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新年明けましておめでとうございます。
旧年は格別のご厚誼を賜りまして大変ありがとうございました。
本年もお引立の程よろしくお願いします。

昨年７月トロントで開催されました第97回ライオンズクラブ国際大会でガバナーに就任以来、
東日本大震災被災地５R・１Zを皮切りに、広大な332－B地区のガバナー公式訪問を、８月中を
以て駆け巡りました。特にも被災地のライオンは戦後70年、最大の自然災害にもめげることな
く、新たな地域の復興への創造に対して、地縁、あるいは地域力による更なる “絆” の強さを深
く感じました。

ガバナーとして一層の復興に対して心の引締めを持ちました。
また、夫々のR・Zにおきましては役員との活発、かつ闊達な意見交換を初めとし、懇親会に

おきましては温情溢れる歓迎と、懇談をいただき、私が描いているライオン像に大いなる期待
を持ったところです。深く感謝申し上げます。

私はこの公式訪問において一貫して申し上げてきた三つがあります。

１．今期・国際会長ジョー・プレストンのテーマ「誇りを高める」ための背景は
２．日本ライオンズのアイデンティティーを語り、日本ライオンズの在り方とクラブの改革
３．いま何故、会員増強（特にも家族会員による）が喫緊の課題なのか（Ask１）

この三項目を強く訴えてきました。
いま、上期を終えて思うことは、日本ライオンズのあり方を “知行合一” の精神で行動実践し

なければ旧態依然であり、改革がないことを強く痛感しました。残念ながらAsk１の増進はい
まひとつです。私は下期は、これに努力を傾注する考えでいます。

皆様には、更なる一層のご理解とご協力をお願いします。
また、いま青年アカデミー創設の機運がある中ですが、ややもすれば家族会員増強の雰囲気

に見え隠れしている次代リーダーの発掘、育成も忘れてはなりません。
最後に、今年は34年振りに日本より山田實紘国際会長が誕生し、新しいライオンズの風が世

界中に吹く年です。世界の潮流から外れないよう目覚めましょう。
あなたのクラブ、あなたのやり方で！！

地区ガバナー　L. 吉田 昭夫（盛岡中津川LC）

 新年のご挨拶

ガバナー　新年のご挨拶
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会員の皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、日頃からキャビネット運営にご支援・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
あっという間の上半期でしたが、少しでも皆様のお役に立てただろうかと自問自答する中、

正月２日から盛岡 レオクラブ主催カレンダー展の準備を懸命にお手伝いする会員の皆様にお会
いし、とても感謝いたしました。あらためてラインズクラブの皆様の日々の奉仕活動の素晴ら
しさ・大切さを感じた正月でした。

今年は、ライオンズクラブが様々に変化し始めると思います。吉田ガバナーの「アスク・ワ
ン」を進め、キャビネット一丸となって変化に対応して参ります。

私は、村上元国際会長のセクレタリー４則なる理想の幹事に少しでも近づけるよう努力して
参ります。

一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます。会員の皆様にはお健やかに新しい年をお迎えのこととお
喜びを申し上げます。

吉田昭夫ガバナーのもとキャビネットがスタートしてから半年がたち丁度折返し地点を通過
したような感じがしております。慌しいガバナー公式訪問を終え準地区、複合の諸課題に取り
組んでいるところですが、様々な問題が山積みしているということに今さらながら痛感してお
ります。東日本大震災はもとより日本全体から準地区まで歴史を重ね巨大化した組織の改変は
より困難になってきているのが現状であるようです。

すでに地区年次大会の検討に入っており、又ハワイでの世界大会の登録も始まっております。
多数の会員のご参加を頂くこと期待しております。あと半年皆様のご協力とご支援を宜しくお
願い申し上げます。

キャビネット幹事　L. 西本 有伺（盛岡中津川LC）

 年頭のあいさつ

キャビネット会計　L. 伊藤 英明（盛岡LC）

 年頭のあいさつ

キャビネット幹事・会計　年頭のあいさつ
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東山ライオンズクラブ主催及
び一関教育委員会後援のワーク
ショップが、東山地域交流セン
ター大会議室を会場に、東山小
学校千田校長先生をはじめ先生
方合計20名の参加のもと開催さ
れました。

講師は、JYIDライオンズクエ
スト認定講師中村千恵子先生。
平成25年３月川口市内中学校教
員を退職後、全国各地で講師を
務めるなど経験豊富で指導力・
指導技術共に優れた先生です。
初めに受講生同志の心と学習雰
囲気を高める活動エネジャイ
ザーから始まり、受講生の学校
教師たちも童心に帰って楽しい
ひとときを共有し研修への意欲

新たな発見・新たな感動いっぱいの
東山ライオンズクエスト・ワークショップ開催

東山ライオンズクラブ　L. 菅原 文男

開催日：2014年12月24日～25日　会場：東山地域交流センター大会議室

を互いに高め合いました。
子どもたちが人間性豊かで、

どんな困難な場面でも多様な考
え方ができ、判断し、能動的に
行動することができるよう、そ
して健康的な人間に育つよう、
JYIDの素晴らしいプログラムで
受講生は実際に心と体で学びま
した。

２日目は主に具体的な授業場
面を想定し模擬授業を中心に研
修しました。
○３年生の授業「何かを上げて

大きくなろう」
○１年生の授業「感情のコント

ロール」
○４年生の授業「予想して進ん

で行動しよう」

○２年生の授業「正しい判断」
グループ毎に担当の主題をき

め、普段行っている授業の流れ
や考え方とは異なり新たな発想
での授業展開に戸惑いながらも、
授業計画や紙板書を作成し、全
員が教師や児童役となり、心を
揺さぶる感動的な授業を行いま
した。

受講後の感想文には、「子ども
を育てる新たな視点が広がり、
早速実践し子どもの成長を見た
い」とか、若い先生方からは「先
輩の先生方の発想の豊かさと指
導力の高さに、改めて感心させ
られた」などの感想が寄せられ、
実り多いワークショップであり
ました。

東山ライオンズクエスト・ワークショップ開催
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2014年12月２日一関の世嬉の
一にて330－C地区（埼玉）メン
バーと332－B地区３R２Zメンバー
の交流会が開催された。330－C
地区は震災後様々な支援事業を
企画実施されてきた。

震災後毎年宮城県に被災地視
察ツアーを実施、昨年は岩手県
久慈にも支援を行った。本年は
10月21日22日に330－C地区東北
被災地視察団の第一弾として宮
城県石巻市に、12月２日３日に
第二弾として初の岩手県への視
察ツアーを企画、最近の被災地
の現状と復興の進行状況を確認
すべく現地に出向き、被災地の
方々と “ふれあい” を行うこと
により復興の更なる手助けを趣
旨としている。地元クラブと交
流をされどんな支援をしたら良
いかを思案されていると聞いた。
東山の年次大会に参加されたの
が縁で一関市及び陸前高田市の
視察に際し宿泊地のライオンズ
との交流会を切望され今回の企
画となった。

予定では330－C地区ガバナー
松原一郎Lはじめキャビネット
役員、幹事、会計、クラブ会長
等40名位の規模と聞き、ゾーン
内だけの交流会とはいかず、ガ
バナー吉田昭夫Lはじめ前ガバ

ナー佐々木賢治L、顧問高橋幸
喜L、キャビネット役員を含む
３R２Z各クラブに参加を募り、
ゾーンの事業的な位置づけとし
ての対応となった。

330－C地区は８R16Z、91クラ
ブ、会員数2427人、地区ガバナー
は松原L（上尾中央）地区幹事
は河村賢治L（川口）地区会計
は祢津尚人L（上尾）とクラブ
やゾーンを超えてキャビネット
が組織されている。会員の各ク
ラブ訪問もありクラブ間交流も
盛んと聞いた。

330－C地区36名、332－B地区
24名が華やいだ中にも厳かに交
流会は始まった。

開会歓迎の言葉を前ZC鈴木雅
彦L（一関中央）が今回の企画
の経緯を説明と歓迎の挨拶、ガ
バナー挨拶として吉田L（盛岡
中津川）は歓迎と感謝の意を、松
原ガバナー L（上尾中央）は被
災地の復興を願い今年も地区で
ドネーションを募り復興の一助
を企画しているとの挨拶を頂い
た。その後お互いに記念品の交
換、乾杯を名誉顧問会議長佐々
木L（東山）、歓談となった。料理・
飲み物は地元のものをと心掛け、
各テーブルでは地区やクラブの
状況、震災や復興の話題、食事

やお酒の話題等、会話が弾んで
いた。時間も押し迫ったのでは
あるが、盛り上がった事もあり
全員の紹介と一言挨拶を交わし、
両第二副地区ガバナー濱野雅司
L（岩槻）金野幸造L（一関中央）
が互いの地区を健闘し、ローア
でお開きとなった。

お開き後も330－C地区のメン
バーと共に楽しく元気な夜を過
ごす事が出来た。

大勢の他地区の方々と懇談す
る機会はキャビネットしても前
例もないとのことで、初めてで
もありちょっと不安でもあった
が、同じ志のライオンズメン
バーということもあり、短い時
間ではあったがお互いに絆を深
める時を過ごせたと思う。最後
に、準備や330－C地区との連絡
に御尽力を頂いた、前ZC鈴木L
と前地区アラート・復興支援副
委員長福地恵理子L（藤沢岩手）
に感謝申し上げ、交流会の報告
といたします。

330‒C地区　332‒B地区３R２Z
交流会報告

３R２Zゾーン・チェアパーソン　L. 吉原  睦（花泉LC）

交流会報告
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【 　　　　　】

■ 旅行代金（お１人様あたり）
シェラトン・ワイキキ
(４ツ星・Aグレード)

アウトリガーリーフ
(４ツ星・Aグレード)

アストンワイキキビーチ
(３ツ星・Bグレード)

オハナワイキキマリア
(２ツ星・Cグレード)

２名１室 275,000円 255,000円 245,000円 219,000円
１名１室 380,000円 340,000円 330,000円 284,000円

■ 332－B地区の夕べ（費用21,000円は旅費に含まれております）
６月28日（日）開催。スリースターディナークルーズ。（サンセットクルーズで思い出に残る332－B地区の夕べを予定しております。）

■ 旅行企画・実施　旅行会社
名鉄観光サービス株式会社盛岡支店　観光庁長官登録旅行業第55号
支店長兼総合旅行業務取扱管理者　川村　勲　　担当者：吉田明弘・大川麻美・菅野　聡
TEL：019‒654‒1058 ／ FAX：019‒654‒1044 ／ e-mail：morioka@mwt.co.jp

【 　　　　　】第98回  ハワイ国際大会
参加のご案内

ライオン各位にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素、キャビネット運営に関して、
多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お待ち兼ねの国際大会がやってまいりました。
今年度第98回目の国際大会では日本から念願の国際会長とお二人の国際理事が輩出される記念すべき

大会です。この機会に332－B地区の皆様一堂に会して、明日のライオンズを語り合い、様々な観光と美
食を楽しみに出かけましょう。332－B地区の夕べは豪華船ディナークルーズをご用意しました。どうぞ
多くのご参加をお待ち申し上げます。

地区ガバナー　L. 吉田　昭夫
地区国際協調・大会参加委員長

L. 篠木　　清

※シェラトン・ワイキキはキャンセル待ちとなります。
※上記旅行代金には、燃油サーチャージ（27,000円、国内成田空港施設使用料（2,610円）、現地空港税（7,520円）が含まれておりません。別途
お支払いいただきます。（2014年12月現在のもので為替や原油価格の変動により変更となる場合がございます。）

第98回  ハワイ国際大会参加概要
≪成田空港発着≫　NA全日程７日間コース

日次 都市名 現地時間 交通機関 スケジュール 食事

1  6/26（金） 成田空港
ホノルル

午後／夕刻
午前

航空機
専用バス

成田空港集合、出国手続き／出発
（日付変更線）バスにてホテルへ ホノルル泊

機：◯　昼：×
夕：×

2  6/27（土） ホノルル
滞在 夜 バス（シャトル）

徒歩
インターナショナル・パレード（10：00～）
332複合地区の夕べ（予定） ホノルル泊

朝：×　昼：×
夕：OP

3  6/28（日） ホノルル
滞在 夜 バス（シャトル）

夜
大会初日総会、各種セミナー
332-Ｂ地区の夕べ ホノルル泊

朝：×　昼：×
夕：○

4  6/29（月） ホノルル
滞在 バス（シャトル） 大会２日目総会、各種セミナー

ジャパンレセプション ホノルル泊
朝：×　昼：×
夕：×

5  6/30（火） ホノルル
滞在 バス（シャトル） 投票（代議員のみ）、閉会式

ガバナー就任宣誓式 ホノルル泊
朝：×　昼：×
夕：×

6  7/1（水） ホテル
ホノルル

朝
午前

専用バス
航空機

バスにて空港へ
出国手続き、出発 朝：×

7  7/2（木） 成田空港 午後 無事、帰国、入国手続き解散 機：○　夕：×

第98回 ハワイ国際大会参加のご案内
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世界のカレンダー展

盛岡レオクラブは毎年「世界
のカレンダー展」の開催ととも
に新年の活動をスタートしてい
ます。2015年の「世界のカレン
ダー展」も皆様のご支援ご協力
をいただいて無事に終了するこ
とができました。

32回を数えるこの事業は、１
月３日（土）から５日（月）までの
３日間、市内デパートの催事場
で、皆様からお譲り頂いたカレ
ンダーを市民の皆様に販売し、
その全ての売上金を福祉・復興
団体に寄付させていただくもの
です。

１月２日の午後、お正月の家
族団らんのひと時に一区切りを
つけ、準備のために「世界のカ
レンダー展」の会場へ向かうと、
カレンダーがぎっしり入った段
ボールや紙袋の数の多さに圧倒
されます。販売のためにカレン
ダーひとつひとつの包装を取り、
紙の丸まりを伸ばしながら、そ
の種類の多さに驚かされるとと

もに、この事業がたくさんの皆
様のご協力のもとに成り立って
いることを実感します。

販売初日３日の朝、開始の30
分前から催事場からデパートの
外までつづく長蛇の列ができあ
がります。これも毎年恒例の風
景になりつつあり、市民のみな
さんの間での認知度の高まりを
感じます。

今年度は884,850円（昨年度
880,200円）を売上げることがで
きました。また昨年夏の「レオ

盛岡レオクラブ会長　鎌田 憲武

フォーラム」がきっかけで北上
レオクラブ様による「世界のカ
レンダー展」が北上で開催され
ました。今年度もこれまでの事
業の規模や成果を維持・発展し
ながら、新たな事業の展開の一
歩を踏み出しました。

あらためて今回のこの事業に
ご協力していただいた全ての皆
様に感謝申し上げるとともに、
今回集まった貴重な売上金を確
実に福祉・復興団体に寄付させ
ていただくことをここにお約束
させていただきます。

また今後も盛岡の新春の幕開
けを飾る地域に根差した事業と
して、さらに継続的な実施を進
めることで、多くの市民のみな
さんのお部屋を彩るカレンダー
を提供し、また福祉・復興団体
の活動を陰ながら支える事業に
成長していけるよう、より一層
の努力をしてまいります。今後
も引き続きご支援ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

レオ・カレンダー展
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前列右端がきよ子さん、後列右端が典
つね

哉
や

さん

私が盛岡ライオンズクラブに
入会致しましたのは、2013年の
７月です。それからまだ１年半
しか経過しておりませんが、メ
ンバーに恵まれ楽しく活動致し
ております。

入会のきっかけは、それまで
も弊社の者が入会していたので
すが、定年となり次のメンバー
は誰にするかと社内で協議の結
果、私に声がかかった…という
わけです。

自らや、メンバーの名前を呼
ぶ際に “ライオン” を敬称とし
て使用するなどの決まり事や、
会の活動・意義等についてもあ
まりわからないまま入会致しま
した。

入会式での言葉《われわれは

正会員　　柴田さよ子さん
　　　　　2013年８月入会
家族会員　柴田典

つね

哉
や

さん
　　　　　2014年７月入会

１．入会のきっかけは？
尊敬する真田早子ライオン（ス

ポンサー）に入会を勧められた
のですが「私でも加入できるの？」

知性を高め　友愛と相互理解の
精神を養い　平和と自由を守り
　社会奉仕に精進する》、これ
については、今でも教えてもら
うことばかりです。

他のメンバーから色々とお話
を伺う中で、特に盛岡ライオン
ズクラブの「すずらん給食」と
いうアクティビティは、素晴ら
しいと大変感銘を受けました。

入会してから月日が経つのは
非常に早く、毎月の理事会や例
会、12月のクリスマス家族会、
世界ライオンズデーの清掃活動
や、リトルリーグ支援事業等々
…それ以外にもいろいろな会合
やアクティビティがあり、入会
するまではわかりませんでした
が、こんなに多岐に亘るのだと

と不安な気持ちでした。

２．入会しての感想は？ 
自分とは無縁の世界と思って

いましたが、会員の皆様が親し
く接してくださり、ご自身の立
場で出来る事を積極的に取り組
んでおられる姿に感銘しました。
夫も家族会員として仲間入り
し、共通の話題で盛り上がる事
もあって人と人のつながりを感
じています。

３．ライオンズのメンバーとし
て、これから取組んでみたい
こと、何かありませんか？
献血のお手伝いや、清掃のボ

日々実感しております。
メンバーも色々な業種の方が

入会しており、皆さん話し易い
方々ばかりで、お話を聞くだけ
で非常に楽しく、また大変勉強
になります。

ライオン歴が１年半を過ぎ、
これからは楽しいだけではな
く、ライオンズクラブの活動を
広め沢山の方々に入会して頂け
るよう、日々の活動に努めて参
りたいと思います。

ランティアは引き続き取り組ん
で行きますが、恵まれない子供
達に喜んでいただけるような機
会があれば良いと思います。

また、他のライオンズと共同
で障害者用トイレのチェックを
して、ランク付け等いかがでしょ
うか？

　
４．その他　何かPRしたいこと

等ありましたら　ご自由に
現在、健康で働けるのは、こ

れまで数多くの方々に支えられ
てきたからと心から感謝です。

少しでも恩返しできるよう、
皆様と歩調を合せて進んで参り
ます。

盛岡LC 「私がライオンズクラブに入会して」 L .工藤 敏納

滝沢LC

新メンバー体験談
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ふるさと　～海のある町～

こじんまり整って……長期滞在したいね
いつだったか

ビジネスホテルで話したっけ

必要な物が揃えられ
欲しいものを持ち込み
自由に過ごせる空間

あの時の何気ない思いが叶った（かに見える）
仮設の住宅

幾重にも重なり　固まり
体の奥底に沈んだ憤りに
触れさえしなければ

動かない事実と向き合いさえしなければ
旅の予定を自分で組めるのなら

旅の高揚を屈託なく話せる日がくるのなら

陸前高田市　照井由紀子

この作品は「時
と

季
き

と場と心とが」という詩集の中にあります。

旅先のビジネスホテルが思い出される仮住居 ── 仮設住宅での暮らし。

そこに住む人の暮らしへ思いを馳せた一編をご紹介させていただきました。

仮住居

詩の紹介文

編集委員会企画
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花巻市少年剣道親善大会は
「花巻市内の少年剣道団体

が一堂に会し、日頃の練習成果
を発揮して技術の向上に努める
とともに、友好親善を深めるこ
とを目的として開催されている」

今年は学校行事と重なり参加
者が少々少なめであったが11月
１日（土）花巻市武徳殿に於いて
無事執り行われた。

当日、午前９時開会、主催者
側の挨拶に始まり、審査委員か
らの注意事項、選手宣誓、対戦
と進められた。皆汗をかきなが
ら日頃の練習の成果を出しきる
様な白熱の対戦が繰り広げられ
た。

今大会は、個人戦（４年生以
下の部・５年生以下の部・６年
生以下の部・女子の部）・団体
戦で戦われた。

試合方法は、試合区分ごとの
トーナメント法による３本勝負
とし、時間内に勝負が決しない
場合は２分を区切って延長を行

うこととしている。
対戦結果１位は、４年生以下

の部‥桐野光（農武館）、５年
生以下の部‥青木志光（農武
館）、６年生以下の部‥奥山誠
也（農武館）、女子の部‥継枝
愛美（農武館）、団体戦‥農武
館であった。

表彰は団体戦は第１位から３
位まで賞状を、優勝チームには、
優勝トロフィーを授与し次の大
会まで保持させる。個人戦は各
部門毎に第１位から３位まで賞
状（優勝者には楯）を授与する。
又、参加者全員に手拭（剣道の
絵柄）を渡している。

花巻東ライオンズクラブは、
1981年11月より岩手県中学校剣
道新人大会を後援することに始
まり、1984年11月からは、第７
回花巻市内少年剣道親善大会を
花巻ライオンズクラブと合同で
主催するようになった。以後継
続アクティビティとして両クラ
ブ主催で毎年実施している。

尚、今年度より剣道クラブ統
合等があった為、花巻市剣道協
会も主催者に加わった。

この大会は、生徒・児童・父
兄から好印象の意見が聞かれ、
主催者側としては、今後の継続
を誓うものである。

「第37回 花巻市少年剣道親善大会について」

花巻東ライオンズクラブ会長　L. 川村 健

デッカイ感動！　デッカイ夢！　デッカイ未来！
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10月５日（日）第２回わんぱ
く寺子屋を一関市狐禅寺

「光西寺」（住職・当クラブ会員
L本田秀行）で開催した。

当日は気温も上がらず肌寒い
一日でしたが、市内の８校の４
年生～６年生の元気な児童26名
が参加しました。

盲導犬体験・座禅・流しソー
メン・つるぴか団子作りと盛り
沢山のメニューに挑戦。

午前10時開会式、最初に行わ
れたのは日本盲導犬協会の訓練
師による体験学習、訓練師の奥
澤優花さんと盲動犬「ピノ」を
迎え、盲導犬が普段どんな仕事
をしているか話を聞き、実際に
子供達１人づつ目隠しをして約
10mをピノの誘導に従い歩行体
験を行った。　　　　

目が見えないことは本当に怖
く、自分では動けないと子供達
は話しており、盲導犬の大切さ
や必要性を改めて感じたようで
す。

其の後　本堂において座禅、

ほとんどの子供が初体験、多少
の不安があったようですが、住
職の指導を受けて静まりかえっ
た本堂で座禅修行 、きれいな座
禅の組み方をする女の子がいて
住職が感心しておりました。

いよいよ　お待ちかねの「流
しソーメン」気温17度と流し
ソーメンには肌寒い日でしたが、
そこは子供達　流れて来るソー
メン、そして時折流れるフルー
ツに大はしゃぎ、流す方が追い
付かない位大忙し、いつもの昼
食の倍以上食べたようです。

午後の部「つるぴか団子」作
り、講師の津田幸男さんにどう

したらつるつる・ぴかぴかと光
る団子が出来るか、説明を受け
磨き方に挑戦、磨いた後は自分
色に色づけし完成、約２時間の
作業で上手に綺麗に仕上がり大
満足、一生懸命磨く姿がとても
可愛く思いました。

閉会式で「寺子屋マスター認
定書」を全員に贈り解散、体験
する内容は変わるかも知れませ
んが、来年も子供達のはちきれ
んばかりの笑顔が見たいが為、
続けて開催したい事業の一つで
す。

第２回 わんぱく寺子屋

一関中央ライオンズクラブ会長　L. 菅原 りつ子

デッカイ感動！　デッカイ夢！　デッカイ未来！
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復興支援活動

一関二高レオクラブ会長　L. 渡邊 茉奈

私たち一関二高レオクラブ
では、８月のレオフォー

ラムで、復興支援について学び、
話し合う機会をいただきまし
た。その中でこれからの自分た
ちの活動についてライオンズク
ラブの方々と話し合った結果、
一度沿岸へ出かけて交流しよう
ということになりました。

その後、ライオンズの方々が
陸前高田と連絡を取ってくださ
り、「ふれあい寺子屋」として
子どもたちに勉強を教えること
にして、11月９日の日曜日に陸
前高田の竹駒の仮設住宅へ出か
けました。

予定では、事前にチラシを配
布していただいていたのですが、
行ってみると日曜日はスポ小の
活動などで子どもたちは忙しく、
ほとんど住宅には残っていませ
んでした。そこで内容を変更し
て、住宅のお年寄りの方々に震
災の時のお話をしていただくこ
とになりました。

住宅近くの集会所に来ていた

だき、はじめは10人ほどだった
お年寄りが最終的には40名ほど
になり、私たちもいろいろなお
話を聞きました。津波から屋根
の上の人を助けられなかったこ
とや、食べ物や電気のない状況、
高田の高校生の判断力がすばら
しかったこと、とにかく逃げる
ことの大切さなど、テレビや新
聞では聞いたことのないお話を
たくさん聞き、震災を少しだけ
現実的に感じることができまし
た。

子どもたちも４人ほど来てく
れて、一緒に宿題をしたり、外
でバーベキューの昼食を食べ、

準備したおもちゃで遊んだりと、
楽しく貴重な体験ができました。
子どもたちもつらい思いをした
のでしょうが、明るく元気でそ
れを感じさせない様子でした。

今回の訪問で、震災後初めて
沿岸に行った人が多く、実際に
仮設住宅を見たり、お話を聞き、
現実の町の様子やお話に圧倒さ
れて積極的に質問したりするこ
とがあまりできませんでした。
しかしこれからの活動を考える
上での大きな一歩となりました。

いろいろとお世話いただいた
ライオンズクラブの方々、あり
がとうございました。

デッカイ感動！　デッカイ夢！　デッカイ未来！
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滝沢LC ─── L.中村 さと美

盛岡LC ─── L.藤澤 月子

テール・ツイスター登場

門松は何のために飾るか？

①　新年の印として
②　松竹梅のめでたい飾りだから
③　歳神様が迷わないで来るように
④　裕福な家の印として

ライオンズのアクティビティ（奉仕活動）について
【視力関係アクティビティの豆知識】

1971年 第1回全国アイバンク運動全国大会が静岡県沼津市で
開催されました。さて、東北で一番最初にライオンズ主導によ
るアイバンクが設立されたのは何県でしょう？

１．岩手県
２．青森県
３．山形県

 日本の盲導犬事業もライオンズクラブによって始まりました。
1967年に㈶日本盲導犬協会が設立されました。
さて、初代理事長に就任したライオンの職業は何でしょうか？

１．眼科医
２．参議院議員
３．衆議院議員

答え１：山形県
答え２：参議
答え３：心霊が下界に降りてくる時の目標物と考えられている。

歳
とし

神
がみ

とは、別名「お正月様」「若
じゃく

年
ねん

様
さま

」「歳
とし

徳
とく

神
かみ

」などとも呼ばれ、正月に家々に迎えられる神を言います。
「一夜飾り」にしない、「七草の７日」には取りはずすとされている。

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

＜盲導犬事業＞　最初の取り組みは、東京オリンピックが開催された1964年頃㈳日本動物福祉協会が、あるライオンズ
クラブの幹部らの提案によって、盲導犬学校委員会を発足させた。
その後も、各地のクラブが盲導犬育成を支援、盲導犬訓練所の建設にも尽力している。

テール・ツイスター登場
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1R1Z
盛岡LC 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
6日 献血推進活動　クリスマス献血キャンペーン

17日 清和荘にクリスマスプレゼント贈呈
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

盛岡中津川LC 11日 クリスマスACT　和光学園におしるこ寄贈

盛岡観武LC

3日 ライオンズ国際平和ポスター展
13日 クリスマス家族例会オークション（事業資金獲得）
23日 「もりにし柔道剣道教室納会」協賛
25日 LCIF$1000献金

盛岡南LC 20日 献血推進活動　クリスマス献血キャンペーン

滝沢LC
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 クリスマスチャリティオークション（事業資金獲得）
26日 世界のカレンダー展

玉山姫神LC 26日 世界のカレンダー展
1R2Z

岩手LC
14日 岩手町少年剣道交流大会へ助成金贈呈
7日 歳末助け合い芸能大会

18日 岩手町内社会福祉団体へ義援金贈呈

二戸LC
3日 輝け！カシオペアの子合同学習発表会　

24日 ガールスカウトへの助成
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

西根LC 24日 八幡平市社会福祉協議会へ募金持参
安代LC ー

2R1Z

花巻LC
7日 花巻市福祉バザー

22日 花巻少年少女創造活動支援協会

紫波LC
18日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテストポスター展示
23日 バザー用品・カレンダーチャリティ販売会

石鳥谷LC
7日 歳末助け合い芸能大会

12日 献血推進活動
17日 クリスマス会へ平和ポスター受賞者招待

大迫早池峰LC ー

花巻東LC

7日 第10回福祉バザー
16日 福祉施設慰問
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

東和猿ヶ石LC
6、14日 釜石甲子仮設住民との交流会

11日 歳末助け合い義援金を社会福祉協議会へ贈呈

矢巾LC
13日 第17回山ゆりカップ女子中学生バレーボール大会
18日 LCIF$1000献金
17日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

2R2Z

北上LC
11月１～30日 資源回収リサイクル

23日 献血推進活動　クリスマス献血

和賀LC
11月11日、12月2、11、23日 献血推進活動（クリスマス献血）

14日 北上市手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会
16日 歳末助け合い義援金

北上国見LC

11月24日 直接献血
18日 歳末助け合い

1月19日 年末家族会オークション（事業資金獲得）
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

14日 献血推進活動　クリスマス献血
16日 ひかりの箱チャリティオークション
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
24日 歳末助け合い義援金を社会福祉協議会へ寄付

3R1Z

水沢LC

11月29日 水沢LCチャリティバザー（事業資金獲得）
5日 歳末福祉慰問「福寿荘」

14日 前沢LC助け合いチャリティショー
16日 LCIF$1000献金
25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 「歳末たすけあい募金」寄付

江刺岩手LC

8日 使用済み切手　10,000枚送付
14日 前沢LC助け合いチャリティショー
16日 奥州市体育協会への拠出
17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

前沢LC
14日 第16回歳末助け合いチャリティショー
21日 献血推進活動　クリスマス献血

水沢中央LC
3日 薬物乱用防止講演会

23日 水沢中央LC旗フットサル大会
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

金ケ崎LC 8日 歳末たすけあい募金

金ケ崎LC

13日 献血推進活動　クリスマス献血
13日 「歳末たすけあい演芸大会インかねがさき」協力
14日 歳末たすけあいチャリティショー
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 老人ホーム「友愛園」慰問

胆沢岩手LC 10日 歳末たすけあい募金に寄付
3R2Z

一関LC
20日 ブナの木園との交流会
21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

平泉LC

9日 歳末たすけあい募金
11日 交通事故防止啓発活動ハガキ協賛
22日 黄金荘クリスマス会協力
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

花泉LC
9日 花泉手をつなぐ会クリスマス学習発表会

24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
26日 歳末たすけあい募金

一関中央LC

2日 歳末たすけあい募金贈呈
6日 献血推進活動

15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 24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
4R1Z

千厩LC 5日 新聞を配達する人を励ます会
大東岩手LC 5日 献血推進活動　クリスマス献血
東山LC 24、25日 ライオンズクエストワークショップ開催

藤沢岩手LC
10日 薬物乱用防止講座
26日 献血推進活動　クリスマス献血

川崎岩手LC
13日 川崎保育園生活発表会参加
18日 暴力団追放一関地方大会参加

室根LC 24日 孝養ハイツクリスマス会
4R2Z

大船渡LC
6日 児童養護施設大洋学園餅つき大会
7日 献血推進活動　クリスマス献血

陸前高田LC
3日 被災地案内
8日 直接献血

11日 ひかりの箱募金

住田LC
11日 社会福祉協議会と特養老人ホーム「すみた荘」へ助成金
19日 世田米、有住保育園クリスマス会　協力
22日 住田町へ交通安全啓発用「のぼり旗とポール」寄贈

大船渡五葉LC
7日 献血推進活動　クリスマス献血

東日本大震災復興支援　赤崎中学校へ大型スクリーン設置
5R1Z

宮古岩手LC ５～7日 第4回大熊手奉納まつり

久慈LC
18日 ライオンズ杯少年野球の優勝チームをクリスマス家族会に招待
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソンへ協力

陸中宮古LC

3、9日 レディーの会奉仕活動
５～7日 第4回大熊手奉納まつり

11日 第2回百獣の王ライオンコンペ（事業資金獲得）
12日 はまゆり学園・田老ワークステーション
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソンへ協力

田野畑LC 7日 歳末たすけあい演芸大会　協力
岩泉龍泉洞LC 1日 児童生徒集団登校に係る交通安全運動参加

5R2Z

釜石LC

14日 献血推進活動　クリスマス献血
17日 第402回LL奉仕活動
23日 クリスマス家族会（事業資金獲得）
24日 歳末たすけあい運動協力

遠野LC
3日 リサイクル品の回収

25日 東日本大震災支援プロジェクト

釜石リアスLC
14日 献血推進活動　クリスマス献血
19日 使用済み切手　1000枚送付
22日 歳末たすけあい義援金

大槌LC 直接献血
陸中山田LC ー

ライオネスクラブ
西根LS 21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 27日 世界のカレンダー展準備
早池峰LEO ー
石鳥谷LEO ー
北上LEO 23日 献血推進活動　歳末クリスマス献血
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 14日 献血推進活動　クリスマス献血

12月のアクティビティ

12月のアクティビティ
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会員増強の現況（2014.７～12）

期首 現況 増 減 純増
2,238名 2,357名 172名 53名 119名

頑張ろう　会員増強！

今年のNHKの大河ドラマは、現代での理
想的な教育法と云われている人を育てる教育
“個を生かす” を実践基調とした幕末男子、吉
田松陰、そしてその生き様を助けて松下村塾
を切り盛りし、幕末の動乱に向かい、その流
れに翻弄された妹、“文” の生涯を描いたも
のであり又、先の大河ドラマ「軍師官兵衛」
でも彼の生き残ろうと云う凄まじさ、生きる
ことへの執念、秀吉が天下人へと、のし上がっ
ていく過程において歴史の転換点では官兵衛
は影のように秀吉に寄り添っている。この二
人とも、現代の社会の生き方に共通している
感じがする。私はこれを見るに及んで、そこ
に、今に繋がる “浪漫” の想いを感じます。

松陰の教育思想に「草
そう

莽
もう

崛
くっ

起
き

」と云う言葉
があります。「在野の人よ、立ちあがれ」と
云う意味です。私はいま、これに大胆にも日
本ライオンズの、現在を合わせてみました。
日本ライオンズは1952年東京クラブが結成さ
れ、今年62年目、ちなみにこの年は、リレー

衛星１号によって日米宇宙中継が成功し、（ケ
ネディ大統領暗殺が伝えられる）日米ライオ
ンズの、絆の深まりの第一歩であります。そ
して今年は、日本ライオンズは山田實紘Lが
国際会長として発進する年であります。

いま私は、この年を日本ライオンズの、や
やもすればステータスにこだわり、片寄って
いる考え方から脱却し、いま世代に合ったよ
うな敷居の高くない、活気と情熱を持てるク
ラブに変えていく接点であって欲しいと思っ
ています。

Ask1の拡大（家族会員から次代を担う若い
ライオンの発掘を…）

地区ガバナー L. 吉田  昭夫
 （盛岡中津川LC）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

12月　MJF＄1000献金者
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡観武LC 山　崎　正　隆 6
矢巾LC 斉　藤　秀　造 13
水沢LC 千　葉　龍二郎 9

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）

盛岡中津川LC
石　杜　夏　美
石　杜　浩　美
井　上　千恵子

大迫早池峰LC

石ケ森　智　史
佐々木　栄　子
佐　藤　勝　昭
佐　藤　陽　子

花巻東LC 藤　原　栄　子
北上LC 伊　藤　洋　子

和賀LC 佐　藤　絵理子
佐　藤　久美子

平泉LC 高　橋　文　子

千厩LC

菅　原　正　憲
菅　原　幸　雄
菅　原　良　徳
千　葉　美和子
中　澤　和　子

陸前高田LC 米　谷　由美子

釜石LC

大和田　崇　士
刈　屋　紀　子
佐々木　純　子
中　井　　　孝
細　田　祐貴子

訃
　報

盛岡南LC
故 L. 鈴木 光男
享年72歳

（2000年10月19日入会）
2014年12月21日ご逝去

浪漫に馳せて！／会員動向／訃報
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ア ク テ ィ ビ テ ィ フ ォ ト グ ラ フ

編集後記

盛岡不来方LC

花巻東LC

水沢中央LC

クリスマス献血キャンペーン

福祉施設慰問

水沢中央LC旗フットサル大会

二戸LC

北上LC

江釣子LC

花泉LC

紫波LC

和賀LC

江刺岩手LC

釡石リアスLC

IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

クリスマス献血

IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

歳末助け合い義援金

バザー用品・カレンダーチャリティ販売会

歳末助け合い義援金

IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

クリスマス献血キャンペーン

新年あけましておめでとうございます。
例年恒例の１年を表す「今年の漢字」、昨年は「税」でした。
消費税５％から８％への増税、さらに12月には10％への引上げ
延期の是非を問う「衆議院解散総選挙」など経済一辺倒の１年だっ
た感じがします。
今年１年、改めて吉田ガバナーのアクティビティスローガン

「デッカイ感動！デッカイ夢！デッカイ未来！」－青少年健全育
成－を実践すべく、良い１年にしたいと思っております。
「ライオンいわて」の編集も後半に入ります。寄稿頂いた原稿
に感激したり、編集会議の熱い議論など、楽しい１年になるよう
頑張りたいと思います。

編集委員　L. 千田幸一

ライオンズクラブ国際協会332－B地区　キャビネット事務局
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