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● 年次大会ご案内・セミナー講師紹介

● シリーズ森⑨　民話の里と森の話

● 3.11を風化させまい…被災地慰霊祭

● あづま海道を行く　その８

写真提供：小岩井農牧 ( 株 )写真提供：小岩井農牧 ( 株 )
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ライオン歴
1999 年 12 月
東京ウエスト LC 入会
2012 年 4 月
東京レスキュー LC　結成
初代会長に就任・クラブ理事

主な支援先
2011 年 3 月より
東日本大震災支援活動20回、

（白石市・石巻市・気仙沼市他）
2016 年 4 月
熊本県宇城市地震災害支援活動

支援隊長

L 高
たか

橋
はし

 長
ちょう

生
せい

一関市消防本部
救助の現場にいるスタッフから生の声を伺います。

ライオンズクラブ国際協会 330-A 地区
9R2Z　東京レスキューライオンズクラブ

第63回年次大会セミナーのご案内

　今年度も多くの災害が発生し、災害時のライオ
ンズの活動とはどうあるべきかを考えさせられた
一年でした。そこで今年度のセミナーは、東京レ
スキューライオンズクラブから初代会長の高橋長
生 L をお迎えして「災害時のライオンズクラブの
役割・必要性」「地域と共に活動するライオンズク
ラブ」「それに関連した会員増強・新しいクラブづ
くり」こんな話をお願いしてのセミナーを企画しま
した。その他にも一関市の防災対策の取り組みに
ついて一関市消防本部からも講演をお願いしてい
ます。
　東京レスキューライオンズクラブは、東日本大
震災の翌年 2012 年 4 月 4 日東京上野東 LC のス
ポンサーで結成されました。その活動は各地区の
クラブとともに活動することは勿論、公共団体と
共に行動を起こせるクラブとしてまた、緊急災害
には東京レスキュー女性部会、東京レスキュー青

年部、東京レスキュー炊出し隊、東京レスキュー
オヤジ隊などを組織し、活動されています。また
多くの支部クラブも作られ、桶川支部として 2013
年 4 月から活動していたメンバーを中心に、上尾
ライオンズクラブがスポンサークラブとして 2015
年に埼玉県桶川市に埼玉レスキューライオンズクラ
ブも誕生したと聞いております。
　特化したアクティビティ・明確な目的、まさにこ
れからのライオンズクラブ活動に大きな刺激を与え
て頂いています。熊本や本県の台風 10 号での被
害時にも迅速な対応を頂きました。
　100 周年を迎えるにあたり国際会長からはクラ
ブエクステンションへの呼びかけもありました。ま
たクラブアクティビティ計画やクラブ活性化へも大
きなヒントを与えて頂けると思います、是非多くの
ライオンに集まって頂ければ幸いです。

ライオンズクラブ国際協会 332-B 地区
幹事　L 鈴木 雅彦

講 師 紹 介
開催日時

・日時　5 月 14 日（日）　
  午前 9 時 25 分～10 時 40 分
・会場　一関文化センター　小ホール
・テーマ
　①主題
　　「災害時のライオンズクラブの役割・必要性」
　　「地域とともに活動するライオンズクラブ」
　　「それに関連した会員増強・新しいクラブづくり」
■講師　L 高橋長生

（330-A 地区　東京レスキューライオンズクラブ幹事）

　②一関市の防災対策（仮題）
■講師　一関市消防本部
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所 属	 1R1Z盛岡ライオンズクラブ
生 年 月 日	 1946年11月10日生（70歳）
自 宅 住 所	 〒020-0015　岩手県盛岡市本町通二丁目11-33
電 　 話	 019-622-3315
F A X	 019-622-3315
勤務先住所	 〒020-0062　岩手県盛岡市長田町23-27
勤 務 先 名	 岩舘電気（株）
役 職 名	 代表取締役
電 話	 019-651-6666
F A X	 019-654-5802

L 平
ひ ら

野
の

 喜
よ し

嗣
つ ぐ

所 属	 4R2Z住田ライオンズクラブ	
生 年 月 日	 1948年9月26日（68歳）	
勤 務 先	 有限会社森谷材木店	
役 職 名	 代表取締役	
学 歴	 慶応義塾大学文学部国史学科	
家 族	 妻　森谷八千子

L 森
も り

谷
や

 潤
じゅん

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（76歳）
自 宅 住 所	 〒020-0853　岩手県盛岡市下飯岡1-20
電 話	 019-638-3760
F A X	 019-638-3760
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）
役 職 名	 代表取締役会長
電 話	 019-638-3251
F A X	 019-638-4796

L 猿
さ る

館
だ て

 伸
の ぶ

俊
と し

ライオン歴
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
2015年7月～2016年6月	 一年理事
2006年5月	 国際会長アワード　リーダーシップ・メダル賞
MJF献金　2回

ライオン歴
1993年7月	 入会	
1996年7月～1997年6月	 クラブ幹事	
2001年7月～2002年6月	 クラブ会長	
2006年7月～2007年6月	 ゾーン・チェアパーソン（4R2Z）	
2007年7月～2008年6月	 地区YE副委員長	
2008年7月～2009年6月	 地区YEレオ・ライオネス委員長	
2009年7月～2010年6月	 地区YE実行委員長	
2010年7月～2011年6月	 クラブ会長	
2015年7月～2016年6月	 332-B地区第二副地区ガバナー	
2015年7月～2016年6月	 332複合GLT副コーディネーター兼LCIF副コーディネーター
2016年7月～	 332-B地区　第一副地区ガバナー

ライオン歴
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～	 第二副地区ガバナー
MJF献金　13回

2017ー2018年度
332-B 地区 次期ガバナー立候補者
地
区
ガ
バ
ナ
ー
候
補
者
第
一
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
候
補
者
第
二
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
候
補
者
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　高い文化と山々に囲まれた豊かな自然、約100
年前に書かれた柳田國男の「遠野物語」の地“森
のなかの遠野”へ行きました。
　今日の遠野は降雪もあり周りの山々は真っ白で
した。遠野LCでは特に手掛けている森林等はな
いとのことでした。遠野LC幹事の菊池完Lによ
ると、今日は雪で森など行けるところは少ないそ
うですが、菊池Lの知人でNPO法人遠野エコネッ
ト代表理事の千葉和氏を紹介され案内してもら
いました。そこは市街地の北方で忍

しだ

峠麓という所
でした。あまり目にしたことのない「薪の駅」の幟
が立っていました。そこは同法人が主催する“遠
野・薪の駅プロジェクト”による「間伐」「薪づくり」
「森

もり

業
わざ

」「炭っこ」等の各倶楽部があり、参加者を
募集し計画日程を決めて、森づくり（座学）、山仕事
入門から一貫した講座と実習が行われるそうです。
　当日は計画日程日ではありませんでしたが、その
様子を感じることができました。
　間伐中の杉林で間引き幅を聞きました。樹高
20mでその幅は4m（高さの20％）くらいだそうで

す。忍峠麓から峠に向かう道は狭く雪そして伐採
作業中の重機もあり行くことができず残念でし
た。聞いたところ車で2～3分行くと非火山性の
北上山地の主峰・早池峰山（1,917m）も眺められ
るとのことでした。早池峰山の南方にある薬師岳
（1,645m）付近が猿ヶ石川の源流らしく、市街地
を流れ田瀬湖に至るのでした。薬師岳の東側登山
コースは針葉樹林帯で見通しが利かないほどだそ
うです。
　市街地を一望できる高清水山（797m）にも入れま
せんでしたが、展望台まで車で行くことができ、田
圃に水が張られた時の眺望は湖のように見えるとの
こと。遠野盆地はかつて湖だったとも聞きました。
　今回は残念ばかりが多くなりましたが、近隣で
あればLメンバー共々プロジェクトに参加してみた
い思いでした。雪のない“緑のなかの遠野”へもう一
度来てみようと思いました。
　遠野LC幹事・菊池完L、エコネット千葉和氏に
は御多忙中、また寒いなか案内していただき有難
く感謝申し上げます。

シリーズ　森のなかのいわて…共生の道

第9回　民話の里と森の話
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　今回案内していただいた菊池L、千葉氏と行動
を共にするまでの待ち時間は、同行の菅原公正L
と何処か何かを求め「遠野ふるさと村」へ行き受
付の方からあまり知られていない「荒

あら

神
がみ

様」と「山
口の水車」を勧められました。
　「荒神様」は、田圃の真ん中にポツンと建つ茅
葺きの小さなお堂で権現様が祀られ、地元の人々
から「荒神様」と呼ばれ信仰されてきたそうです。
「山口の水車小屋」は国が重要文化的景観に選
定した、土淵山口集落にあり、「遠野物語」の発
祥の地と言われ、遠野遺産第9号の標識がありま
した。

取材・文／副編集長　L 小野寺進
取材同行／編集委員　L 菅原公正

　遠野地方に伝わる伝承や民話、伝説などを、民俗学者

の柳田國男がまとめた書物で、明治43年（1910）に公刊

された。早稲田大学の学生だった遠野出身の佐々木喜

善から聞いた話を柳田がまとめ、実際に遠野にも足を運

んで執筆した。

　物語に登場するのは妖怪や神様だけではなく、当時の

村人たちも登場する。むしろ、村人たちが主人公だと言っ

てもいいほどだ。そんな村人たちの体験が描かれている

のが遠野物語なのだ。人手不足を見かねたオクナイサマ

が田植えを手伝ってくれた話や、美しい娘と夫婦になっ

た馬が人々の幸せを見守るオシラサマとなった話など、村

人たちの生活の中に妖怪や神様が自然と溶け込んでい

る様子が遠野物語では描かれている。

　今回の取材でご紹介いただいた「NPO法人　遠野エコ

ネット」は、遠野にかつてあった自然を取り戻して未来へ

繋げたいという思いからスタートしました。遠野の森林再

生や水源の森づくり、猿ヶ石川流域間連携交流などの活

動をしています。現在は森林整備と木材の活用を目的と

する「薪の駅プロジェクト」を継続して行っています。

　「山仕事はじめの一歩（入門）講座」という、チェン

ソーで安全に間伐ができる人材を育てる講座は、平成28

年度で5期目となり、女性の参加者も増えるなど好評を

得ています。この講座についてはフォローアップ事業も予

定されており、未来に続くプロジェクトとなっています。

「遠野物語」について 遠野エコネット
（http://tono-econet.org/）
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3.11 慰霊祭関連行事
日にち 場所 内容

3R2Z
平泉 LC

3.11 中尊寺　本堂
東日本大震災追悼式ヨーロッパ（スペイン・ロンドン）と被災三県（岩手・宮城・福島）を結ぶ「3.11 追悼式」　
主催　世界を結ぶ三周年追悼式実行委員会　共催　岩手県、平泉町、中尊寺、宮城県・福島県有志　
山田貫首　法要　平泉小学校・長島小学校 80 名による合唱　開式の辞　黙祷　各地紹介　合唱

3.11 毛越寺 3.11 平泉浄土のあかり in 毛越寺　主催　特定非営利活動法人　みんなでつくる平泉　浄土のあかり点灯　毛越寺本堂　法要
一関中央 LC 3.11 一関市役所前 夢あかり　点灯　黙祷　「花は咲く」合唱

4R2Z

大船渡 LC
3.11 「居場所ハウス」 富山県黒部 LC（友好クラブ）とのイベント
3.11 大船渡市民会館・リアスホール 東日本大震災六周年大船渡市犠牲者追悼式　国主催　追悼式映像中継　式辞　献花　記帳

陸前高田 LC
3.11 鎮魂碑 清掃と献花
3.11 陸前高田市コミュニティホール向かい駐車場特設テント 「陸前高田市東日本大震災追悼式」主催　陸前高田市　地域福祉課　電話：0192-54-2111

住田 LC 4.21 大船渡屋台村 移動例会　屋台村にいた事業者　数軒に訪問する
大船渡五葉 LC 7.1 大船渡市民会館・リアスホール フェリス女学院大学音楽部コンサート、　市内中学生約 900 人対象

5R1Z

宮古岩手 LC ―
久慈 LC ―
陸中宮古 LC 3.11 宮古市鍬ケ崎出先埠頭道の駅なあど特設会場 死者行方不明者 7 回忌法要・夢明かり　主催　陸中宮古 LC　長根寺　L 武田住職　真言宗住職青年部 20 名
田野畑 LC ―
岩泉龍泉洞 LC ―

5R2Z

釜石 LC 3.11 大平墓地公園 慰霊碑周辺清掃後14:46　献花　黙祷　ゾーン内クラブ参加
遠野 LC ―

釜石リアス LC
3.11 大平墓地公園 慰霊碑周辺清掃後14:46　献花　黙祷
3.11 県立釜石高等学校体育館 東日本大震災犠牲者追悼式　参列
3.12 レクサス千葉中央　 友好クラブ・千葉ライオンズクラブと共に協力　前会長会長幹事会計他参加

大槌 LC
3.11 希望の灯り　大槌町 希望の灯り前集合　会員・家族で献花　黙祷
3.11 大槌町 大槌町主催　慰霊祭へ

陸中山田 LC

　東日本大震災で亡くなられた方々を追悼する行
事が今年も複数催され、参加してきました。3 月
10 日には、NHK 総合で放送された「シブ 5 時」
に出演し、LCIF などの支援についてお話ししま
した。11 日は、岩手県と釜石市の合同追悼式が
行われ、出席いたしました。達増知事ご臨席のも
と、厳かな雰囲気で式が進み、亡くなられた方々
を思いながら復興に向けた決意を新たにしまし
た。そして大平墓地公園の慰霊碑付近で行われ

た梅の苗の植樹行事にも参加し、10 年、20 年先
までも美しく釜石を彩ってほしいと願いました。

　3 月11 日 10 時より、ライオンズの森に 2012 年
5 月に設置した鎮魂の碑『友愛』の清掃・周辺整
備を行い、その後献花をして犠牲になられたメン
バーと言葉を交わしました。午後は、市主催の追
悼式に参加する者、小友地蔵尊、希望の灯り行
事に参加する者、また、それぞれが思いのある場
所で大切な時間を過ごしました。

慰霊行事へ参加して

思いのある場所で

釜石ライオンズクラブ
会長　L 山﨑 健

陸前高田ライオンズクラブ

3.11を風化させまい



ライオンいわて4月号　7

　3 月 5 日（日）・6 日（月）に、被災地である大
船渡と陸前高田で数年ぶりに移動例会を実施し
た。初日は、「世界の椿館・碁石」「大船渡市立
博物館」を訪ね、博物館では「3.11 東日本大震災・
三陸大津波写真展」を見学、津波の生 し々い傷
痕を見て、会員一同改めて津波の恐さに驚愕した。
　ホテルに到着したのは４時過ぎ、懇親会では会
員 15 名の参加の下、通常の例会が開催された。
震災で亡くなられた会員及び物故者に黙祷を捧
げ、「被災地での例会は、被災地の現状を把握し、
宿泊・買い物等をして復興支援に少しでも役立て

られれば」と挨拶。翌日は、大船渡市場で買物し、
陸前高田市の「奇跡の一本松」を見学。一本松
を朝日が眩しく照らしていて、てっぺんを見上げ
るのが何か切ない気持ちにさせられた。そして竹
駒の小高い丘にある忠魂碑「友愛」で亡くなられ
た会員（23 名）に黙祷を捧げて、帰路に着いた。
震災から６年を迎えるが、被災地はまだまだ復興
の道半ばであり、課題山積、復興への道のりは
遠いと感じたし、LC としても支援を続けていかな
ければならないと思う。

　大槌町内の高台にある城山公園には、東日本
大震災への追悼と復興を祈念するガス灯「希望の
灯り」があります。大槌 LC では、3 月11 日にこ
の希望の灯りの前で献花し、黙とうをささげまし
た。その際、当クラブ会員で大念寺住職の大萱
生修一 L が読経し、犠牲となった方 を々悼みまし
た。また、大槌町主催の慰霊祭には、クラブを
代表して前会長の小川一展 L が出席しました。

被災地（大船渡市・陸前高田市）で移動例会

慰霊の祈り

東山ライオンズクラブ
会長　L 髙橋 政智

大槌ライオンズクラブ

奇跡の一本松前で「はい・チーズ」   忠魂碑「友愛」の前で記念写真
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　天台宗東北本山中尊寺において、東日本大震
災物故者七回忌法要が営まれ、これに合わせて、
慰霊碑の開眼法要が執り行われた。震災で亡く
なった方々の名簿と供に、岩手・宮城・福島の沿
岸から集められた小石に山田俊和貫首が光明真
言を書写した経石と、一山の僧侶が写経した般
若心経を納め、山田貫首の導師のもと行われた。
続いて、天台宗最高位の森川宏映座主（比叡山
延暦寺）が七回忌法要の大導師を務め、全国各
教区の方々や近隣の天台宗の僧侶の方 、々一山の
僧侶、御詠歌衆およそ100 名くらいの方々が遺族
数十名の皆様を慰めるように集まって、荘厳な雰
囲気の中で祈りをささげた。

　東日本大震災をしのぶ「3 月 11 日 追悼 夢灯
り一関」に参加致しました。今年は金野幸造ガ
バナーを先頭に 3R2Z の多くのライオンと一緒
の参加です。震災から一年になる頃、沿岸被災
地には行けないが「離れている一関でも何かや
りたい」、そういう仲間が集まるようになりま
した。そして、震災の翌年である平成 24 年 3
月 11 日から始まったのがこの行事です。
　小学生、高校生、一般参加の皆さんが、手作
りの夢灯り 500 個を「3.11」の形に並べてろう

そくを準備をしていきます。ライオンも準備に
参加してます。藤沢の「円融寺」様から、「神
戸　希望の灯り」を分灯していただいた灯りを
参加した皆様で夢灯りに灯しました。参加者皆
様が沿岸、内陸、思い思いの方向を向いて、様々
な思いをかみしめながら、手をあわせて黙とう
を捧げておりました。
　参列者の紹介で、地区ガバナー、金野幸造 L
も紹介していただきました。

東日本大震災物故者七回忌法要（3月6日）

3 月11日 追悼 夢灯り一関

平泉ライオンズクラブ
　　　　　　　　L 千葉 廣光

一関中央ライオンズクラブ
L 小野寺 秀徳（ガバナー室長）
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　2017 年 3 月11 日 PM3 時頃より宮古市鍬ヶ崎
市場南側の道の駅みやこ内「シートピアなあど」
に特設会場を作り、夢灯りに点灯。暗くなった夕
方 6 時頃から陸中宮古 LC 会長 西村弘美 L より
ご挨拶いただきました。続いて友好クラブの京都
嵐山 LC の会長　中川新八郎 L がご挨拶され、
市内長根寺のご住職や若い僧侶たちの読経に続

き、一般市民のご焼香が始まりました。震災で亡
くなられた皆様のご冥福をお祈りし、七回忌のご
供養をささげました。我がクラブにはおりません
が、別のクラブでは未だご遺体が確認されていな
いメンバーもいるので、鎮魂と慰霊の祈りを一緒
にささげた次第です。（合掌）

　千葉市在住のヴァイオリニスト加藤玲名さん（千
葉 LC 所属）が毎年主催する、「東日本大震災復
興チャリティーコンサートVol.6 ～震災より６年撓
まず屈せず！釜石復興への道のり～」が、今年は
3 月12 日にレクサス千葉中央にて開催されました。
会場には、釜石東中学校卒業生で復興の願いを

込めた曲を作詞作曲した生徒を代表して小川海君
も駆けつけ、加藤さんとともに募金活動に参加。
私共からは、携えた野田武則釜石市長のメッセー
ジ、お祝いと御礼の挨拶を加藤さんに申し上げま
した。

東日本大震災追悼式及び慰霊祭について

祈りを込めたヴァイオリンの音色

陸中宮古ライオンズクラブ
幹事　L 澤田 三夫

釜石リアスライオンズクラブ
会長　L 新里 雅之
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　新渡戸記念館から国道 283 号に抜け右折、
400m ほどで国道 456 号に入る。そして宮沢賢治
記念館に到着するが、いつ訪れても日本各地から
の賢治ファンで賑わっている。土産品コーナーに
は賢治の著書はもとより、作品評論集とか、作品
を題材としたグッズなどが山と積まれている。日
本の作家でこれほどまでに愛読され商品化されて
いるのは、やはり世界に誇る偉大な人物なのだと
確信する。
　賢治と胡四王山の関係だが、少年時代、5 歳
年下の妹シゲを連れて度々胡四王山を訪れてい
る。また手帳に「経を埋めるべき山」と記述して
いることや、文語詩未定稿「丘」でも取り上げて
いることから、賢治にゆかりの深い山だとして、
この地に記念館、童話村などが建てられたという。
しかし、昨今、観光客が訪れるのは記念館あた
りまでで、その奥に佇む胡四王神社まで足を延ば
す人は意外と少ない。
　例えば参道右手にはカタクリの群生する樹林が
広がっているが、この地にはヒメギフチョウという
アゲハチョウの仲間が棲息しており、花巻市の天
然記念物に指定されている。
　更に進むと「経埋ムベキ山『宮沢賢治』、胡四

王山の珍木―ふるさ
と愛が生まれる愛染
杉」の案内板。ご
存じのように賢治は
法華経を信仰してお
り、その関連から岩
手県でお経を埋める
にふさわしい場所と
して 32 の山を手帳
に書き留めていたと

いう。当然のことながら岩手山、早池峰山などと
一緒に胡四王山も記載されている。また今まで訪
れた「あづま海道」沿いでは束稲山が選ばれてい
る。正直嬉しいですね。
　「ふるさと愛が生まれる愛染杉」については想
像にお任せします。

　いよいよ胡四王神社本殿に着き御由緒に目を通
す。大同 2 年（807）、坂上田村麻呂により創建さ
れ、その後稗貫氏時代に全盛を極め、さらに南
部藩に引き継がれてからは社領を受け、南部藩の
祈願所として地域の信仰を集めて栄えたと解説さ
れている。
　やはりこの山も田村麻呂にしてやられたか、と
思いつつ持参した資料の「胡四王の名の由来」に
目が止まった。概略すると北陸地方は古来より「越
の国」と呼ばれ「コシオウ」表記の神社は日本海
側に多い。そしてここに登場する神とは 7 世紀中
期、秋田地方まで遠征した阿倍比羅夫の祖神と
蝦夷の土着の神が習合したもの、との伝説。さ
らには日本海を渡ってきたツングース系の高志（越）
族、との説もあるという。調子が良いと言われそ
うだが、急に胡四王山に親しみを覚えた。

胡四王神社本殿ふるさと愛が生まれる愛染杉

宮沢賢治が愛でた胡
こ

四
し

王
おう

山
ざん

―その8―
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イギリス海岸ジュラシック・コースト海岸

北上川東岸から見たイギリス海岸

　宮沢賢治と北上川と言ったら「イギリス海岸」
を訪れるしかない。しかし「あづま海道を行く」は、
北上川東岸を散策するのが基本。ということで苦
肉の策でイギリス海岸展望広場のある下

しも

似
にた

内
ない

に
は行かず、国道 4 号線沿いから朝日大橋に向い
橋の手前で右折、1500m ほど高木の住宅街を巡
り、対岸に向かった。
　ところで、なぜ賢治先生は北上川のこの地を「イ
ギリス海岸」と名付けたのか、ご存じの方が多い
と思われるが、念のため賢治作品「イギリス海岸」
の冒頭を復習してみよう。
　　「 夏休みの十五日の農場実習の間に、私ども

がイギリス海岸とあだ名をつけて、二日か三
日ごとに仕事が一きりつくたびに、よく遊び
に行った処がありました。………。イギリス
海岸には、青白い凝岩質の泥岩が、川に沿っ
てずゐぶん広く露出し、その南のはじに立
ちますと、北のはずれに居る人は、小指の
先よりもっと小さく見えました。……」

思い出しましたか？
　

　そのイギリス海岸の対岸に到着。こちら側の方
が泥岩の層が見えやすい気もしたが、ここからは
いつもの妄想です。
　「イギリスの海岸」ってイギリスのどの辺にある
のか気になり、地図を広げて見たら、それらしき
海岸を発見。ロンドンよりポーツマスの方面に南
下、イギリス海峡沿いにあるジュラシック・コース
トと言う153km の海岸。2001 年「ドーセットと東
デヴォンの海岸」という名称で世界自然遺産に登
録されました。中生代にあたる三畳紀、ジュラ紀、
白亜紀に出来た地層が存在し、この地層が断崖
を形成しているという。
　何としたことか。もし、賢治先生はドーセット
を知っていて「イギリス海岸」を執筆したのなら、
100 年も前に世界遺産になることを予想していた
に違いない。
　ということは、その対岸に立っている私の場
所は、イギリス海峡を越え、フランスのパリから
100km ほど北の海岸シェルブール・オクトヴィルと
いうことになる。賢治先生、メルシー！

ルポ／梅木隆詩

イギリス海岸を訪ねる
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　第 38 回【青少年ライオンズ賞】・【隠れたる善
行ライオンズ賞】の表彰式を、1 月 26 日（木）一
関文化センター小ホールで開催しました。ゲスト
には一関教育委員会教育長・小菅正晴様はじめ、
各学校の校長、副校長、担当の先生をお迎えし、
スポーツや文化で全国 8 位以上、東北 3 位以上、
県下 1 位などで大活躍の一関地区各学校より推
薦された「個人：83 名、団体：24 組」の皆さん
を讃えました。（前年度は「個人：57 名、団体：
19 組」で、31 名増です）
　会長若山信一郎 L は「皆さんがすばらしい成績
を残すため、たくさん努力されたことに敬意を表
します。今年度は岩手国体があり、各校から前年
度より大きく上回る推薦をいただき、うれしい限り
です。健全な精神と肉体を併せ持った人になって
いただきたい。」とあいさつ。
　表彰するにあたり、表彰状・副賞を渡すだけで
はなく、一人ひとりから「1 分間スピーチ」をして
もらうことも、表彰の目的にしています。
　【青少年ライオンズ賞・功績賞】受賞者からは、

「全日本大会は初めてで緊張したが、1 位になって
うれしかった。練習は厳しいが、これからも頑張
りたい」

「4 月から中学生になるが勉強と競技を両立させ、
一層努力したい」

「全国大会まで出場できた。自分一人では不可能
で指導の先生や、いろいろな人の努力で賞を頂け
てうれしい」

「センバツへの切符が届くことを祈りながら練習し
ている。出場が決まったら、甲子園一勝して地域
に恩返ししたい」

「夢は東京オリンピック出場。そのために毎日、水
泳も勉強もがんばりたい」
　また、人命救助をした【隠れたる善行ライオン
ズ賞・善行賞】受賞者は、

「部活動に向かう途中で橋の欄干を乗り越えよう
としている女性を発見し、急いで近くまで行き体
を押さえ助けられた。素早い行動ができ良かった」
　小学 1 年生から高等専門学校の学生まで、ハ
キハキと分かりやすく皆素晴らしいものでした。
　一関教育委員会・小菅正晴教育長からは、「一
人ひとりが輝いています。目標をもっていることが
それに繋がります。また、皆さんの態度が非常に
良い。優勝することも良いことですが、優秀な選
手に！そして、3 つのA（あいさつ、集まり、あと
片付け）の当たり前のことができる人になってい
ただきたい」とスピーチをいただきました。

一関ライオンズクラブ
PR 委員長　L 佐田 弘孝青少年を讃えて

アクティビティ活動報告
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盛岡不来方ライオンズクラブ
計画出席大会委員長 L 佐竹 吉哉

「不来方ライオンズ文庫」
第28回図書寄贈式

　昨年の『希望郷いわて国体・希望郷いわて大
会』は盛会裏に終了いたしました。そのメイン会
場となった北上総合運動公園入口の『ウェルカム
ボード』は当クラブの周年記念事業として、設置
したものです。この『ウェルカムボード』は各種
大会等の名称、日時も表示でき、「ようこそ北上へ」
を英語、中国語、ハングル語の多言語で表記し、
国内外のお客様を歓迎しています。また先頃、重
度障害者施設『NPO 法人あけぼの福祉作業所』

に障害者福祉の一環として、タオルを寄贈しまし
た。この事業は 2003 年よりの継続事業で、毎年
贈呈式を実施し手渡ししています。タオルは、加
工食品の製造や運搬時に欠かせないもので、障
害者の入浴時にも使用されています。ガバナーの
重点目標の１つ「集いは輪が大きい程力なり」を
胸に、皆仲良く、励まし合いながら一人でも多くの
仲間を増やし、活動して参ります。

北上ライオンズクラブ
会長　L 及川 力私たちの活動について

　当クラブでは、「社会福祉法人　岩手愛児会み
ちのくこども療育センター」に設置の「不来方ライ
オンズ文庫」に、28 回目となる図書寄贈を行いま
した。同文庫は、「多くの良書に親しみ立派な社
会人になってほしい」という願いを込め、当クラ
ブが平成 2 年 6 月 29 日に設置したものです。今
回寄贈した図書は、「世界名作ファンタジー全 60
巻」をはじめ、「ぐりとぐら」など幼児向け童話、

「大谷翔平二刀流　その軌跡と挑戦」といったス
ポーツ物から「IQ84　全 3 巻」など小説に至るま
で、バラエティに富んだ全 141 冊です。またこれ
らの図書に加え、当日、当クラブの谷藤泰寛 L よ
り蔵書である貴重な世界名作全集を持参いただ
き、共に寄贈いたしました。

　同文庫に掲げられたプレートの「巣立てこども
たちよ。健康で明るい社会を作るために。」の願
いを達成すべく、今後もこの活動を続けていきた
いと誓いました。
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第63回地区年次大会祝賀会を楽しもう!

　年次大会会場から祝賀会会場に移動して、会が始まるまでの空き時間に楽しんでもらうべく、数店の屋
台が食欲をそそる香りをお届けし、皆様をお迎えします。松栄堂のケーキ、一関ミートの豚もも焼き、海石
榴の曲りネギ肉巻き、小野寺製麺のお蕎麦といった一関の美味しいものを召し上がっていただくほか、一
関の若き力・一関 YEG の皆さんからも焼きそばなどをご提供いただきます。
　また、新鮮なまぐろ一本刺身、うに、一関の名物餅つき隊によるつきたてのお餅もスタンバイしております。
ぜひお楽しみください。

　第 63 回地区年次大会は 5 月14 日（日）に一関を会場に開催されます。本年はライオンズクラブ国際協
会創設 100 周年の記念の年にもあたり、大会に向けて金野幸造ガバナーの強い指導の下、ゾーン内 5 ホス
トクラブが担当する委員会ごとに鋭意準備を進めているところです。
　私共花泉ライオンズクラブは祝賀会を担当いたします。今次大会は、式典、代議員会は一関文化センター、
祝賀会は一関市総合体育館（ユードーム）の 2 会場になります。
　祝賀会場エントランスでは、勇壮な時の太鼓でお出迎え、そして一関地方の食文化を代表する伝統の振

舞い餅でご来場のライオンを歓迎します。会場では新酒祭りで
多くの人が訪れる磐乃井酒造が取り揃えた銘酒を味わっていた
だきます。屋台コーナーではおそば、お刺身、肉の串焼き、そ
して色とりどりのスイーツを揃えます。祝賀会がスタートするまで
の間、ご自由にお召し上がりください。会場に流れるVocalコー
ラスユニット「Breathing BUDS」の洒落たメロディを聴きながら、
ドリンクバーでのどを潤してみてはいかがですか。
　祝賀会の最後には、お楽しみ抽選会があります。100 名の方
にプレゼントが当たります。

　ライオンズクラブ国際協会創立 100 周年にちなんで、“100
周年記念プレゼント” をご用意しました。国際協会の創立
と同じ1917 年に創業した磐乃井酒造の吟醸酒 100 本、ケー
キ100 個、レオクラブ作成の鉢花 100 個を、抽選でプレゼ
ントいたします。

❖屋台コーナー

❖豪華景品が当たる!?抽選会

磐乃井の淡麗な飲み口をぜひご賞味ください

一ノ
関
駅

一関
文化センター

豊隆会館

一関市
総合体育館

イオンスーパーセンター
一関店
イオンスーパーセンター
一関店

ダイソーダイソー
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1000人集まろう！

花泉ライオンズクラブ　会長　L 佐藤 豊



ライオンいわて4月号　15

会 員 動 向

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）

盛岡南 LC
舘　澤　　　晃
藤　澤　勝　彦
簗　田　公　也

西根 LC

遠　藤　忠　臣
工　藤　榮　子
工　藤　功　貴
佐　藤　　　晃
田　村　つや子

一関厳美渓 LC 佐　藤　剛　明

クラブ名 会員氏名 MJF回数

久慈 LC
稲　田　泰　山 3
野　場　正　輝 9
對　馬　博　貴 2

2 月 LCIF＄1000 献金

2 月 新入会員一覧

2月のアクティビティ
1R1Z

盛岡 LC 8日 ひかりの箱募金
盛岡不来方 LC 9日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰式

盛岡中津川 LC

～ 2月 2日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
1月27日、2月 3日 仁王小学校スキー教室指導者協力
4日 献血推進活動（バレンタイン献血）
6日 薬物乱用防止教室

12日 盛岡中津川 LC杯争奪
第 38回盛岡地区少年剣道大会開催

盛岡観武 LC 10日 第 9回青山雪あかり協賛
盛岡南 LC 22日 都南地区防犯協会連合会
滝沢 LC 23日 献血推進活動

玉山姫神 LC 11日 献血推進活動（バレンタイン献血）
18日 啄木かるた会へ協賛金拠出

1R2Z
岩手 LC 17日 ひかりの箱募金
二戸 LC 10日 献血推進活動（バレンタイン献血）

西根 LC 8日 献血推進活動
13日 希望郷いわて国体八幡平市実行委員会総会

安代 LC 4日 第 22回安代ライオンズクラブ杯
安代地区スキー大会

8日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰式

2R1Z
花巻 LC 11日 献血推進活動（バレンタイン献血）

紫波 LC 14日 次年度ライオンズ国際平和ポスター・
コンテスト協力依頼

16日 新 1年生の為の防犯・交通安全教室
石鳥谷 LC 23日 卒業レオを送る会
大迫早池峰 LC －
花巻東 LC －
東和猿ヶ石 LC －
矢巾 LC 17日 冬の交通安全指導

2R2Z
北上 LC 1月 4～ 31日 資源回収リサイクル活動

～ 28日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
和賀 LC 1日 資源回収

北上国見 LC 14日 使用済み切手　3551枚送付
22日 献血推進活動

江釣子 LC 12日 献血推進活動（バレンタイン献血）
16日 江釣子小学校へ図書寄贈

3R1Z

水沢 LC
15日 「善行賞」表彰式
20日 水沢 LC旗争奪区内中学校野球大会
21日 水沢フラワーロード運営委員会

江刺岩手 LC 2日 献血推進活動
前沢 LC 19日 献血推進活動

水沢中央 LC 7日 スカウト協議会助成
～ 17日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

金ケ崎 LC
～ 16日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
11日 献血推進活動（バレンタイン献血）
23日 ライオンズ青少年スポーツ振興助成金

胆沢岩手 LC 28日 胆沢区内　小中学生児童生徒表彰

3R2Z
一関 LC 6日、7日 薬物乱用防止講座

26日 献血推進活動

平泉 LC 1日、8日 親子工作教室
23日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰と展示

花泉 LC 27日 使用済み切手　1000枚送付

一関中央 LC
5日 献血推進活動
20日 使用済み切手　1000枚送付
23日 新入学児童へランドセルカバー贈呈

一関厳美渓 LC 14日 薬物乱用防止講座

4R1Z
千厩 LC 8日～ 24日 ライオンズ国際平和ポスター作品展示

27日 献血推進活動
大東岩手 LC 12日 第 38回大東読書祭り
東山 LC －
藤沢岩手 LC 6日 献血推進活動
川崎岩手 LC －
室根 LC 19日 ブックスタート事業絵本贈呈

4R2Z
大船渡 LC 5日 献血推進活動（バレンタイン献血）

24日 声の図書館点検と整備
陸前高田 LC －
住田 LC 3日 世田米、有住保育園節分行事

大船渡五葉 LC
4日 第 42回東海社会文化事業基金顕彰式
5日 献血推進活動（バレンタイン献血）
16日 第 26回大船渡市暴力追放市民大会

5R1Z
宮古岩手 LC 18日、19日 第 16回宮古岩手 LC旗中学生バレーボール大会

久慈 LC ～ 9日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
22日 LCIF ＄1000献金　3件

陸中宮古 LC
12日 献血推進活動（バレンタイン献血）
14日 レディの会奉仕活動
18日 第 16回宮古岩手 LC旗中学生バレーボール大会

田野畑 LC －
岩泉龍泉洞 LC －

5R2Z
釜石 LC 15日 LL 奉仕活動

20日 卒業レオに記念品　贈呈

遠野 LC
15日 リサイクル品の回収
21日、22日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰式
10日 使用済みテレカ、書き損じハガキ　送付

釜石リアス LC 21日 使用済み切手　1000枚送付
大槌 LC －

陸中山田 LC 3日 山田町児童生徒科学研究発表会後援
8日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰式

ライオネスクラブ
西根 LS 17 日 使用済み切手　5000枚送付

レオクラブ
盛岡 LEO 18日 ひかりの箱街頭募金、

カレンダー展益金贈呈式
早池峰 LEO －
石鳥谷 LEO 23日 新入会員入会式＆卒業レオを送る会
北上 LEO 24日、26日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト展示会
一関二高 LEO －
釜石 LEO 20日 卒業レオを送る会
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盛岡中津川LC

二戸LC

宮古岩手LC 室根LC西根LSC

中学生バレーボール大会 使用済切手整理作業 ブックスタート事業絵本贈呈

献血推進活動（バレンタイン献血）

仁王小学校平和ポスター表彰式
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　アクティビティ フォトグラフ

　あの未曾有の災害から6年。各地で行われた慰霊行事につい
て今号では特集した。それぞれの思い、願いがあるだろう。被災
地の人々は元の生活を取り戻したいと、毎日頑張っている。ある
被災地に行ってみた。そこは、元の地よりも高く盛土がされてお
り、元の商店街よりも奥まったところに新しい商店街を造ってい
た。震災前の風景はもう写真でしか残ってはいない。復興とい
うよりは、新しい街づくりなのだ。元の街には戻らないことを嘆
く声もあるだろう。当たり前だ。長く住んだ“自分たちの街”なの
だから。でも、そこで生きていくためには新しい街が必要だ。ど
ちらがいいとか悪いとか決めることができないことだから複雑
な気持ちになる。これが6年経った現状なのだ。

（ライオンいわて編集委員一同）

《表紙の写真：小岩井の一本桜と岩手山》
　雫石町の小岩井農場には、秀峰・岩手山をバックにして大地に根を張る1本の桜の木があります。桜はエドヒガンという樹種で、明治
40年代に植えられたものだと伝えられています。桜の見ごろは、例年はゴールデンウィークです。今年の桜も楽しみに待ちましょう。

編集後記

金ケ崎ＬＣ

平和ポスターコンテスト表彰

北上LC

滝沢ＬＣ

献血推進活動

・ ライオンいわて3月号の裏表紙に掲載しているアクティビティフォトグラフのキャプションに誤りがありました。
　正しくは、花巻LCの活動は「献血推進活動」です。訂正してお詫び申し上げます。
・ 一関LCの事務局が4月1日（土）より移転しました。新住所は〒021-0032　一関市末広1-7-4です。
　電話番号の変更はありません。 

水沢LC

「善行賞」表彰

平和ポスターコンテスト・展示会、表彰式

お知らせ


