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2　ライオンいわて7月号 

ライオンズクラブ国際協会332−B地区

ガバナー就任にあたって
地区ガバナー L 金野 幸造（一関中央 LC）

　1982 年一関中央 LC に入会し、3R2Z の ZC
を始め第 2、第 1 副地区ガバナーに選出されてき
ましたが、吉田昭夫、筒井學両ガバナーのご指
導により第 62 回年次大会におきましてガバナーエ
レクトに選任されました。身に余る光栄と責任の
重さを感じております。
　1917 年 6 月 7 日、メルビン・ジョーンズの呼び
かけによってアメリカ合衆国各地から約 20 名の
代表者が集まり、シカゴ市のホテル・ラサールの
イースト・ルームで初会合を行いました。ライオン
ズクラブの誕生です。それから100 年、2017 年 6
月 7 日に満 100 歳の誕生日を迎えます。心から全
ライオンで喜びを分かち合いたいと思います。
　今年度の地区アクティビティ・スローガンは「100
周年　次世代へ結ぶ絆でウィサーブ」と、いたし
ました。
　この 100 年という節目を、過去を振り返り、現
在を見つめ、未来を展望するチャンスと捉え、地
区として、クラブとして新たなスタートを切っても
らいたい。
　常に、今年は 100 周年という意識を持ち、ク
ラブ活性化につなげていただければと思ってい
ます。
　7 月1 日在籍メンバーには来るべき100 周年祭
には 1 人も欠けることなく、そしてそれまでにもっ
と多くのメンバーと共に祝いたいと思います。

　特に今年の動きでは
◎「100 周年記念奉仕チャレンジ」キャンペーン

への参加
◎レガシー・プロジェクトの参加
◎ Family&Woman Team（家族及び女性チーム）

いわゆる FWT が GLT、GMT に続く3 本目の
柱として積極的推進

◎「青年アカデミー委員会」が「次世代リーダー
シップ研究会」と名称を変更し、内容を統一
し次世代のリーダーを輩出する目的で動き出す

など、100 周年の節目あるいは将来を見据えた動
きが活発になる年にしたい。
　そして地区としては、東日本大震災の復興支援
並びに継続アクティビティはもとより、1970 年か
ら 46 年ぶりとなる第 71 回「希望郷いわて国体」
また第 16 回「全国障害者スポーツ大会　希望郷
いわて大会」が 10 月に開催されます。この大会
にライオンズとして協力いたしたいと思っています。
　ガバナーテーマとして「躍動−この節目　心一
つに 未来へつなぐ−」といたしました。この一年
地区が、クラブが「躍動」すれば必ずやクラブが
魅力アップして仲間が増えているものと確信してい
ます。志を持った新たな仲間が増えることは素晴
らしい事です。
　記念すべき100 周年となるようメンバーお一人
おひとりと共にこの一年を楽しみましょう。 

「次なる山を目指して」（ボブ・コーリュー国際会長）
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キャビネット幹事　就任の挨拶
キャビネット幹事　

L 鈴木 雅彦（一関中央 LC）

第一副地区ガバナー就任にあたって 
就任の挨拶
第一副地区ガバナー　

L 森谷 潤（住田 LC）

　第二副地区ガバナーを拝命して以来、早一年が
経過致しました。 
　予定者会議に始まり、数 の々会議に出席致しました。
　昨年度は久々に日本から国際会長を輩出致しま
したので、ホノルルの国際大会では前会長から山
田實紘新国際会長へのキーの伝達式を目の当た
りに致しました。 
　筒井ガバナーとは仕事上のお付き合いもあり、
本年度ガバナーの金野 L とは三十年以上親しくさ
せていただいております。昨年は花巻東のキャビ
ネットの皆さんの力強いバックアップもあり、ガバ
ナーチームの雰囲気はとても良かったのではない
かと思います。 
　12 月 7 日から始まった 4 泊 5 日のタイ・バンコック
の上級セミナーでは、暑いバンコックを予想して行っ
たのですが、寒いほどエアコンの効いたホテルの中
で、ガバナー予定者が一堂に会し、同じ課題に取り
組み、私を含め参加者は 60 歳代の昔の青年達でし

たが、偽りなく真剣な授業の様子でした。 
　このセミナーでの私の最大の成果は、全国のガ
バナー予定者の皆さんと親しくさせていただいた
事です。何よりも、複合地区東北 6 県のガバナー
予定者の皆さんと信頼関係を築けたことが素晴ら
しかったと思います。 
　次年度は、図らずもこの私に地区ガバナーと複
合の議長を兼務せよとの大きな課題を与えていた
だいております。 
　第一副地区ガバナーとして、金野ガバナーのも
と、この一年を大切に、一所懸命に勉強させて
いただきます。 
　先輩諸兄のご指導の下、332-B 地区ライオンズ
会員の皆様のお声を力に、邁進いたしますので宜
しくお願い致します。 
　末筆ながら、盛岡事務局の皆さんのご努力に
感謝申し上げます。

　2016 〜 2017 年、ガバナー L 金野幸造のもとで
キャビネット幹事を務めることになりました、一関
中央ライオンズクラブ所属、L 鈴木雅彦です。
　332-B 地区のアクティビティスローガン「100 周
年　次世代へ結ぶ絆でウィサーブ」一人でも多く
の会員が 100 周年を意識していただけるように、
適切な情報提供を実行してまいります。100 周年

にライオンズメンバーである事を誇りに思えるよう、
そして次の世代へつなげるよう活動してまいりたい
と考えています。 
　またガバナーテーマは「躍動−この節目　心一
つに 未来へつなぐ−」、100 周年節目の年に新た
なライオンズクラブの姿が作れるよう、キャビネッ
トは各クラブを支援できるよう、努力したいと思っ
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キャビネット筆頭副幹事　就任の挨拶
キャビネット筆頭副幹事

L 高橋 恒司 （一関中央 LC）

　キャビネット役員初体験の重責に一抹の不安も
ありますが、1 年間精一杯頑張ってまいりたいと
思います。 
　そのためには、役割をよく理解しムリ無駄のな
い行動をしていくことだと思います。 
　所属クラブ中心のライオンライフから、キャビ

ネットの円滑な運営を支える役目を担うことの自
覚。そして、調整役として金野ガバナーチームの
融和をはかることを肝に銘じて、ガバナーの思い
の実現に貢献してまいりたいと思います。 
　皆様の御指導、御鞭撻を宜しくお願い致します。

332-B 地区会計　就任の挨拶
キャビネット会計

L 芦萱 敬一 （一関中央 LC）

　この度、諸先輩ライオンが多数いる中で、若輩
の経験乏しき私が地区会計という重大な職務を命
ぜられました。 
　最初は戸惑いと不安で一杯でしたが、受けたか
らには 332-B 地区の皆様の大切な運営費を会計
ルールの原則、基本を大事にしながらその業務を忠
実に果たして行きたいと思うことに変化致しました。

　金野幸造ガバナーテーマ「躍動−この節目　心
一つに 未来へつなぐ−」に沿って、老若男女の会
員がライオンズクラブに入会して良かったと思える
ような、躍動感溢れた魅力あるクラブづくりのお
手伝いをして行く所存でございます。一年間ご理
解とご協力を宜しくお願い致します。

ています。何なりと要望等をお聞かせ下さい、共
に考えましょう。皆さんと、これからのライオンズ
クラブを育てる一歩を、踏み出したいと考えてい
ます。副幹事、副会計と協力しながらガバナーを
支え、頑張ってまいります。一年間よろしくお願

いいたします。
　最後に各クラブの皆様には、不慣れや不手際で
ご迷惑をお掛けすることと思いますが、何卒ご寛
容下さいますようお願い申し上げます。
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　2013 年、釜石の種市ガバナー当時の際、まだ
解散前の葛巻クラブからZC に任命され、何が何
だか解らないなりに可もなく不可もなく会員各位
の御理解と御協力に助けられ、無事終了したこと
を今でも感謝しているところです（非常に勉強さ
せられました）。 
　しかし、翌 2014 年 6 月 30 日付で 46 年間続い
た葛巻クラブも会員減少のため残念ながら解散せ
ざるを得なかった訳です。……その際、種市ガバ
ナーには釜石から葛巻の自宅まで 2 〜 3 回の訪問
を受け、「やめるな！！もう少し頑張れ」と叱咤激
励を受け、心から「申し訳ない」と思ったものです。
そのためかどうかは不明ですが、現在でも頭が上
らない現状です。その際同時進行で葛巻クラブの

スポンサーである岩手クラブ様に解散の経緯説明
や、その他の相談等あったのですが、結論として

「いずれ貴方が岩手クラブに移籍した後『葛巻支
部』を立ち上げたらどうか」とのことだったので、
岩手クラブに葛巻クラブから 3 名移籍して、月 2
回の定例会には、夏、冬を問わず葛巻から岩手
町まで 45 分かけて通っております。 
　あれから 3 年。「葛巻支部」ままならずの処に
岩手クラブ丹野会長から一語、「誰も適任者がい
ないのでおまえを ZC に任命したので宜しく。こ
の事は半分以上命令と理解すべし」……と言う訳
で今回 2 回目の ZC の任に就くことになったので
すが、さて 1R2Z に合った重点目標に何が良いの
だろうか？？？ 
　本年 6 月 9 日、一関にて次期三役セミナーに出
席した際、金野ガバナーから「ライオンズ 100 周年」
の講話があり、これはぼさっとしている時ではな
い、と気を引き締めております。

　今期 1R1Z のゾーン・チェアパーソンを拝命致
し、ガバナー運営方針をゾーン内の各クラブに伝
え、又、クラブの趣旨をキャビネットに要請するな
どをしてライオンズクラブの精神を末端までモラー
ルアップを図りながら、諸先輩の指導を頂き、任
期中つつがなく次期の ZC に引継出来るよう努力
いたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上
げます。又、今期はライオンズクラブ結成 100 周

年記念事業の節目なので、332-B 地区アクティビ
ティスローガン「100 周年　次世代へ結ぶ絆でウィ
サーブ」、加えてガバナーテーマ　「躍動−この節
目　心一つに 未来へつなぐ−」を目標とし、達
成すべきを成す為、ライオンズ基本姿勢である奉
仕の心を原点とし、地域性の特色を生かした密着
型奉仕活動を念頭に、クラブのアクティビティと合
同アクティビティを企画しながらライオンズの永遠
のテーマである会員増強に、一躍をと考えており
ます。各々クラブ皆様の支援を心よりお願い申し
上げ、就任の御挨拶とさせて頂きます。

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶

1 R 1 Z

L猿舘 伸俊
（ 盛岡南 LC ）

1 R 2 Z

L鍋倉 劭造
（ 岩手 LC ）
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　ローテーションにより、私の所属クラブから次期
の ZCP を選出することになり、会長とともに適任
者として相応しい先輩ライオンにお願いに伺いまし
たが、幾度かの要請にも快いお返事は得られませ
んでした。そんなとき、会長は思いもよらないこと
に、クラブの重鎮ライオンを伴い、私のところにお
出でになりました。その結果がこの通りです。
　所属クラブに置いても、永年レギュラーにもな

れず、退会者がでたために、偶然にもベンチ入り
していた補欠の私が会長を務めたのでした。そん
な私ですので、自信は全くなく、今はただプレッ
シャーだけです。
　しかし今年度は、同じ 3 リジョンの金野幸造ガ
バナーを輩出しておりガバナーの重点目標と指針
をよく理解し、キャビネットをサポートするととも
に、ゾーン内クラブの運営の一助になれますよう
に頑張ります。
　それにしても、一大イベントのゾーン内家族交
流会のことを考えるといまからアタマが痛いです。

　この度、ゾーン内ローテーションにより江釣子
ライオンズクラブから選任され、2R2Z のゾーン・
チェアパーソンに任命されました。2016 〜 2017
年度は 100 周年にあたります。コーリュー国際会
長は「次なる山を目指して」を国際テーマに掲げ、
332-B 地区スローガンは「100 周年　次世代へ結

ぶ絆でウィサーブ」です。100 年も続くライオンズ
クラブの奉仕活動は間違いなく世界にとって、日
本にとってもかけがえのないものでしょう。 
　私のライオンズ活動は 28 年になりますが、ど
れだけ社会のためになっているかは自信がありま
せん。しかし、少なくとも自分のためには継続し
てよかったと思っております。
　ゾーン内 4 クラブの皆様のご指導、ご鞭撻、ご
協力をたまわりまして 1年間頑張りたいと存じます。
よろしくお願いいたします。

　今期、金野ガバナーの元、ゾーン・チェアパー
ソンを務めさせて頂くことになり、責務の重大さ
に身が引き締まる思いです。
　しかし、チェアパーソンを務める以上、ゾーン
内各クラブの円滑な運営が出来る様に又、何か力

になれる事が一つでもあれば協力して行きたいと
考えています。
　“ ライオンズ 100 周年 ”となる今期は、形に残
る奉仕活動 “ 例えばイチョウの木を各クラブ『100
周年植樹』として通常のアクティビティ事業に取り
組む ”とか、小さな事でも良いからやれる事を。　
参画意識と気持ちを強く持って運営に務めたいと
思いますので、皆様のご協力を宜しくお願い申し
上げます。

2 R 1 Z

L横澤 茂
（ 矢巾 LC ）

2 R 2 Z

L菊池 敏昭
（ 江釣子 LC ）

3 R 1 Z

L髙橋 進
（ 水沢 LC ）
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　この度、金野幸造ガバナーの下に４Ｒ１Ｚゾーン・
チェアパーソンという大役を務めさせて頂くことに
なりました。クラブ内での指名を頂いた時には気
軽に考えておりましたが、日増しに責務の重大さ
を感じておる次第です。しかし、幸いゾーン内には、
地区常任名誉顧問・佐々木賢治ライオン、地区名
誉顧問・高橋義太郎ライオンのお二人の重鎮がお
り、加えてゾーン内各クラブ会長さんを始め皆様

から導き支えて頂きながら微力ではありますが汗
を流して参る所存であります。 
　さて、金野ガバナーは、アクティビティスロー
ガンに「100 周年　 次 世 代へ 結ぶ 絆でウィ
サーブ」、 ガバナーテーマ「 躍 動−この節目　
心一つに 未来へつなぐ−」、更にガバナー重点
四項目を掲げられました。それらに対しゾー
ン内クラブとのパイプ役として親睦と交流を
一層深め、活気ある楽しいクラブ運営に務め
ながらその任を果たして参りますので、各ク
ラブの皆様のご指導とご支援を心からお願い
申し上げご挨拶とさせて頂きます。

　このたび、平泉ライオンズクラブの推薦を受け
3R2Z のゾーン・チェアパーソンを拝命いたしまし
た L 村上滋です。 
　金野幸造ガバナーの提唱するアクティビティス
ローガン「100 周年　次世代へ結ぶ絆でウィサー
ブ」のもと職務を遂行する所存です。金野ガバナー
は青年会議所時代から薫陶を受けた尊敬すべき

先輩であり、キャビネット構成員としてかかわれる
ことは大きな喜びでもあります。 
　100 周年の栄光の歴史を守り、さらなる高いブ
ランドを目指すためGMT　GLT　FWTコーディ
ネーターの指導の下ゾーン内クラブの進化をめざ
し、ライオンズクラブに所属することに誇りと喜び
を感じていただきたいと思います。 
　また、当ゾーン 5 クラブは年次大会ホストクラ
ブでもあります。一関中央キャビネットの集大成と
しての大会の成功の為、ゾーンの団結が高まるよ
うな機運を醸成することに努めたいと思います。

　この度は、4R2Z ゾーン・チェアパーソンを務め
ることになった大船渡 LC の金野栄一です。ライ
オンズクラブに入会して 12 年を過ぎていますが、
ZC は初めての経験であり、何もよく分かっていな
い状況ですが、ゾーン内の皆さんのご協力、支
援を頂きながら進めたいと思います。 
　震災から 5 年が経過して、震災地も復旧から
復興へと大きく変貌しており、大船渡では商業施

設、ホテルが相次いでオープンしている状況です。
　しかし、仮設住宅は今も多数の方がお住まいに
なり、自宅再建もままならない状況もあります。
　今年度地区ガバナー重点目標として「東日本大
震災を風化させず、心のケア、寄り添うアクティビ
ティ」が掲げられています。その目標達成に努力
していきたいと思います。 
　ガバナー、キャビネット三役、各ゾーン内三役
を始めとする会員の協力のもと、100 周年の記念
の年のゾーン運営を進めてまいりますので、よろし
くお願い申し上げます。 

L村上 滋
（ 平泉 LC ）

3 R 2 Z

4 R 1 Z

L佐藤 久耕
（ 東山 LC ）

4 R 2 Z

L金野 栄一
（ 大船渡 LC ）
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　このたび 5R2Z 内のローテーションにより、今
年度の ZC を務めさせて頂くことになりました。ど
うぞ、宜しくお願い致します。 
　我々沿岸地区のクラブは 5 年前の震災当時、
まさに想定外の非日常的な状態に陥りましたが、
キャビネットおよびブラザークラブの皆様の手厚
い援助で、苦難を乗り越え今日に至っています。
改めまして御礼申し上げます。そして、現在の状
況は道路、建物等の復興、復旧が進み、地域住

民の励みになっています。その反面、様々な目に
見えない格差も進んでいるようで陽の当たらない
部分の手当が必要なことを感じます。そして、そ
れは金野ガバナーの重点目標の一番として掲げ
られている「東日本大震災を風化させず、心のケ
ア、寄り添うアクティビティ」に直結していると思
います。
　また、昨年度の山田實紘国際会長、今年度の
ライオンズクラブ誕生 100 周年に関するアクティビ
ティ等、未来に向かって突き進む姿勢に感動しつ
つ、ガバナー、キャビネットと、各クラブとの連
絡役として努力するつもりです。 

　このたび、5R1Z のゾーン・チェアパーソンを務
めることになりました久慈 LC の L 三上でござい
ます。よろしくお願い申し上げます。 
　「ライオンと呼ばるる人」の一説には事業を成
功に導き、…とあります。 
　法人税法の通達の中にロータリークラブ等の
通常会費を交際費と諸会費とに按分して…とあり、

その解説の中に該当 2 団体は、いずれも個人事
業者又は法人企業の経営者等を会員として構成
されているとあります。 
　次期三役セミナーの質疑応答において、公務員・
サラリーマン・年金生活者だけのライオンズクラブ
がある。また、会員拡大のために公務員を勧誘し
たいなどの質疑があったように記憶しております。
　これらのことと、事業を成功に導き…は矛盾し
ないのか疑問に感じております。 
　これらの疑問点が、ZC としての活動の中で解
消されることを願い就任の挨拶といたします。

5 R 1 Z

L三上 修悦
（ 久慈 LC ）

5 R 2 Z

L千坂 清一
（ 陸中山田 LC ）
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年間主要行事予定表
期日 事項 場所 摘要

6 月 24 日（金）〜 28 日（火） 第 99 回国際大会 日本・福岡 福岡市
6 月 19 日（日） 夏期 YCE 派遣生壮行会並びにホストファミリーオリエンテーション 花巻市 ホテル志戸平
7 月 08 日（金） 臨時名誉顧問会議 盛岡市 三寿司
7 月 20 日（水） 第 1 回キャビネット会議・第 1 回 ZC 会議 一関市 ベリーノホテル一関

第 1 回地区アクティビティ積立金運用委員会
7 月 0　日（　） 夏期 YCE 来日生ガバナー表敬訪問・歓迎会

7 月 29 日（金）〜 7 月 31 日（日） 2016 MD332 YCE サマーキャンプ 秋田市 秋田ホテルメトロポリタン
8 月 02 日（火） ガバナー公式訪問　2R1Z　花巻・紫波・石鳥谷・大迫早池峰・花巻東・東和猿ケ石・矢巾 昼
8 月 02 日（火） ガバナー公式訪問　2R2Z　北上・和賀・北上国見・江釣子 夜
8 月 03 日（水） ガバナー公式訪問　3R1Z　水沢・江刺岩手・前沢・水沢中央・金ヶ崎・胆沢岩手 夜
8 月 06 日（土） Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」フォローアップワークショップ 矢巾町
8 月 09 日（火） ガバナー公式訪問　4R2Z　大船渡・陸前高田・住田・大船渡五葉 夜
8 月 10 日（水） ガバナー公式訪問　4R1Z　千厩・大東岩手・東山・藤沢岩手・川崎岩手・室根 夜
8 月 18 日（木） ガバナー公式訪問　5R1Z　宮古岩手・久慈・陸中宮古・田野畑・岩泉龍泉洞 夜
8 月 19 日（金） ガバナー公式訪問　5R2Z　釜石・遠野・釜石リアス・大槌・陸中山田 夜
8 月 22 日（月） Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」フォローアップワークショップ 花巻市 花巻市立矢沢小学校
8 月 26 日（金） ガバナー公式訪問　1R1Z　盛岡・盛岡不来方・盛岡中津川・盛岡観武・盛岡南・滝沢・玉山姫神 昼
8 月 26 日（金） ガバナー公式訪問　1R2Z　岩手・二戸・西根・安代 夜
8 月 30 日（火） ガバナー公式訪問　3R2Z　一関・平泉・花泉・一関中央・一関厳美渓　　 夜

キャビネット事務局　夏期休暇
8 月 09 日（火） 第 37 回地区レオフォーラム 一関市

9 月 11 日（日） 住田 LC　40 周年記念式典 住田町 住田町農林会館・
H グリーンベル髙勘

9 月 18 日（日） 紫波 LC　50 周年記念式典 紫波町 JA いわて中央本書・
パープルハウス

9 月 25 日（日） 和賀 LC　50 周年記念式典 北上市 夏油高原スキー場
10 月 15 日（土） 水沢 LC　55 周年記念式典 水沢市 水沢グランドホテル
10 月 16 日（日） 久慈 LC　50 周年記念式典 久慈市 ロイヤルパークカワサキ

第 1 回地区 YCE 委員会
11 月 06 日（日） 北上国見 LC　40 周年記念式典 北上市 ブランニュー北上
11 月 17 日（木） 第 2 回キャビネット会議・第 2 回 ZC 会議 一関市 ベリーノホテル一関

11 月 10 日（木）〜 13 日（日） 第 55 回東洋・東南アジアフォーラム 香港
ライオンズ献血推進研究会 盛岡市 赤十字血液センター

11 月 15 日（火） 国際平和ポスターコンテスト締切（キャビネット） （消印有効）
11 月 20 日（日） 大槌 LC　40 周年記念式典 大槌町 三陸花ホテルはまぎく
11 月 20 日（日） 平泉 LC　50 周年記念式典

薬物乱用防止教育認定講師養成講座
国際平和ポスターコンテスト地区審査会
新会員オリエンテーション 各ゾーンやリジョン毎に開催
キャビネット事務局冬期休暇

12 月 26 日（月）（予定） Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」フォローアップワークショップ 北上市 鬼柳小学校
2017 年 1 月 16 日（月）〜

17 日（火）（予定） Lions Quest「ライフスキル教育プログラム」ワークショップ 花巻市東和

次期地区ガバナー・第一・第二副地区ガバナー資格審査会 一関市
2 月 15 日（水） 第 3 回キャビネット会議・第 3 回 ZC 会議 住田町 ホテルグリーンベル高勘

アワード審査会 一関市
4 月０9 日（日） 花巻 LC55 周年記念式典 花巻市 花巻温泉・ホテル千秋閣

4 月 15 日（土） 千厩 LC50 周年記念式典 一関市千厩 千厩農村勤労福祉センター・
サンプラザ及善

4 月 16 日（日） 一関 LC55 周年記念式典
4 月 23 日（日） 陸中宮古 LC35 周年記念式典 宮古市 宮古ホテル沢田屋
4 月０　日（　） 次期 ZC 予定者会議 一関市
5 月０7 日（日） 332-B 地区第 63 回年次大会親睦ゴルフ大会 一関市
5 月 14 日（日） 332-B 地区第 63 回年次大会代議員会・大会式典・祝賀会 一関市
6 月０7 日（水） 第 4 回キャビネット会議　・第 4 回 ZC 会議 一関市 ベリーノホテル一関
6 月　０日（　） 次期三役・事務局員セミナー
6 月　０日（　） 次期地区レオ委員会
6 月　０日（　） 332 複合地区第 63 回年次大会前夜祭 青森
6 月　０日（　） 332 複合地区第 62 回年次大会代議員会・大会式典・議長晩餐会 青森

6 月 30 日（金）〜 7 月 4 日（火） 第 100 回国際大会 アメリカ イリノイ州シカゴ
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2016-2017

332-B地区
キャビネット役員名簿

地区名誉顧問・
LCIF 地区コーディネーター
L 中村 好雄

北上 LC

キャビネット会計

L 芦萱 敬一
一関中央 LC

4R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L 金野 栄一

大船渡 LC

地区 LCIF・アラート・
復興支援委員長
L 小笠原 慈夫

一関 LC

第一副地区
ガバナー

L 森谷 潤
住田 LC

地区名誉顧問

L 高橋 義太郎
藤沢岩手 LC

1R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L 猿舘 伸俊

盛岡南 LC

5R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L 三上 修悦

久慈 LC

地区長期計画・
指導力育成委員長
L 渡辺 弘文

平泉 LC

地区名誉顧問

L 天日 常光
二戸 LC

1R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L 鍋倉 劭造

岩手 LC

5R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L 千坂 清一
陸中山田 LC

地区会則・会員・
エクステンション委員長

L 吉原 睦
花泉 LC

地区名誉顧問

L 宮田 謙
盛岡 LC

2R1Z ゾーン・
チェアパーソン

L 横澤 茂
矢巾 LC

FWT（家族及び女性会員）
地区コーディネーター
L 中村 さと美

滝沢 LC

地区国際協調・大会参加・
PR 情報・IT 委員長

L 松倉 忠
一関中央 LC

地区常任名誉顧問 ･
地区百周年記念コーディネーター
L 吉田 昭夫
盛岡中津川 LC

地区名誉顧問

L 後藤 成志
石鳥谷 LC

2R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L 菊池 敏昭

江釣子 LC

FWT（家族及び女性会員）
副地区コーディネーター
L 菅原 りつ子
一関中央 LC

地区環境保全・
保健委員長

L 佐藤 弘征
一関厳美渓 LC

地区常任名誉顧問

L 佐々木 賢治
東山 LC

地区名誉顧問

L 相原 文忠
盛岡不来方 LC

地区名誉顧問・
GMT 地区コーディネーター
L 米谷 春夫
陸前高田 LC

地区名誉顧問

L髙橋 幸喜
平泉 LC

3R1Z ゾーン・
チェアパーソン

L髙橋 進
水沢 LC

地区年次大会
委員長

L 小岩 丈郎
一関中央 LC

地区 YCE・
レオ・ライオネス委員長
L 小山 仁朗
一関中央 LC

地区常任名誉顧問

L 種市 一二
釜石 LC

地区常任名誉顧問・
GLT 地区コーディネーター
L 千葉　龍二郎

水沢 LC

3R2Z ゾーン・
チェアパーソン

L 村上 滋
平泉 LC

地区年次大会
副委員長

L 佐藤 敬治郎
一関中央 LC

地区 YCE
実行委員長

L 田中 哲明
花巻東 LC

地区名誉顧問

L 黒澤 康男
盛岡南 LC

キャビネット幹事

L 鈴木 雅彦
一関中央 LC

4R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L 佐藤 久耕

東山 LC

地区年次大会
副委員長

L 千葉 佳造
一関中央 LC

地区 YCE
副委員長

L 伊藤 壽太郎
大船渡五葉 LC

地区ガバナー
L 金野 幸造

一関中央 LC

地区名誉顧問会
議長

L 筒井 學
花巻東 LC
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地区青少年・
ライオンズクエスト委員長
L 本田 秀行
一関中央 LC

キャビネット
筆頭副幹事

L 高橋 恒司
一関中央 LC

キャビネット
副幹事

L 佐藤 初男
一関中央 LC

4R1Z
地区 YCE 委員
L 小野寺 規夫

室根 LC

ライオンいわて
編集委員

L 菅原 公正
一関中央 LC

地区ライオンズ
クエスト副委員長
L 伊藤 明彦
陸前高田 LC

キャビネット
副幹事

L 三浦 卓
一関 LC

キャビネット
副会計

L 後藤 時廣
一関中央 LC

4R2Z
地区 YCE 委員
L 崎山 陽一

大船渡 LC

ライオンいわて
編集委員

L 伊藤 和江
一関厳美渓 LC

キャビネット
副幹事

L 鈴木 東
一関中央 LC

キャビネット
副会計

L 大内 祐志
一関中央 LC

3R2Z
地区 YCE 委員
L 千葉 誉雄

花泉 LC

ガバナー室
室長

L 小野寺 秀徳
一関中央 LC

ライオンいわて
編集長

L 菊地 慶矩
一関中央 LC

キャビネット
副幹事

L 瀧澤 順昭
平泉 LC

1R1Z 
地区 YCE 委員
L 坂本 良行
玉山姫神 LC

5R1Z
地区 YCE 委員
L 外里 文人

久慈 LC

キャビネット
事務局長

L髙橋 幸雄
盛岡観武 LC

ライオンいわて
副編集長

L 小野寺 進
一関中央 LC

キャビネット
副幹事

L 千葉 彰彦
一関 LC

1R2Z
地区 YCE 委員
L 種市 郁雄

安代 LC

5R2Z
地区 YCE 委員
L 小川 一展

大槌 LC

キャビネット
事務局委員
L 嶋野 衛

盛岡中津川 LC

ライオンいわて
副編集長

L 佐藤 正彦
一関 LC

キャビネット
副幹事

L 千葉 祐紀
花泉 LC

2R1Z
地区 YCE 委員

L 市川 泝
石鳥谷 LC

ライオンいわて
編集委員

L 村上 耕一
平泉 LC

キャビネット
事務局委員
L 森岩 彰
盛岡南 LC

地区会計
監査委員

L 塩竈 素明
一関中央 LC

キャビネット
副幹事

L 佐々木 親弘
一関厳美渓 LC

2R2Z
地区 YCE 委員
L 齊藤 永光
江釣子 LC

ライオンいわて
編集委員

L 菅原 徳哉
花泉 LC

地区会計
監査委員

L 金沢 純一
平泉 LC

キャビネット
副幹事

L 鈴木 勝則
一関中央 LC

3R1Z
地区 YCE 委員

L 千葉 幸
前沢 LC

ライオンいわて
編集委員

L 舞石 太
花泉 LC
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ライオンズクラブ国際協会332-B地区

第99回 国際大会報告

　我がクラブから三人目の DG 誕生の瞬間を祝う
ため、初めて国際大会に参加しました。仙台空
港から福岡へ、周りはライオンだらけにびっくり。
さらに福岡空港ではもっとライオンだらけでした。
120 カ国から外国人 1 万 3 千人を含め 3 万 8 千人
が参加している訳ですから。マリンメッセで大会
キット受け取りです。国際色豊かに大勢のライオ
ンで混雑する中、投票の資格審査、展示ホール
では 100 周年ブース・平和ポスター展・環境写真
コンテスト・クラブ用品ストアなどいろいろな催し
がありました。今回の目玉は大会資料が USB で
配布、しかもただの USB ではありません、各種
情報が更新されるなどすばらしい機能を備えてい
ました。すばらしいエコ実践でした。今年の国
際大会スローガンは Do for People Do for World

『動き出そう! 人々のために、世界のために』。イ
ンターナショナルパレード、1 万 2 千人が行進、
これも感動の連続、沿道の皆さんから「どちらか
らですか？」「がんばって」との声、うれしかった
です。日本チームはその人数でアッピール、でも
外国勢はパレード慣れしている、実に盛りあがっ
てパレードしていました、見習う点多かったですね。
午後からはMMFで各種セミナーが参加しました。
夜はインターナショナルショー、すばらしい時間で
した。そして大会初日総会、華 し々く総会がスター
トいたしました。各ご来賓のご挨拶そして基調講
演など心に響く初日、私は特に国際会長が奥様・
ご家族に感謝の印に花束贈呈の時、目頭が熱くな

るのを感じました。日本人が一番苦手な愛情表現
ですよね、そして感謝の気持ち。午後にはブルー
インパルスが 6 機編隊で飛来しよく晴れた青空に
桜の花を描きました。一般の方々にも告知されて
いて会場周辺はすごい人出になっていました。夜
は「332-B の夕べ」が 110 名を超すライオンの出
席で盛大に開催され、楽しい福岡の夜を堪能しま
した。大会二日目総会、これもすばらしい司会者
のパフォーマンスで楽しみ、その後は LCIF の報
告や国際理事の立候補演説を聞きました。特に
前国際会長の LCIF 報告はスター・ウォーズ風演
出で報告されたのには、驚かされました。大会最
終日、先ずは投票、厳しいチェックに驚きました。
シャトルバスでヤフオクドームへ、最終日もすばら
しい演出で会場は大盛り上がり中、次期国際会
長の就任でした。残念ながらプリウスは当選いた
しませんでした。そして最後に地区ガバナーの誕
生、胸のエレクトリボンを筒井ガバナーが外して、
金野ガバナーの誕生でした。会場のあちらこちら
ガバナーが誕生、一気に会場が大きな歓声で包
まれました。ライオン歴 17 年ではじめての国際大
会、会場であのライブを体験しなければ分からな
い感覚がありました、これが世界レベルの大会と
感動した 4 泊 5 日でした。そしてライオンである
事に自信と誇りが持てました。得難い経験を与え
てくれた福岡国際大会関係者に感謝いたします。
最後に参加経験の無いライオンは是非参加される
事を強くお勧めし、報告とさせて頂きます。

第99回国際大会に参加して
キャビネット幹事　L 鈴木 雅彦（一関中央 LC）
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332-B 地区ガバナー
　L 金野幸造夫妻とボブ・コーリュー国際会長夫妻と共に

パレードの目を引いた山田国際会長の作務衣姿ライオンズ 100 年へ繋ぐ 332-B 金野ガバナーを囲んで

福岡名物の屋根無しバス
「オープントップバス」もパレードへ

ジャパンライオンは赤い半纏で、
3500 人が参列

世界の子供たち　レオクラブ
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ヤフオクドーム総会会場にて 
 地酒試飲に暑さも忘れ

100 名オーバーの参加に
ローアーも熱く

7 月開催  博多祇園山笠をバックに
自撮りする鈴木幹事

流行っているせ
いか、自撮りを
する人多数

ナレシュ・アガワル第一副会長の
出身地インドからも沢山の会員が

盛大な拍手が
ボブ・コーリュー国際会長とダイアン夫人へ
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世界各地からやって
きた国際パレード隊



ライオンいわて7月号 　15

一関中央LC
故 L 山田 信雄
享年78歳（1995年12月入会）
6月23日ご逝去

会員動向 訃　報

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）
盛岡観武 LC 及あ川　美代子
石鳥谷 LC 森あ田　研あ嗣
前沢 LC 菅あ原　健あ一

金ヶ崎 LC 青あ木　俊あ悦
高あ橋　寛あ寿

平泉 LC 伊あ藤　紀あ明

一関中央 LC

小野寺　燁あ子
木あ村　義あ人
鈴あ木　のぶ子
鈴あ木　徳あ子
鈴あ木　美栄子

藤沢岩手 LC 佐あ藤　敬あ子
久慈 LC 久あ保　繁あ明

6 月 新入会員一覧

北上国見LC
故 L 菅原 清美
享年65歳（1995年7月入会）
6月13日ご逝去

　企業を含め、組織が永続的に繁栄する為の絶
対必要条件は、変えてはいけないモノと、変えな
ければいけないモノを間違えない事と認識してい
ます。LCも例外ではなく、基本理念は変えず、奉
仕の対象や方法を時代により、地域により変え続
けて活動したことによって百年と云う節目を迎える
事が出来たと思っています。
　金野ガバナーも百年と云う節目に地区ガバナー
に就任した巡りあわせを重く受け留めておられ、
この節目を単純に祝うのではなく、次の百年に向
けて、“ 変えてはならないモノ ” の再認識と “ 変
えなければならないモノ ” の見直しをしなければ、
LC が次の百年を迎えられなくなるのではないか、
と云う危機感を今年度の地区アクティビティスロー
ガン、ガバナーテーマに込められたのだと思いま
す。そして就任の挨拶で『この 100 年と云う節目
を、過去を振り返り、現在を見つめ、未来を展望
するチャンスと捉え、地区としてクラブとして新た
なスタートを切ってもらいたい』と呼びかけていま
す。このガバナーの思いを、今年度限りの打ち上
げ花火に終わらせないための道筋を創る責務が、

キャビネットに携わる者、及び各クラブ役員にあり、
その為の活動を議論し、見直す事が任務だと思い
ます。 
　当編集委員会も金野ガバナーの思いをしっかり
受け留める所存です。更に今、取り組みの切り口
に試行錯誤している中で、自然環境と云うテーマ
に特化する事は無理ですが、荒れて傷つき病んで
いる地球の病状をこれ以上悪化させず、なんとか
美しい地球を孫子の代に遺す為に、今、私達が
出来ることは何かをクラブの例会や委員会で議論
し、また、現在取り組んでいる様々な切り口のア
クティビティから、包括した形で進化したアクティ
ビティの在り方など、新たなアクティビティを模索
する議論がなされるような誌面作りをしていきた
いのです。そして「新たな活動が地域の人々に共
感され、共感された方の中から LC 会員として仲
間になる人が増える事を期待したい」というリク
エストもいただきましたので、それに沿った形で、
誌面作りをいたします。

（ライオンいわて編集委員会　編集長　
L 菊地慶矩 <一関中央 LC>）

編 集 雑 感

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
安代 LC 大 あ 森 　 力 あ 男 1
北上 LC 中 あ 村 　 好 あ 雄 27

6 月 LCIF＄1000 献金
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花泉LC

花いっぱい運動

大船渡五葉LC

陸前高田LC

1R1Z合同

北上LC

陸中宮古LC

高寿園園内草刈り作業

花巻東LC

大東岩手LC

清光学園 園児・生徒
志戸平温泉に招待レインボークリーン大作戦

花壇整備

東山LC　

草刈り清掃作業レディの会奉仕活動　エコキャップ

草刈り清掃作業 みどり町公園草刈作業
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　アクティビティ フォトグラフ

《表紙の写真：みちのくあじさい園（一関市）》
　世界遺産平泉の根幹となる史跡が多く集まる“あづま海
道”。今でいう県道14号線、北上川の東岸沿いを呼びます。
西行法師が愛でた束稲山、奥州藤原氏の祖・経清の居館
「豊田館」、その道は北上、花巻をたどり盛岡の「安倍館」へ
と続きます。
　そのスタート地点である一関市舞川地区には、300種以
上のあじさいが咲き誇る「みちのくあじさい園」があります。
毎年6月下旬から1ヶ月間、“みちのくあじさいまつり”が開催
され、杉の木の間から差し込む太陽の光が色とりどりのあじ
さいを照らす様子はとても幻想的で、何度でも足を運びたく
なる世界観です。

釜石LC 住田LC　

「ライオンズつつじ園」整備作業釜石復興支援コンサート
「RENAと進もう！！明日に向かってPARTIII」


