全長 2km、昭和2年（1927年）

に国の名勝及び天然記念物に指定され、数万年の

時の流れが刻んだ神秘の造形美です。世界遺産・

平泉の構成資産の一つ、毛越寺から厳美渓への

観光モデルコースでもあり、毎年多くの観光客が訪

れています。

　又、10月下旬から11月上旬にかけては、厳美

渓周辺に取り付けた巣箱の清掃とメンテナンス活

動を、本寺、厳美両小学校の生徒さんたちと実施

しております。この活動は青少年育成の一環として

生徒同士の交流は勿論のこと、国の天然記念物

に指定された場所には消毒ができないということも

あって自然の森に巣箱を設置することで野鳥の保

護を目指すものです。	

　毎日、各地、各国から足を運んでいただく観光

客のためにも、恥ずかしくないような活動をメンバー

全員、今後ますます努力して美しい厳美渓にしてい

きたいと思います。	

　みなさん、遊びに来てくださいねぇ?

　栗駒山の麓、“いちのせき健康の森”の入り口か

ら間もない国道 342号沿いに「みんなで育てよう

…豊かな森」の標識が見える。通称ライオンの森

である。本誌で幾度か触れてきた森の整備、一関

中央 LC会長・竹本裕一Lは、国際地球デー「地

区一斉植樹の日」に因み数年来放置状態であった

この森に植樹することとし、地区年次大会終了後

の5月28日に決定しました。実施間近い日に見た

現場は、青葉が目に染みる良い季節になっていまし

たが、反面雑木や雑草が生え伸び、先ずは草刈り

と適度な除間伐などが必要となり、5月28、29

日の2日間の作業となりました。28日は雨の中で

の草刈りとなりましたが、翌 29日は祝う如くの快

晴でした。	

　今回は標識板の両側に山桜2本の植樹となりま

した。会長・竹本 Lはじめ一関中央 LCの念願が

叶い皆がホッとした様子でした。	

　今後は伝統のACT月一労働奉仕の1回は、こ

の森に手をかけることにしたいと、会長の言葉があ

りました。植樹に際し、一関厳美渓LCの佐藤利

喜 L（一関造園）にご指導いただき感謝申し上げ

ます。

ライオンいわて編集委員
L	伊藤	和江（一関厳美渓 LC）

ライオンいわて副編集長
L	小野寺	進（一関中央 LC）
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4 月のアクティビティ
1R1Z

盛岡 LC
14日 リトルリーグ支援

22日 国際地球デー　盛岡市中央公園植樹

盛岡不来方 LC
10日 LCIF ＄1000献金

21日 国際地球デー　高松公園植樹

盛岡中津川 LC －

盛岡観武 LC

26日 直接献血

2日、16日 こども食堂

29日 林邊国際獅子會と共同ACT

盛岡南 LC 20日 国際地球デー　盛岡アイスリンク植樹

滝沢 LC 27日 国際地球デー　清掃活動

玉山姫神 LC 18日 国際地球デー　ライオンズ公園整備と植樹

1R2Z
岩手 LC －

二戸 LC 17日 使用済み切手　7780枚送付

西根 LC 17日 献血推進活動

安代 LC
29日 桜松公園清掃活動

29日 100周年記念植樹　桜松公園

2R1Z
花巻 LC

3月 31日 花巻少年少女創造活動支援協会

22日 国際地球デー　環境保全

紫波 LC 22日 ライオンズの森環境整備

石鳥谷 LC 22日 国際地球デー　ライオンズ庭園への植樹

大迫早池峰 LC －

花巻東 LC
12日 東日本大震災　被災地支援バスツアー

22日 国際地球デー　清掃活動

東和猿ヶ石 LC －

矢巾 LC

5日 矢幅駅周清掃活動

29日 「森山パークに桜とアジサイの森作り」協力

29日 100周年記念植樹　ライオンズ庭園

2R2Z

北上 LC

3月 1日～ 31日 資源回収リサイクル

9日 ゾーン内合同ACT緑化推進事業

13日 献血推進活動

18日 使用済み切手　12000枚送付

19日 北上桜の会へ「桜愛護育成支援金」

21-24 台湾屏東市獅子會との共同ACT

和賀 LC

6日 資源回収

9日 ゾーン内合同ACT緑化推進事業

22日 国際地球デー　愛宕山広場へ植樹

北上国見 LC

6日、20日 献血推進活動

9日 ゾーン内合同ACT緑化推進事業

19日 さくら愛護育成資金贈呈

21日 国際地球デー　白ゆり購入代金寄贈

江釣子 LC
4日、22日 資源回収
9日 ゾーン内合同ACT緑化推進事業
9日 献血推進活動

3R1Z
水沢 LC

12日 献血推進活動

14日 後藤新平顕彰会

江刺岩手 LC
15日 えさし花プロジェクト協議会「観桜会」植樹

20日 国際地球デー　向山公園植樹

前沢 LC
16日 献血推進活動

20日 国際地球デー　お物見公園植樹

水沢中央 LC 22日
国際地球デー　100周年記念　ひまわり
園へ桜の植樹

金ヶ崎 LC

7日 金ヶ崎町立第一小学校入学式

8日 国際地球デー　泰養寺浄土庭園植樹

22日 使用済み切手　9597枚送付

30日 献血推進活動

胆沢岩手 LC 10日 交通事故防止推進期間街頭指導

3R2Z
一関 LC

13日 国際地球デー　記念植樹した桜の手入れ

23日 献血推進活動

平泉 LC 22日 国際地球デー　弁慶の森草刈剪定

花泉 LC 18日 老人ホームに植樹

一関中央 LC
2日 春期 YCE生受け入れ

22日 環境保全活動

一関厳美渓 LC 27日 国際地球デー　植樹後のメンテナンス

4R1Z
千厩 LC 10日 春の交通安全運動街頭指導

大東岩手 LC 27日 国際地球デー　花のプランター寄贈

東山 LC
8日 ランドセルカバー寄贈

10日、11日 交通安全街頭指導

藤沢岩手 LC
7日 町内 3小学校新入生に防災頭巾贈呈

13日 100周年記念植樹　藤沢こども園へ植樹

川崎岩手 LC
19日 川崎小学校へ図書寄贈

25日 川崎町民ライオンズ杯GG大会開催

室根 LC
7日 室根各小学校入学式にランドセルカバー贈呈

8日 室根山山開き　100周年記念植樹　
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盛岡南LC
故 L 潮田 敏博　
享年70歳（1993年8月入会）
4月17日ご逝去

会 員 動 向

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）
盛岡 LC 藤　原　　　貢
盛岡中津川 LC 柏　　　眞喜子
盛岡観武 LC 黒　澤　のり子

盛岡南 LC 八重樫　　　仁
川　村　沙智子

西根 LC 髙　橋　秀　子

江釣子 LC 佐　藤　　　健
平　野　　　良

一関 LC 百　々　正　博
陸前高田 LC 佐々木　敦　美
陸中山田 LC 小　野　　　貢

クラブ名 会員氏名 MJF回数
盛岡不来方 LC 高　橋　重　幸 1

4 月 LCIF＄1000 献金

4 月 新入会員一覧

4R2Z

大船渡 LC

11日 大船渡市赤碕中学校ピアノ寄贈コンサート

23日 100周年記念植樹

23日 国際地球デー　清掃活動

23日 声の図書館　点検と整備

陸前高田 LC 17日 直接献血　2名

住田 LC
10日 交通安全街頭指導

23日 気仙川一斉清掃

大船渡五葉 LC －

5R1Z
宮古岩手 LC －

久慈 LC 27日 国際地球デー　久慈川河川公園に植樹

陸中宮古 LC

7日 春の交通安全運動街頭啓発活動

11日 レディの会奉仕活動　

17日 十二神千古の森協議会

22日 百獣の王ゴルフコンペ

23日 宮古市役所にテレビ 1式寄贈

23日 ふるさと応援コンサート

26日 交通安全対策協議会

田野畑 LC －

岩泉龍泉洞 LC 27日、28日 献血推進活動

5R2Z

釜石 LC

19日 第 430回 LL 奉仕活動

22日 国際地球デー　梅苗植樹

22日 植樹祭後交流会

7日 釜石商工高等学校入学式

遠野 LC
19日 リサイクル品の回収

19日 国際地球デー　踊鹿配水公園内梅の剪定

釜石リアス LC

19日 アイバンクひかりの箱設置協力感謝の夕べ

22日 国際地球デー　大渡町～浜町　清掃・除草

25日 使用済み切手　1000枚送付

大槌 LC －

陸中山田 LC －

ライオネスクラブ
西根 LS 20 日 むらさき苑へタオル 150枚寄贈

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 －
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西根LSC

北上LC

滝沢LC

和賀LC

花巻東LC 盛岡レオクラブ

千厩LC

北上国見LC

水沢LC

国際地球デー 盛岡レオクラブの入会式献血推進活動

春の交通安全

山ゆりの球根代贈呈

むらさき苑タオル贈呈

紫陽花下草刈り・清掃

植樹祭

花桃植樹・景観整備
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　アクティビティ フォトグラフ

　100周年の節目の年、ガバナーの思いを受け止め次の
100年に向け「変えてはいけないもの」の一つと捉え、「ライ
オンいわて」では“シリーズ森のなかのいわて…共生の道”を
主テーマに掲げました。編集長の指揮のもと編集委員が取
材地を分担し、332-B地区各地の森や山の自然を訪ねて回
りました。伺った未知の地では初対面のライオンメンバーの
方々が多忙のなか、昨日の友であるが如く親しく案内してい
ただきました。ライオンズの仲間ならではの友情と絆を心深
く感じ編集委員としての責任と喜びを覚えました。	
　岩手はあまりにも広く取材はほんの一部となりましたが森
や山の多い豊かな自然の美に触れることも出来ました。自然
環境を傷つけず守り続けて子孫に繋いでいかなければと思
いを新たにしました。	
　取材先で案内してくださいました方々、寄稿してください
ましたクラブの各位、ご協力くださいました多くの皆様、そし
て、お力添えいただきました川嶋印刷の方々に心より感謝申
し上げます。本当に有難うございました。

（ライオンいわて副編集長　L	小野寺	進）

《表紙の写真：第63回年次大会》
　5月14日に行われた第63回年次大会。たくさんの出席者の皆様、スタッフの皆様のおかげで無事に終了いたしました。来年も
元気にお会いしましょう。

編集後記


