


　第39回レオフォーラムが９月15日（土）盛岡で
開催されました。
　いつもとは時期を変えて開催をした為、学校行
事が重なり、釜石レオクラブが不参加となり、４
クラブとキャビネット役員・スポンサークラブの
総勢62名の参加予定でのスタートとなりました。
　今回は盛岡地区での開催、いつもとは流れを変
えて、最初に原敬記念館で館長自らの講演と原敬
ゆかりの様々な資料が展示されている施設内、そ
して原敬の生家（一部）の見学。そして、今度は
先人記念館に移動し、３名の学芸委員のほか３名
の方々により、米内光政、新渡戸稲造、金田一京
助それぞれの資料室を丁寧に説明をしていただき
ました。原敬の施策が元で新渡戸稲造が活躍され
たとか、今まで知らなかった事が沢山ありました。

　昼食は原敬にちなんで、「わんこそば」。記念の
木札と証明書を頂き、その後、伝統的な建築物で
ある岩手県公会堂に場所を移して、レオフォーラ
ムを開催。盛岡レオクラブの司会で進められ、開
会行事の後、各クラブより活動報告がありました。
各クラブが、地域に根付いた意味ある活動を、そ
れぞれが活動されていると感じました。最後に本
日の講演、各施設を見学してのグループ討論を行
い、それぞれに発表をして頂きました。自分たち
が生まれた岩手にも、このような広い見識を持ち、
日本の根幹に関わる働きをされた方々がいた!! と
いう事の再認識。
　これから、日本や全世界のいろいろな場所や地
域で活躍するであろうレオ会員のこれからの未来
に少しでも役に立って頂ける事を期待しています。

 

第39回レオフォーラム in 盛岡
９月15日（土）　原敬記念館・盛岡市先人記念館・岩手県公会堂

 
 地区YCE・レオ・ライオネス委員長　L．小苅米 基弘（盛岡不来方LC）
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1R1Z  ガバナー公式訪問
盛岡LC　盛岡不来方LC　盛岡中津川LC　盛岡観武LC　盛岡南LC　滝沢LC　玉山姫神LC
 
 1R1Z ZC　L．川村 勲（盛岡南LC）

　８月31日に開催された1R1Z公式訪問は、地区ガ
バナーL．猿舘伸俊、第一副地区ガバナーL．平野
喜嗣、第二副地区ガバナーL．菊池徳男をはじめ
とするキャビネット役員の皆様と1R1Z ７クラブ
会長とメンバー総勢130名の参加をいただき、ホテ
ルメトロポリタン盛岡にて盛大に開催されました。
　公式訪問に先立って開催された「クラブ４役懇
談会」では地区ガバナーL．猿舘伸俊からあらた
めて、アクティビティスローガン「福祉に貢献 
We Serve」、ガバナーテーマ「我れ・我が友 L字
の誇り ライオンの架け橋となれ」更に重点目標
である「①東日本大震災完遂支援②会員の増強③
青少年健全育成」について説明をいただきました。
また、参加者からも活発な質問もありキャビネッ
トとの意見交換や意思疎通が図られたことで大変
意義のある充実した懇談会となりました。特に３

点の重点目標について、クラブ４役の皆さんと共
通認識を持つことが出来たことは今後の活動に弾
みがつくものと確信したところです。
　引き続き開催されたガバナー公式訪問において
も、地区ガバナーL．猿舘伸俊から丁寧で、かつ
ウィットに富んだ御挨拶をいただき、加えてレッ
ドカーペットでのガバナー入場、７クラブ会長か
ら地区ガバナーL．猿舘伸俊への花束贈呈と粋で
愛のある演出もあり、懇親会は和やかに進み10
ゾーン結びの1R1Z公式訪問は無事に終了しまし
た。
　ご多忙のところ、ご出席いただいた1R1Z ７ク
ラブの皆様、そして地区ガバナーL．猿舘伸俊を
はじめとするキャビネット役員の皆様に心から御
礼申し上げて、1R1Zガバナー公式訪問開催報告
とします。

ガバナー レッドカーペットで入場
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大きな輪をつくり「また会う日まで」を斉唱

ガバナー挨拶

ZC L．川村勲 挨拶 

ご来賓の方々

7LCの会長の方々
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　一関市内が記録的な暑さ35℃を記録した８月23

日（木）、一関市川崎町市民センターにおいてガ

バナー公式訪問と６クラブ合同例会を開催いたし

ました。

　公式訪問に先立ちL．猿舘伸俊ガバナー、L．平

野喜嗣第一副地区ガバナー、キャビネット役員と

ゾーン輩出の地区顧問と６クラブの４役との懇談

会がキャビネット幹事L．舘澤繁信の進行で行わ

れました。

　アクティビティスローガン、ガバナーテーマ、

重点目標にふれ、会員増強が近々の最大問題だと

熱く語られました。LCIF献金についても理解と

取り組みのお願いをされました。オリジナルガバ

ナーバッチについても話されガバナーのライオン

ズへの思いが伝わる瞬間でした。

　引き続き会場をホールに移して公式訪問式典を

本年CN20年を迎える室根LC会長のL．及川豊の開

会ゴングで開始しました。凛とした空気の中進行

されガバナーから「今岩手のライオンズが置かれ

てる環境は厳しいと思いますが、その中でも東日

本大震災完遂支援や会員増強を取り組む」と挨拶

されました。キャビネット会計L．藤澤正幸の非

常に短い挨拶「遅れないで納入してください」が

爆笑を誘い会場を和やかにしてくれました。

　その後の懇親会は地区常任名誉顧問L．佐々木

賢治の乾杯に始まり、ゾーンから７割の参加者が

あり総数90人を超え会場の狭さも手伝って大変な

盛り上がりになりました。最後に地区名誉顧問の

L．高橋義太郎のローアで閉めることが出来まし

た。今回の4R1Zの公式訪問はズーズー弁で話す気

取らないL．猿舘伸俊ガバナーとライオンズメン

バーの距離が縮まる素晴らしい時間となりまし

た。

ライオンズローア 懇親会

クラブ４役懇談会

4R1Z  ガバナー公式訪問
千厩LC　大東岩手LC　東山LC　藤沢岩手LC　川崎岩手LC　室根LC
 
 4R1Z ZC　L．千葉 康司（川崎岩手LC）
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3LCカーリング大会
９月24日（月・祝）みちのくコカ・コーラボトリングリンク（盛岡市アイスリンク）
 

 盛岡観武LCカーリング同好会　L．佐藤　誠（盛岡観武LC）

　2018年９月24日（月・祝）９時からみちのくコ

カ・コーラボトリングリンク（盛岡市アイスリン

ク）にて、親子クラブの盛岡中津川ライオンズク

ラブ・盛岡観武ライオンズクラブ・盛岡南ライオ

ンズクラブの有志によりカーリング大会を開催し

ました。

　第３回になりますので第１回から参加の選手も

たくさん参加しており、かなりレベルの高い大会

になりました。カーリングの良いところは初めて

の方でもちょっと練習すればそこそこの試合がで

きることで、３年目の方々に新人も混じっての試

合となりました。

　第１回大会は盛岡観武ライオンズクラブのB

チームが、第２回大会は盛岡観武・盛岡南合同チー

ムが優勝しましたが、今年は盛岡南ライオンズク

ラブが僅差で優勝となりました。

　カーリングを通じて会員の輪を広げ楽しい活動

にしていきたいと思っています。

エンドごとに得点計算 皆さん頑張りましたよ!

盛岡観武LC会長 L．室岡第1回大会からの参加の
盛岡中津川LC会長 L．齋藤

第1回大会からの参加の
L．大橋（盛岡南LC）
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　私は釣りバカです。元々幼少より魚釣りが大好

きで、沼や川で鮒や鯉釣りを楽しんでいました。

　船釣りの魅力に取りつかれたのは21歳の秋頃で

しょうか。記憶をたどりますと、近所の人から船

釣りをしたいが車の免許がないのでと誘われ、私

がドライバーとして雇われ久慈港へ向かい、沖合

に出て釣りをしたのがきっかけでした。

　その後自分の船をと思い、平成元年48歳の時レ

ジャーボートを購入しましたが、外洋に出られな

かった為、本格的レジャーボートを次々と買い替

えましたが、自分が思うような釣りが出来ないの

でFRP製の船を特別注文し、第六大伸号と名付け

ました。200海里未満の外洋の波・うねり、そし

てスピード、船中泊には適していない事を身を

以って体験し、会得したことにより、今の船はア

ルミ合金製になりました。全長25.1m、巾4.6m、

速力時速25ノット、定員15名、エンジンがターボ

付きディーゼル550馬力２機２軸、サイドスラス

ター付き、全自動操縦付、補機１台25kVA（発

電用）、魚探１機、ソナー１機、レーダー２機、

カラーテレビ１台、オーディオ１台、船舶電話１

台、マリントイレ（水洗式）１台、太陽光発電

12V24V併用、電動リール用11台付で、航海エリ

アは日本全域の許可があります。

　そこで、ここに今までの釣果で自慢の出来るも

のを掲載いたしました。

・カジキマグロ　体長2.7m、重さ100㎏

・タラ　11㎏ ・メヌケ　4㎏

・ソイ　4㎏ ・キハダマグロ　11㎏

・シイラ　25㎏

　読後釣りをしたくなった貴男女も乗ってみませ

んか?

パワフルでアクティブな猿舘ガバナーの意外（?）な
一面をご自身で語っていただく自己紹介コラム。今回
は趣味の「船釣り」で、スケールの大きな釣り自慢の
話題です。不定期連載で今後も様々なテーマでご執筆
いただきますので、ご期待ください! （編集委員会）

現在使用している船「第八大伸号」

ガバナー自己紹介コラム

船と魚と私の釣り自慢
 
 地区ガバナー・第八大伸号船長　L．猿舘 伸俊（盛岡南LC）
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メヌケ・ソイ

カジキマグロ

タラ

9月23・24日
ライオン有志と
海釣りに行って

きました！
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　二戸ライオンズクラブは1967年11月久慈ライオ

ンズクラブのスポンサーのもとに結成し、今年で

51年目になります。

　今年度の活動重点項目を紹介します。

　１．活動や例会の在り方を検討する。

　２．緑化推進、環境保全

　３．青少年健全育成

　４．献血、アイバンク献眼登録推進

　会長を引き受けるにあたり役員必携を何度も読

み、以前とは大分内容が変化している事を知りま

した。特に2014年発行の「クラブ例会のあり方を

見直すための手引き書」はこれからのクラブ運営

を考える良いヒントになりました。

　私は20年前に入会し例会も奉仕活動も楽しんで

おりますが、何となくマンネリになっていました。

しかし「あなたのクラブあなたのやり方で! 伝統

の殆どは義務ではありません」の内容はとても新

鮮でした。

　新入会員にも現会員にも魅力的なクラブにする

為意見を出し合い検討しています。

　世界ライオンズ奉仕デー、国際地球デーに合わ

せて桜の木の植樹や手入れ、道路の清掃活動を毎

年行っています。平和ポスター、少年剣道選手権

大会、ガールスカウトの育成、薬物乱用防止教室

等青少年健全育成には力を入れて継続していま

す。

　当クラブの主要事業である少年剣道選手権大会

は、クラブ結成時から剣道の有段者である会員が

子供たちに指導しており、県大会へと発展させ今

年で41回になります。

　献眼登録はあまり行っていなかったので、新し

いパンフレットを取り寄せ登録を呼びかけまし

た。

　正会員が20名と少ないの

が悩みですが、GLT、GMT

委員会を開催しクラブ独自

の入会案内を作成。積極的

に会員増強に取り組んで行

きたいと考えております。

　これからも全員で知恵を

出し合い汗をかき、奉仕活

動に邁進していきます。

私達のクラブを紹介します
 

二戸LC会長　L．清 川  悦 子

少年剣道選手権大会
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国際地球デー

馬淵川公園草刈り奉仕作業

国際平和ポスター展示

バレンタイン献血

薬物乱用防止教室
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　その日の始まりは、笠地蔵のような!? 米袋をか

ついだ方達が続けざまに３名入ってきたことでし

た。それは、宮城県涌谷町民正委員・児童委員協

議会（以後「協議会」と省略）総勢11名ご一行。

ライオン誌（2017年９月号）に掲載された当クラ

ブのアクティビティ「こども食堂」の記事に共鳴

くださり、332-C地区・涌谷ライオンズクラブの

家族会員であり、民生委員でもあるL．髙橋玲子

の呼びかけにより、クラブメンバー並びに涌谷町

民生委員の方々が視察研修に訪れました。手作り

の大きなピザやお菓子などもご持参くださり、子

供達からも歓声が沸き上がりました。

　この日のこども食堂は、メニューに縁日でも大

人気のトルネードポテトをはじめ、流しそうめん

を謳ったこともあってか、大勢の子供達、家族連

れで賑わいました。お腹いっぱい食べてもらいた

くて、当クラブ会長L．室岡澄子（地区FWT副コー

ディネーター）を陣頭に、盛岡ヤマト・なでしこ

支部会員も加わり朝早くから大忙しの中、協議会

の皆さんも一緒に子供達と接して下さり、大変賑

やかで楽しい雰囲気の中、子供達の大きな「いた

だきます!」の声と共にバイキング形式の食事タ

イムが始まりました。初めて顔を合わす人達も、

大きなテーブルを囲みながら一緒に食事すること

バイキング

米袋 志百家のチャーハン いただきます

こども食堂の一日
〜2018年８月26日〜

 

 クラブFWT委員長　L．武田 カヅ子（盛岡観武LC）
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で、自然と打ち解けていきます。

　食後は将棋やオセロ、ブロックなど、子供や大

人が一緒になって遊びました。また親御さんを含

めた大人同士の交流も。

　今回は、こども食堂の終了後に協議会の依頼

により、こども食堂発起人のL．矢羽々睦子によ

る、こども食堂開始から現在にいたるまでの講演

会、並びに当クラブメンバーとの交流会を行いま

した。当クラブのメンバーであり、こども食堂で

も何度か披露した民生委員L．佐々木トシによる

遠野昔話を聞いて頂いたり、民生委員としてのご

苦労などを伺ったり、当クラブメンバーにも大変

勉強となる有意義な交流でした。また複合地区

FWTで進めているネクタイを再利用したグッズ

のご購入にも、ご協力いただきました。

　協議会の皆様から後に、感想をいただきました

ので紹介させていただきます。

・L．矢羽々の子育てが体験となっていた「こども
食堂」への強い想いに感銘を受けました。地元

では高齢化が進み、小さい子供と接する機会が
少なくなったため、子供達の喜んではしゃぐ姿
を見て、安心と幸せと沢山もらいました。

・自分でできることは自分でする。大きい子は小
さい子の面倒を見る。などなど、「こども食堂」
のあるべき姿を見たような気がしました。

・L．矢羽々の若さとバイタリティー、ライオンや
地域の方々の協力が素晴らしいと思いました。

　手探りで始めたこども食堂を開催して３年目を

迎えます。何かできることをしたいと思い始めた

ことが、このように輪が広がり、多くの方達の励

ましをいただき、多くのライオンや有志の方々に

継続的にご支援・ご協力いただいております。様々

な面で学ぶことも多く、感謝でいっぱいです。そ

して、何よりライオンズの素晴らしさを実感して

います。この紡がれてきたライオンズ精神が、こ

れからも次の世代に紡がれ続けていくことを願っ

てやみません。

助け合う子供達

室岡会長と支部会員 L．佐々木トシ 講演会

交流会
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9月のアクティビティ
1R1Z

盛岡LC
１日 アイバンク街頭PR活動

５日 ひかりの箱募金　送金

盛岡不来方LC １日 アイバンク街頭PR活動

盛岡中津川LC １日 アイバンク街頭PR活動

盛岡観武LC

１日 アイバンク街頭PR活動

９日 こども食堂

12日 献血推進活動

盛岡南LC
１日 アイバンク街頭PR活動

11日 LCIF$1000献金　5口

滝沢LC
９日 柔道協会長杯少年柔道大会

20日 献血推進活動

玉山姫神LC ー

1R2Z

二戸LC

５日 第20回わたしの主張二戸地区大会

16日 馬渕川公園草刈奉仕作業

20日 薬物乱用防止教室

西根LC

15・16日 第33回西根ライオンズカップ争奪サッカー大会

15日 むらさき苑長寿を祝う会

16日 第38回西根・松尾・安代学童相撲大会

20・23日 献血推進活動

安代LC ー

2R1Z

花巻LC

１日 市民憲章運動推進第53回全国大会花巻大会

４日 わたしの主張花巻大会

16日 第28回ふれあいの里まつり

紫波LC 28日 使用済み切手　3639枚送付

石鳥谷LC
４日 わたしの主張花巻大会

15日 レオフォーラム

花巻東LC
４日 わたしの主張花巻大会

８日 被災地応援買い物バスツアー

東和猿ヶ石LC ー

矢巾LC

１日 町役場食材センターに子供たちのための食品寄贈

５日 矢巾町総合グラウンドの環境整備と周辺清掃

19日 矢幅駅東地区の清掃奉仕

21日 LCIF$1000献金

2R2Z

北上LC

８月30日 献血推進活動

８月１〜31日 資源回収リサイクル活動

４日 ゾーン内チャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）

４・14日 献血推進活動

６日 あけぼの福祉作業所にタオル寄贈

16日 あじさい剪定作業

26・28日 レオのチャリティバザーに品物提供

和賀LC

８月27日 資源回収

13日 献血推進活動

16日 あじさい剪定作業

20日 ゾーン内チャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）

26日 LCIF$1000献金

北上国見LC

４・14日 献血推進活動

16日 あじさい剪定作業

20日 ゾーン内チャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）

江釣子LC
９日 献血推進活動

16日 あじさい剪定作業

3R1Z

水沢LC
１日 「交通安全広告塔」修理

８日 後藤新平像及び周辺の清掃作業

江刺岩手LC ー

前沢LC
16日 献血推進活動

16日 災害援助　北海道厚真LCへ支援金と支援物資

水沢中央LC ４日 水沢公園時計塔周辺の剪定、
草取り並びに藤棚の剪定、草取り

金ケ崎LC
10日 高田松原再生事業支援

21日 ひかりの箱募金箱の整備

胆沢岩手LC
９・16・17日 胆沢地区の敬老会で記念品贈呈

28日 秋の交通安全一斉街頭指導

3R2Z
一関LC ８日 リレーフォーライフジャパン2018いわて

平泉LC

５日 平泉をきれいにする会

16日 米寿の方々へ記念品贈呈

19日 第15回町教育長杯学童野球大会

23日 「弁慶の森」草刈、剪定作業

花泉LC
８・９日 リレーフォーライフジャパン2018いわて

18日 カーブミラー清掃

一関中央LC

２日 献血推進活動

８日 リレーフォーライフジャパン2018いわて

10日 西日本豪雨災害支援金

一関厳美渓LC ８日 「厳美渓」入口案内看板周辺の草刈清掃作業
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4R1Z

千厩LC

３日 特養「千寿荘」散髪奉仕

11〜14日 一関市千厩地区敬老会参加

25日 秋の交通安全運動街頭指導

27日 薬物乱用防止講座開催

28日 暴力団追放一関地方会議賛助金拠出

大東岩手LC 14〜25日 大東地域敬老会で卒寿の方々に記念品贈呈 7会場

東山LC 29日 唐梅舘絵巻前夜祭チャリティバザー（事業資金獲得）

藤沢岩手LC 14日 北海道胆振東部地震復旧支援金拠出

川崎岩手LC １日 中学女子ソフトボール大会支援

室根LC
３日 献血推進活動

９日 特養 「孝養ハイツ敬老会」 記念品贈呈

4R2Z

大船渡LC

11日 ライオンズ農園野菜を大洋学園に届ける

30日 大船渡市防災観光交流センターに
電波時計2台設置

30日 JR大船渡駅にソーラー電波時計寄贈

陸前高田LC
16日 敬老の日「88歳の方々に記念品贈呈」

20日 社会福祉協議会会費納入

住田LC

21日 秋の交通安全運動

21日 ライオンズの森草刈作業

27日 世田米保育園栗拾い

大船渡五葉LC ー

5R1Z
宮古岩手LC ー

久慈LC

２日 三船十段杯争奪柔道大会

26日 久慈市共同募金委員会

27日 久慈市中高生海外派遣推進委員会

陸中宮古LC

２日 「イーストピアみやこ」落成記念式典

５・11日 レディーの会奉仕活動

９日 献血推進活動

18日 百獣の王ライオンコンペ開催（事業資金獲得）

田野畑LC 20日 恩惟大橋公園の芝刈り

岩泉龍泉洞LC 28日 LC管理花壇の手入れ作業

5R2Z

釜石LC
19日 第447回LL奉仕活動

21日 ラグビーワールドカップ2019釜石開催
推進協議会

遠野LC
８月30日 私の主張遠野地区大会の開催支援金

19日 障がい者施設支援リサイクル品回収

釜石リアスLC 21日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC 18日 環境美化活動

陸中山田LC

１日 国道45線沿い草刈奉仕

９日 東日本大震災行方不明者捜索並びに清掃活動

16日 AOMORI花嵐桜組演舞会（心のケア）開催

ライオネスクラブ
西根LS 15日 特養「むらさき苑」長寿を祝う会

レオクラブ
盛岡LEO 15日 地区レオフォーラム

石鳥谷LEO 15日 地区レオフォーラム

北上LEO
15日 地区レオフォーラム

26・28日 チャリティバザー品運搬

一関二高LEO
15日 地区レオフォーラム

23日 一関市ハーフマラソン

釜石LEO ー

会員動向 訃　　報

水沢LC

故 L．佐藤 健二
享年96歳（1969年10月入会）

９月５日ご逝去

岩泉龍泉洞LC
チャーターメンバー
故 L．野沢  貫二
享年79歳（2011年２月入会）
９月９日ご逝去

9月　新入会員一覧
クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛 岡 L C 三 上 　 信 幸
盛 岡 観 武 L C 竹 内 　 久 美 子
江 刺 岩 手 L C 佐 藤 　 昌 洋
一 関 厳 美 渓 LC 槻 山 　 早 男
釜 石 リ ア ス LC 宮 田 　 キ ナ ヱ

2018年9月　LCIF$1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛 岡 南 L C 猿舘　伸俊（5口） 21
矢 巾 L C 斉 藤　 秀 造 18
和 賀 L C 髙 橋 　 　 敏 5
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