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332-B地区 アクティビティスローガン

福祉に貢献 We Serve



　会員の皆様　新年明けましておめでとうござい

ます。

　私も地区ガバナーとして新年を輝かしく迎える

事ができました。これは、ひとえにキャビネット

を支えてくださる51地区クラブ、2,307名のライ

オンズ会員の皆様あっての祝賀のご挨拶ができる

と思っております。

　振り返ってみれば、昨年７月１日にアメリカ合

衆国ラスベガス国際大会にて地区ガバナーとし

て登録以来、私の所信「我れ・我が友 L字の誇り 

ライオンの架け橋となれ」を旗印に掲げての重点

目標３点、

　１．東日本大震災完遂支援

　２．会員増強

　３．青少年健全育成

を公式訪問時に発表させて頂きながら再確認し、

末端迄モラルアップを計るべく努力をしてまいり

ました。そうした背景を考慮し諮問書を踏まえ、

地区そしてそれぞれの地域の実情を把握してみま

すと、332-B地区アクティビティスローガン「福

祉に貢献 We Serve」の難しさと寛容さを身を

以って会得させて頂きました。

　そうした実情の背景を辿りますと、東日本大震

災完遂支援の１つとして、陸前高田ライオンズク

ラブが45周年事業の一環に復興支援の為開催した

「大相撲りくぜんたかた場所」の誘致は、満員御

礼にて会員の絆を深められ、「我れ・我が友 L字

の誇り」をアピールされました。

　又、反面、地域の経済が伸びず会員拡大もまま

ならず、それでも地域としてライオンズクラブの

人道支援、奉仕活動が絶対必要とクラブの存続に

日々努力されての結果、薬物乱用防止教育認定講

師養成講座に於いて332-B地区では唯一人、金印

のネームプレート受講者が東和猿ヶ石ライオンズ

クラブに居り、まさにライオンズ魂ここにありと

感服いたしました。

　このように、地道にクラブ運営の一助になれば

と、一人一人の活動もあれば、ライオンズクラブ

会員と共に地域が一体となって活動しているクラ

ブもあります。ラグビーワールドカップ2019TM開

催地の釜石の沿道に、のぼり旗400本を設置し、

世界に釜石リアスライオンズクラブ・釜石リアス

ライオンズクラブありの姿は、ライオンズ会員拡

大の一助になると思います。

　ほかに、東日本大震災完遂支援として単一的支

援ではなく、半永久的にと地元の要請も手伝い、

今年３月開通の三陸鉄道大槌駅待合室に、盛岡南

ライオンズクラブより大型テレビを寄贈するに至

りました。

　そうした事業のアクティビティを行い、会員拡

大目標111名に対し、半期で68名増員を獲得出来

ました事は、今後のGMT活動に明るい見通しが

 

新年のご挨拶
 

 地区ガバナー　L. 猿 舘 伸 俊（盛岡南LC）

 

☞
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出来ました。引き続きよろしくお願いします。

　加えてFWT活動のヘアドネーションに地区と

して取り組んでいる処であります。これは正に地

道な活動を続けられた事により到達出来る事業で

すので、会員皆様の陰ながらの応援があっての奉

仕活動です。

　これらのGAT活動は当地区として会員相互認

識と高揚を持つ事により達成に近づける事が出来

ますが、LCIFの金銭アクティビティは332-B地

区と別に考えなければならないと思います。何故

ならば当地は人口密度が非常に低く、330・333・

334・335の他地区とは違い年間所得の金額も大幅

な差異がありますから、私は地区ガバナーとして

異議を唱え、日本ライオンズにも時代背景と地域

性を考慮して頂く所存です。

　ライオンズクラブ生誕101年の折り返しの年で

ありますので、奉仕活動も大きく前進し、国際会

長スローガン「We Serve」も生きた標語となる

と確信して新年挨拶を締めくくります。

　皆様も今年一年健康に留意して、地域の奉仕活

動に頑張りましょう。

　謹賀新年

　新年を迎えるライオンズの皆様、謹んで新年の

お慶びを申し上げます。

　私は皆様のご支援を頂き、第二副地区、第一副

地区ガバナーとしてこれまで勤めて参りました。

そして任期残すところ後、半期となりました。こ

の間、猿舘ガバナーをはじめ各ライオンには御指

導御鞭撻を賜り、ライオニズムの高揚に努めて来

られたことに衷心より感謝申し上げます。

　さて、今期は初の女性国際会長 L. グドラン・

イングバドターが就任されました。日本公式訪問

の際「国際テーマは、私たちのモットーである『We 

Serve』です。国際協会は次の100年を見据えた

５ヶ年の戦略計画、LCIフォワードを定めており、

次年度はこの計画と奉仕のフレームワークに沿っ

て進んでいきます」と従来通りの方針で進む事を

表明しました。

　我々332-B地区も従来事業を継承しつつ会員増

強、LCIFキャンペーン、指導力育成、FWTなど

柱にゾーン・チェアパーソン担当ライオンの方と

活動を推進して参りたいと思います。会員の皆様

にはご協力ご支援をお願いします。

　この一年の御多幸を御祈念申し上げ、新年のご

挨拶といたします。

 

新年のご挨拶
 

 第一副地区ガバナー　L. 平 野 喜 嗣（盛岡LC）
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　新年あけましておめでとうございます。各ライ

オンズクラブ会員の皆様には希望に満ちた清々し

い新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げま

す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

　東日本大震災から間もなく８年、台風10号から

３年と被災され更に復興にご尽力されておられる

皆様に改めて心からお見舞い申し上げますと供に、

そして日頃のご努力に最大限の敬意を表します。

　さて、第二副地区ガバナーを拝命してから早半

年間が過ぎました。あっという間でした。

　今期から第二副地区ガバナーの勉強も強化とな

り、セミナーも何度となく合宿となり、色々な経

験・体験をさせていただいております。改めてガ

バナーに成る大変さと、ライオンズクラブ組織の

奥深さ、奉仕の多様性を実感しております。

　今年（2019年）は平成から年号が変わり新天皇

が即位する、記念すべき年となり、又感慨深い記

憶に残る一年となります。ライオンズクラブはア

メリカ合衆国発祥のクラブと言う事から全世界に

目を向け、グローバルな視野を広げ、感覚を磨き

対応しなければと痛感致しております。

　新年を迎えるに当たり第二副地区ガバナーとし

ての責任を感じ組織強化を目指し、着実に前に進

む必要を痛切に感じております。

　会員の皆様には、どうか１人でも２人でも仲間

を増やし、思い切り楽しく活動的に奉仕ができれ

ば嬉しく思います。

　今後も皆様の御指導、御教示よろしくお願い致

します。

　最後に、会員の皆様のこの１年が有意義で実り

ある１年である事を祈念し、ライオンズクラブの

増々の発展・充実を願い、新年の挨拶と致します。

　１年間よろしくお願い申し上げます。

 

新年のご挨拶
 

 第二副地区ガバナー　L. 菊 池 徳 男（北上国見LC）
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　会員の皆様方におかれましては、ご家族ととも

にお健やかに新年をお迎えのこととお喜び申しあ

げます。また、日頃よりキャビネット運営にご協

力を賜り心より感謝申し上げます。

　幹事としての重責、これでよいのかと自問自答

しながら頑張ってきたつもりです。おかげさまで、

皆様のご協力のもと、上半期が終わりました。多

くのライオンと接し、ご指導をいただき、成長さ

せていただきました。

　L. 猿舘伸俊ガバナー「我・我が友 L字の誇り 

ライオンの懸け橋となれ」テーマのもと、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。

　そしてLCIF100キャンペーン（$100×３年間）

を皆様と共に、この重点目標を達成すべく新年よ

り皆様にご協力をお願いいたします。

　最後に、皆様のご多幸を祈願して、新年の挨拶

といたします。

　あけましておめでとうございます。

　会員の皆様には、ご家族共々輝かしい新年をお

迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

　昨年７月、キャビネット会計を拝命して以来、

各クラブ会員の皆様には絶大なるご協力、ご支援

により各会議はもとより公式訪問の際には格別の

ご配慮を戴き誠にありがとうございました。

　お陰様で、無事に半期の会計職を務めることが

出来ました。これも皆様方のご協力の賜と深く感

謝いたしております。

　昨年は、７月に西日本豪雨災害や９月の北海道

胆振東部地震などの自然災害が多い年であり、昨

年の一文字「災」が心に残る一年でした。今年は、

何事もなく平穏な年でありますことを願っていま

す。

　キャビネット運営もいよいよ後半に入るわけで

すが、ガバナー立候補者資格審査会、第三回キャビ

ネット会議、アワード審査会、そして一年の集大成

として地区年次大会が開催されますので、年次大

会には多くの会員の参加をお待ちしております。

　猿舘ガバナーのスローガンのもと、微力ながら

後半も務めさせていただきますので、今後とも皆

様のご指導ご鞭撻をお願いいたしまして年頭のご

挨拶とさせていただきます。

 

新年のご挨拶
 

 キャビネット幹事　L. 舘 澤 繁 信（盛岡南LC）

 

 

新年のご挨拶
 

 キャビネット会計　L. 藤 澤 正 幸（盛岡南LC）
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　2018年12月26日（水）、ライオンズクエストラ
イフスキル教育プログラム・盛岡上田中学校校内
型ワークショップに参加して来ました。参加者は
佐藤進校長先生はじめ上田中の先生方。ライオン
ズクラブからは、地区青少年・ライオンズクエス
ト委員長 L. 鈴木耕平、キャビネット事務局長 L. 
森岩彰、上田中PTA会長L. 田口昭隆、そして私。
　講師は、JIYD（特定非営利活動法人青少年育
成支援フォーラム）認定講師で中学校教諭として
もベテランの中村千恵子先生。寸劇ではちえこ
ちゃんの役で、皆の注目をあびました。本来二日
間の内容を、一日でおこなう。大切なポイントを
のがさず、ひっぱっていただきました。
　朝8時30分開始。全員が椅子にすわって円形に

なる。これこそが、ライオンズクエストの象徴で
す。全員の顔が見え、初めから集中できるのです。
初めは、お互いを知ることからはじまります。
・生まれ月・好きな季節で仲間を作り、自己紹介。
・「この人は誰アンケート」を手にして、４名以

上の答えとサインを交わす。
・ぬいぐるみQちゃんをバトンにして、最近の嬉

しかったことを発表するリレー。
　学校のクラスの４月当初を念頭に置き、そこに
自らを客観化する。しかし、本気でやるので、客
観化どころかあちこちで新たな友達発見がある。
　次のテーマは、聞き方。偶然のペアが、お互い
の最近嬉しかったことを交互に話す。振り返りの
時間がすばらしい。聞き役の良かったところを発

Lions Quest ライフスキル教育プログラム 
校内型ワークショップに参加して

2018年12月26日　盛岡市立上田中学校（盛岡南LC主催）
 

 L. 本田 秀
しゅう

行
あ ん

（一関中央LC）

盛岡南LC幹事 L, 木村豊より講師紹介

JIYD認定講師 中村千恵子先生

地区ガバナー L. 猿舘伸俊よりご挨拶

ぬいぐるみをバトン代わりにして発言しやすくする
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表。お互いが納得する。また、参加者も含めた寸
劇を、皆で評価する。まあるく囲んだ椅子席は、
全員の活き活きした顔が、どこも見えるのです。
私たちにとっては、会ってからたった一時間なの
ですが、もうすべての参加者が友達なのです。こ
こまでが、導入部分。
　1DAYワークショップですので、最終的には単
元資料の読解発表そして模擬授業にまで進まなけ
ればなりません。しかし、すでに基盤はできてい
ます。16時30分修了証書授与まで、終始笑顔と頷
きが絶えないワークショップとなりました。
　上田中学校は、盛岡の公立中学校の中でも、セ
ンターになる大きな中学校です。校長先生のご協
力がなければ、この事業も進みません。本当にあ
りがとうございます。そして、校長先生にこの事
業を勧めていただいたのは、当学校のPTA会長。
地域、保護者、学校の連携のすばらしい土壌が培
われています。
　今回の取り組みに参加する中で、332-B地区の
クエスト事業が大きく変わりつつあることを感じ
ました。一番大きいのは、キャビネット三役と事
務局のイニシアティブの発揮であります。2018年

度から2019年度、県都盛岡にてキャビネットが続
きます。このチャンスを十分に活かして、地元か
ら取り組みを進めようとしています。
　二つ目は、JIYD側の変化です。私が地区青少
年・ライオンズクエスト委員長だった2016年度に
1DAYワークショップの試験実施が首都圏で検討
されようとしていましたので、たった２年で全国
に敷

ふ

衍
えん

するとは思いもよりませんでした。教育現
場にとっては歓迎すべき取り組みとなっています。
　三つ目、クエスト事業をライオンズクラブ内も
含めて広く内容を伝えるべく、説明員を地区内に
より多く育成することが検討され、その一環でラ
イオンズクラブ内修了者の増員を図っています。
　最後に、校内一同が会するワークショップを進
めているのは、今やライオンズクラブにおいてほ
かありません。そして、１セット10,000円以上の
テキスト代や講師派遣費用の多くがLCIFの資金
を充当しています。青少年の健全育成の要でもあ
る、教育現場（小中高、幼児教育）のテキストや
講師、すべてが準備されています。
　この事業が地区内に広く普及することを祈念
し、報告といたします。

佐藤進校長先生（左）、地区青少年・ライオンズクエスト委員長 L. 鈴木耕平（右）

先生方とともに真剣にプログラムに取り組む L. 本田秀行（左写真右）、L. 森岩彰・L. 田口昭隆（右写真中・右）

初めは緊張していた参加者も、すぐに打ち解けた雰囲気に
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　去る12月５日（水）に釜

石市鈴子町・シープラザ釜

石にあるラグビワールド

カップ2019推進本部で釜石

ラグビーのぼり旗の贈呈式

が執り行われました。ライ

オンズクラブからは猿舘伸

俊ガバナー、舘澤繁信キャ

ビネット幹事、釜石LC大

和田助康会長、釜石リアス

LC鈴木久会長、石田英人

ZCが参加、釜石市のラグ

ビーワールドカップ2019推

進本部からは正木隆司総括

部長が参加されました。贈

呈式で猿舘ガバナーはラグ

ビーワールドカップ釜石開

催の熱い想いを語り、「ラ

イオンズクラブとして、この大会を盛り上げ成功

に導く一助になればとの想いでのぼり旗を寄贈し

た。のぼり旗にライオンズのネーミングとマーク

を入れることで世間に良いアピールができ新規会

員獲得の手助けになればなおさら良い」と挨拶し

ました。

　贈呈式終了後は、釜石シープラザ並びに釜石駅

前周辺にライオンズクラブメンバーとワールド

カップ推進本部職員と共に、のぼり旗約50本を設

置しました。のぼり旗設置作業中、猿舘ガバナー

はマスコミ各社の取材を受け、そのインタビュー

の中でもワールドカップに対する自分の熱い想い

を語っておられました。

　終了後猿舘ガバナー、舘澤キャビネット幹事は

釜石リアスLCの例会に出席、舘澤キャビネット

幹事の軽妙な話術で例会を盛り上げていただきま

した。

復興釜石新聞2018年12月8日記事より
釜石駅前にのぼり旗を設置する猿舘ガバ
ナーとライオンズシープラザ釜石にて行われた贈呈式

ラグビーワールドカップ2019TM釜石
開催支援のぼり旗贈呈式

2018年12月５日　釜石市
 

 5R2Z ゾーン・チェアパーソン　L. 石田 英人（釜石リアスLC）

のぼり旗デザイン
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ライオンズクラブ国際協会 332-B地区
第65回 年次大会 ご案内

ごあいさつ
　寒冷の候、皆様にはますますご健勝にて御活躍のことと心からお

慶び申し上げます。

　さて今年度の第65回地区年次大会を、５月12日（日）盛岡市愛宕

下の盛岡グランドホテルにて開催いたします。

　今回は65回という節目であり、また新元号下での初めての年次大

会となります。大会に向けて猿舘伸俊ガバナーを中心に、ゾーン内

７ホストクラブの協力の下着々と準備を進めております。特に県都

盛岡の開催でもあり、ご参加いただくライオンの方々にご満足と記

憶に残る年次大会を目指し鋭意努力しております。

　お一人でも多くのライオン諸兄のご参加を頂きますようお願い申

し上げ、謹んでご案内申し上げます。

地区年次大会会長・地区ガバナー
L. 猿舘 伸俊

地区年次大会委員長
L. 首藤 節雄

大会日程・会場

2019年5月12日（日）　盛岡グランドホテル
〒020-8501 盛岡市愛宕下1-10　☎019-625-2111（代表）　http://www.m-grand.jp

親睦ゴルフ大会

2019年5月11日（土）　盛岡カントリークラブ
〒020-0803 盛岡市新庄岩山50　☎019-624-4476　http://moriokacc.net

登録料について ホストクラブ
L.   10,000円
LL.・LS.・家族会員・事務局員   8,000円

※申込締切・振込先など詳細は決まり次第、ライ
オンいわて誌面・各クラブに配布するご案内
リーフレットにてご案内いたします。

1R1Z
盛 岡 南 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
盛 岡 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
盛 岡 不 来 方 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
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
滝 沢 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
玉 山 姫 神 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
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　2018〜2019年度1R1Z・2Z合同　ZC主催新会員

オリエンテーションを13名の新会員とスポンサー

にクラブ会長、三役等を加えて38名の参加を得て

11月30日、盛岡グランドホテルアネックスにて開

催しました。当日は332-B地区ガバナー L. 猿舘

伸俊もオリエンテーションからご出席いただきま

した。

　当日の講師は332-B地区常任名誉顧問 L. 黒澤

康男とキャビネット事務局長 L. 森岩彰にお願い

をしました。ちなみにお二人は1999年〜2000年の

ガバナー、キャビネット筆頭副幹事の間柄です。

　冒頭、黒澤常任名誉顧問より、豊富なライオン

歴と様々な経験から高い視座、広い視野でライオ

ンズについて、当初予定時間を超えて熱くご指導

いただきました。引き続き、森岩キャビネット事

務局長からは今回のオリエンテーション用に特別

に作成していただいたパワーポイントを活用しラ

イオンズクラブの概要、仕組み、役割等ライオン

として基本理解しておくべき事柄を非常に判り易

く、丁寧にご教授いただきました。今回のパワー

ポイント資料は今後、新会員への指導（説明）資

料として様々な場面で活用可能な力作です。

　オリエンテーション後の懇親会は黒澤常任名誉

顧問のどすの利いた「We Serve〜!」で幕を開け

ました。新会員と古株会員? が名刺交換や杯を重

ね、懇親を深める事が出来、有意義な懇親会にな

りました。

　結びに猿舘ガバナーの味のある「ライオンズ

ローア」で今期の1R1Z・2Z合同ZC主催新会員オ

リエンテーションを閉じました。

　ご協力、ご参加いただいたライオンの皆様に心

から感謝申し上げ、開催報告といたします。有難

うございました。

キャビネット事務局長 L. 森岩彰の講義

地区ガバナーL. 猿舘伸俊・常任名誉顧問 L. 黒澤康男

真剣に受講する新会員

1R1Z ZC　L. 川村 勲

懇親会

1R2Z ZC　L. 戸舘 誠二　

2018〜2019年度1R1Z・2Z合同 ZC主催
新会員オリエンテーション開催報告

2018年11月30日　盛岡グランドホテルアネックス
 

 1R1Z ゾーン・チェアパーソン　L. 川村 勲（盛岡南LC）
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　ライオンズクラブ国際協会332-B地区2018〜

2019年度冬期YCE派遣生壮行会を、2018年12月

18日（火）ホテルメトロポリタン盛岡本館で開催

しました。

　地区YCE副委員長L. 伊藤良正のスムーズな

司会のもと、開会の挨拶、出席者の紹介、冬期

YCE派遣生紹介と派遣に関する説明。

　開催前には、現地ファミリーとの連絡がまだ取

れていないという事で、心配しておりましたが、

昨日連絡が取れたという事も確認しながら、皆で

会話をしながら会食。

　その後、壮行会。地区ガバナー L. 猿舘伸俊の

ご挨拶、YCE派遣生、ホストファミリーへ記念品・

助成金贈呈を行ったあと、いよいよ、今回332-B

地区の派遣生である高田孝樹さんの挨拶。

　ご自分の将来の事も見据え、非常に、真摯で、

前向きな姿勢で今回の派遣への、思いを語ってい

ただきました。派遣国は、マレーシア（12/20〜

1/7）。仙台の説明会でお会いした時は、ちょっと

「オッチョコチョイ」な面がある様に見えました

が、今回お話をしている中で、駒澤大学仏教学部

禅学科３年という事で、様々な宗教の事もいろい

ろ調べておられ、考え方もしっかりされている方

だと感じました。

　続いて、スポンサークラブの和賀LC第一副会長 

L. 立花かおり、そして、派遣生の御父君でもある

和賀LC幹事 L. 高田聖宜のお言葉を頂戴しました。

　さて今回は、出席された役員の皆様が、渡航経

験豊富な方々ばかりなので、当日突然でしたが、

YCE派遣生へ激励の言葉という事で、第一副地

区ガバナー L. 平野喜嗣、キャビネット幹事 L. 舘

澤繁信、キャビネット会計 L.藤澤正幸の皆様か

ら、海外での様々な経験や思いを伝えていただき

ました。

　その後、2R2Z地区YCE委員 L. 及川 力から閉

会の挨拶をしていただき、記念撮影。

　参加された皆様ありがとうございました。

冬期YCE派遣生壮行会
2018年12月18日　ホテルメトロポリタン盛岡本館

 

 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）

和賀LC幹事・派遣生父 L. 高田聖宜の挨拶記念撮影

猿舘ガバナーより高田孝樹さんへ記念品贈呈
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　ライオンズクラブ国際協会332-B地区の皆様、

明けましておめでとうございます。

　我が水沢中央ライオンズクラブを紹介致しま

す。

　昭和42年（1967）12月17日結成、翌年５月26日

水沢ライオンズクラブをスポンサークラブとして

認証されました。

　初代会長は後に水沢市長を務めるL. 鈴木貞蔵。

　現在の会員数は56名（正会員35名・賛助会員３

名・家族会員18名）で、楽しく活動しております。

　例会は原則、月２回、第１・第３火曜日18時45

分〜20時30分（夕食付き）。

　委員会は月１回、第２火曜日18時45分〜20時30

分（夕食付き）。

　役員会は年３回、第２金曜日。

　当クラブの主な特徴は次の３つです。

①会員家族との楽しい行事

　年２回、８月は納涼家族会、12月はクリスマス

家族会と毎回70〜80名の参加をいただき楽しく開

催しております。

② 年１回、水沢ライオンズクラブ（スポンサーク

ラブ）との合同チャリティーバザー

　収益金はすべて奥州市社会福祉協議会へ寄付し

ております。

私達のクラブを紹介します
 

水沢中央LC第52代会長　L. 鈴木 義則

クリスマス家族会（2018年12月４日（火）、プラザイン水沢）
運営副委員長である若手会員２名が、サンタクロース（役
名「ティファニー」さん、L. 佐藤有里恵）と赤鼻のトナ
カイ（L. 佐々木佳）に扮し、未成年の参加者にブーツ菓
子を配り歩く。最古参ライオンの一人であるL. 藤 栄雄も、
サンタ帽で雰囲気を盛り上げながら、若手会員の熱い奉仕
の姿を、写真に収める。ライオン歴と世代を超えて協力し
合う、当クラブの誇らしい光景です。

2018年10月14日（日）、親クラブ・水沢ライオンズクラ
ブ様と毎年開催する、歳末助け合い合同チャリティーバ
ザー会場にて

『家族会員でもあるライオンレディのご協力が華となり、
とても頼もしいです。』

（看板右、事業委員長／L. 及川三美）
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③ 藤沢ライオンズクラブ（330-B）、台湾高雄澄

清湖獅子会との姉妹提携

　澄清湖獅子会との姉妹提携は、今年で30周年を

迎えました。今年は４月27日に行われる澄清湖獅

子会CN35周年記念式典と併せ、高雄市民の憩い

の場所澄清湖公園ライオンズクラブの杜に、姉妹

提携30周年記念合同事業として、植樹をする予定

です。

　昨年の一字は「災」が示すように災害がとても

多い年でした。今年の一字は「福」となるよう世

界の平和と安寧を祈るばかりです。そしてこれか

らも先達が目指したライオンズ精神を堅持して奉

仕の活動に取り組んで参ります。

　末筆ながらライオンズクラブ国際協会、332-B

地区の益々の発展と皆様のご健勝を心よりお祈り

致します。

2018年11月12日（月）、クラ
ブP L. 鈴木義則、1VP L. 五嶋
晴久、2VP L. 安倍明が姉妹ク
ラブ、台湾／澄清湖獅子会を親
善訪問。
ライオンズクラブの杜で、来年
の植樹予定地の説明を受け、確
認。写真左から、澄清湖獅子会
／L. 顏 仁修様、会長L. 許 本上
様、水沢中央LC／L. 安倍 明、L. 
五嶋晴久

前述ライオンズクラブの杜にて
左から、澄清湖獅子会会長 L. 許 本上ご夫妻、当クラブ会長 L. 鈴木義則、2VP L. 安倍 明、
1VP L. 五嶋晴久、澄清湖獅子会元会長 L. 顏 仁修ご夫妻
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12月のアクティビティ
1R1Z

盛岡LC

３日 LCIF$1000献金
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
10日 LCIF$1000献金
19日 クリスマスチャリティオークション（事業資金獲得）

盛岡不来方LC

２日 献血推進活動（クリスマス献血）
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
26日 清和荘にクリスマスプレゼント贈呈

盛岡中津川LC
１日 クリスマスACT和光学園餅つき会開催
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

盛岡観武LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
９日 こども食堂
16日 「北稜中学校吹奏楽部」支援金
22日 「もりにし柔道剣道教室納会」協賛

盛岡南LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
23日 献血推進活動（クリスマス献血）
24日 盛岡市バドミントン協会へ協賛
26日 Lions Quest ライフスキル教育プログラムワークショップ

滝沢LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
20日 クリスマスチャリティオークション（事業資金獲得）
21日 LCIF献金

玉山姫神LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
19日 第17回啄木かるた大会へ協賛金拠出

1R2Z
二戸LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
27日 ガールスカウト助成金贈呈

西根LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
19日 クリスマス家族会でオークション（事業資金獲得）
26日 献血推進活動
26日 歳末たすけあい募金

安代LC ７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
2R1Z

花巻LC
２日 第15回花巻市福祉バザー
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

紫波LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
13日 岩手県ことばを育む親の会大会へ協賛
19日 ペットボトルキャップの回収

石鳥谷LC
１日 歳末たすけあい芸能大会へ協賛
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
19日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

花巻東LC

２日 第15回花巻市福祉バザー
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
12日 クリスマス家族会でレディース委員会作成品販売（事業資金獲得）
22日 献血推進活動（クリスマス献血）
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

東和猿ヶ石LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
23日 歳末例会オークション（事業資金獲得）

矢巾LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
19日 クリスマス家族会（事業資金獲得）
23日 ここかむ食堂

2R2Z

北上LC

11月１〜30日 資源回収リサイクル活動
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

７日、23日 献血推進活動（クリスマス献血）3ヶ所
25日 黒沢尻工業高校「全国高等学校花園ラグビー大会」出場支援

和賀LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
９日 手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会

14日、23日 献血推進活動（クリスマス献血）2ヶ所
20日 冬期YCE生派遣（マレーシア）
21日 歳末助け合い義援金
22日 あぐどまめコンサート支援

北上国見LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
19日 年末家族会（事業資金獲得）
21日 LCIF$1000献金
23日 献血推進活動（クリスマス献血）
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

江釣子LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
９日 献血推進活動（クリスマス献血）
16日 こども食堂
17日 チャリティオークション
21日 フードバンク
21日 歳末助け合い募金
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

3R1Z

水沢LC

７日 福寿荘慰問
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
11日 水沢中央LC合同チャリティバザー益金寄附
20日 LCIF$1000献金
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

江刺岩手LC

６日 献血推進活動（クリスマス献血）
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
９日 前沢LC歳末助け合いチャリティショー協力
25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

前沢LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
９日 歳末助け合いチャリティショー
16日 献血推進活動（クリスマス献血）
20日 前沢ふれあいセンター清掃奉仕作業
24日 前沢一輪車クラブに寄付
25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

水沢中央LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
11日 水沢LC合同チャリティバザー益金寄附
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

金ケ崎LC

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
８日 前沢LC歳末助け合いチャリティショー協力
９日 歳末たすけあい演芸大会inかねがさき
15日 献血推進活動（クリスマス献血）
25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
27日 友愛訪問

胆沢岩手LC
４日 赤い羽根共同募金
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
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3R2Z

一関LC

７日 薬物乱用防止講座支援
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
22日 ブナの木園との交流会
24日 献血推進活動（クリスマス献血）

平泉LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
10日 歳末たすけあい募金
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

花泉LC

１日 手をつなぐ会クリスマス学習発表会
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
27日 歳末助け合い募金

一関中央LC

２日 献血推進活動
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
10日 使用済み切手 1000枚送付
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

一関厳美渓LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

24・25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
4R1Z

千厩LC
４日 新聞を配達する人を励ます会
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

大東岩手LC
４日 献血推進活動（クリスマス献血）
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

東山LC
５日 薬物乱用防止教室
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

藤沢岩手LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
12日 薬物乱用防止教室

川崎岩手LC
11月21日 LCIF$20献金

７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

室根LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
24日 孝養ハイツクリスマス会

4R2Z

大船渡LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
８日 大洋学園　もちつき大会
９日 献血推進活動

陸前高田LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
12日 薬物乱用防止教室
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

住田LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
11日 献血推進活動
21日 保育園クリスマス会にプレゼント贈呈

大船渡五葉LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
９日 献血推進活動（クリスマス献血）

5R1Z
宮古岩手LC ７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

久慈LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
24日 清掃活動

陸中宮古LC

５日 レディの会奉仕活動
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
16日 クリスマス家族会チャリティバザー（事業資金獲得）
20日 障がい者施設等6箇所にクリスマスプレゼントを届ける
26日 LCIF$1000献金、LCIF献金

田野畑LC ７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
岩泉龍泉洞LC ７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

5R2Z

釜石LC

５日 ラグビーワールドカップのぼり旗設置
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
16日 献血推進活動（クリスマス献血）
19日 第450回LL奉仕活動
20日 歳末たすけあい運動に協力

遠野LC
５日 リサイクル品の回収
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
25日 東日本大震災支援 仮設住宅に餅とミカン配布

釜石リアスLC

１日 第28回釜石リアスLC杯釜石地域バスケットボール大会開催
５日 ラグビーワールドカップのぼり旗設置
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
16日 献血推進活動（クリスマス献血）
25日 歳末たすけあい義援金

大槌LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）
20日 大槌高校創立100周年記念事業協賛
18日 歳末助け合い街頭募金

陸中山田LC
７日 LCIF$5献金（インドネシア地震指定）

８・９日 山田町長杯キッズサッカー大会後援
18日 サンタデリバリーへ活動支援金贈呈
ライオネスクラブ

西根LS ６日 クリスマス家族会オークション（事業資金獲得）
レオクラブ

盛岡LEO 11月11日 ひかりの箱街頭募金活動
石鳥谷LEO ー
北上LEO ー

一関二高LEO 24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
釜石LEO 16日 献血推進活動（クリスマス献血）

会員動向
12月　新入会員一覧

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）
盛 岡 観 武 L C 横　 田　 美 穂 子
盛 岡 南 L C 姉　 帯　 ユ リ 子
滝 沢 L C 関 　 　 　 晃 　 宏

紫 波 L C
鮫 　 口 　 葉 　 子
藤 　 原 　 康 　 洋

前 沢 L C 鈴 　 木 　 洋 　 一
遠 野 L C 松 　 山 　 信 　 次

2018年12月　LCIF$1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛 岡 L C 平野　喜嗣（5口） 10
盛 岡 L C 吉　 田　 ひ さ 子 ２
北 上 国 見 L C 菊　 池　 元　 宏 ３
水 沢 L C 千　 葉　 龍 二 郎 14
陸 中 宮 古 L C 田　 端　 耕　 治 ７
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《表紙の写真》　開運橋
初代開運橋は1890（明治23）年、盛岡駅開業に伴い、当時の県知事
石井省一郎が中心となり、私費を投じて建設。1917（大正６）年架
け替えられた二代目の橋は、袂に瀬戸物製のランプが灯され、宮澤
賢治がそれを眺め詠んだ短歌も残っている。現在の橋は三代目で、
1953（昭和28）年に鋼単純下路式ランガートラス＋２径間鉄筋コン
クリートT桁橋に架けられた。別名「二度泣き橋」とも呼ばれ、盛
岡人の人情を象徴する橋として親しまれている。

《編集後記》
新年、明けましておめでとうございます。今年は、雪もなく例年よりあた
たかいお正月となり、年末年始をゆっくり過ごされたことと存じます。
ライオンズに入会し10年が経ちましたが、このような大役を賜り光栄に
思います。これからも、変わらぬライオンズの奉仕の精神を広め、各ク
ラブが活躍できますよう、編集委員一同応援させて頂きます。今年一年、
皆様の健康とご多幸をご祈念いたします。 （編集委員　L. 髙見幸江）

陸前高田LC

薬物乱用防止教室

北上LC

クリスマス献血

平泉LC

クリスマス献血

北上国見LC

クリスマス献血

釜石LC・釜石リアスLC・釜石レオクラブ

クリスマス献血

水沢LC

「福寿荘」慰問

室根LC

孝養ハイツクリスマス会

大東岩手LC

クリスマス献血

水沢中央LC

IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

花巻東LC

クリスマス献血

金ケ崎LC

高田松原植樹地の草取り

盛岡中津川LC

和光学園餅つき会

花泉LC

手をつなぐ会クリスマス学習発表会

二戸LC

ガールスカウト助成金贈呈

和賀LC

YCE派遣生助成金贈呈

盛岡観武LC

こども食堂

16 ライオンいわて１月号


