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332─B地区の会員の皆様には、益々のご清祥の
こととお慶び申し上げます。

５月12日の第65回年次大会において地区ガバ
ナーエレクトとして選出いただき、さらに、７月
５日に開会された第102回国際大会（イタリア・
ミラノ）において地区ガバナーとして承認され、
正式に就任いたしました。身に余る光栄であると
ともに、職責の重大さに身の引き締まる思いであ
ります。

今年で東日本大震災発生から８年が経過しまし
た。３月の三陸鉄道リアス線開通、６月に三陸自
動車道路気仙沼～宮古が直結、９月のラグビー
ワールドカップ2019™釜石開催とようやく交流
人口の基盤はできつつありますが、完全復興まで
は途上の段階です。従って被災地支援は継続して
取り組む重点目標のひとつと考えています。『332
─B地区はひとつ』という心根を持ち、常に被災
地に寄り添い、現地の声を聞いて現状に即した支
援を展開します。

また、ライオンズクラブの原点である友愛と奉
仕のもと、青少年の健全育成に向けてライオンズ
クエストプログラムの推進や薬物乱用防止啓発活

ガバナー就任にあたって

ライオンズクラブ国際協会332─B地区

地区ガバナー
Ｌ. 平野 喜嗣

（盛岡LC）

動、献眼、献血、献腎運動の推進、若手リーダー
の育成や会員増強維持、スペシャルオリンピック
ス支援、ヘアドネーションの推進なども重点目標
として取り組みます。

ガバナーテーマは「明るく、楽しく、We Serve．
行動しよう！ライオンズ!!」、アクティビティス
ローガンは「地域と共生」─継続は力なり─とさ
せていただきました。ガバナー・チームが結束し
地区GAT並びにLCIFキャンペーンとともに目標
達成に向け尽力します。

332─B地区のライオンズクラブには、明るく、
楽しく有意義な活動を通し、会員拡大を含めた仲
間作り、若手リーダーによる斬新な奉仕活動等を
期待しているところです。

これからの一年間、会員の皆様と共に、We Serve
の心で相互理解の精神をつちかい発展させるライ
オニズムの高揚のため努力したいと思いますの
で、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げますとともに、各クラブのご発展と
会員皆様のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げご挨
拶とさせていただきます。
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第102回国際大会（イタリア・ミラノ）
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先に盛岡市で開催されました、第65回年次大
会において第一副地区ガバナーエレクトに承認さ
れましたＬ. 菊池です。

第二副地区ガバナーとして、一年間猿舘ガバ
ナー、平野第一副地区ガバナーのご指導のもと、
何とか努めて参りました。再度承認され、身に余
る光栄であります。

ガバナーになるためのセミナーが数多く開催さ
れ、責任の重さに感じ入っております。

グドラン会長公式訪問では、奉仕は多岐に渡り、
アイデアを出し皆でWe Serveの精神で頑張ろう
と、更に会員増強は今後のライオンズクラブを支
える大命題であると講演がありました。

夕顔の花　ほのかに薫る“県都盛岡”そして“水
と森のみやこ”とうたわれる自然豊かなこの地に
平野喜嗣ガバナーが誕生され、盛岡1R︲1Zは２期
連続ガバナーを担当しますこと、心よりお慶び申
し上げます。

平野喜嗣ガバナーのアクティビティスローガン
「地域と共生─継続は力なり─」は正に時宜を得
たスローガンであり、会員2200余名を以って過
去に実践して得た教訓を生かし、アクティビティ
がライオンズクラブの存在意義をいかんなく発揮
せしめることにより、個々のクラブが“力”を蓄え
しっかり根差していく事を端的に主張している事
ではなかろうかと思います。

又、ガバナーテーマ「明るく、楽しく、We S 
erve．行動しよう！ライオンズ‼」は、日本ライ
オンズ最大の目標であるGATの内GMTいわゆる
会員拡大に向けて最大の根底にあるのは、明るく

地区名誉顧問会議長
Ｌ. 猿舘　伸俊（盛岡南LC）

第一副地区ガバナー
Ｌ. 菊池　徳男（北上国見LC）

ご挨拶

第一副地区ガバナー就任にあたって

近年は新入会員を入会させても退会者がそれを
上回る傾向に有り、退会防止が大きな課題であり
ます。

各種事業を推進しながら、楽しいクラブ活動、
活気ある例会を推し進める事が解決策の一つかと
思います。

各クラブ、各ライオンのご協力を頂きながら平
野ガバナーを支えつつ、332─B地区のアクティビ
ティを活気あるものにして歩んでいきたいと思い
ます。

皆様には一層のご指導ご支援をよろしくお願い
申し上げ、一年間走り続けたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。

楽しい行動が無ければ会員拡大に繋がらないこと
を表しており、是非にも努力の程をお願い申し上
げます。

尚且つ前期ガバナーテーマ“福祉に貢献　We    
Serve”と重点目標は今期も２期連続の同一テーマ
が多々あります。個々のクラブが地域の実情を掌
握しながら、問題意識を以って我々ライオンズク
ラブの奉仕活動は原点に於いて現実の行動こそ会
員の末端まで浸透していると思われますので、私
としては非常に安心して平野喜嗣ガバナーが強い
リーダーシップを発揮され邁進あらん事を念じま
す。

又、私事ではありますが会員皆様には過去そし
て現在も恐惶謹言を以って、地区名誉顧問会議長
として務めさせて頂きたいと思い挨拶と致しま
す。
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私ごとですが、盛岡ライオンズクラブに以前勤
務した職場の上司から強力に勧められ、2007年
に67歳で入会し、12年目となります。この間に
仕事の人間関係と違い、色々な方々と知り合う中
で現役と違う多様性を学ぶことが出来ました。

クラブ会計、会長と経験し、そろそろゆっくり
と人生を過ごそうと思っていたところでしたが、
ガバナーＬ. 平野喜嗣のもとでキャビネット幹事
に任命されました。

ライオンズクラブの経験の浅い自分に、この重
責は身の引き締まる思いであります。

この一年、キャビネット副幹事として各会議に
参加し、諸先輩からのご指導で学ぶことが多々あ

５月12日に盛岡市で開催された第65回年次大
会において、第二副地区ガバナーに信任され、ゾー
ン内の皆様からは「協力するから遠慮なく今から
キャビネット役員候補者を指名してもいいよ」と
心強い励ましを頂き、改めて職務の重さを感じて
おります。

昨年の11月にゾーン・チェアパーソンに就任し
てから第二副地区ガバナーへの立候補、資格審査
会での面接、そして年次大会での承認、その他の
行事に参加して、私はライオンズクラブの一部し
か理解出来ていなかったと改めて知らされました。

まだ私の職務を明確に把握していない中、6月

第二副地区ガバナー
Ｌ. 村上　孝（水沢中央LC）

キャビネット幹事
Ｌ. 伊藤　完治（盛岡LC）

第二副地区ガバナー就任の決意

キャビネット幹事　就任のご挨拶

りました。心から感謝いたしております。
ガバナーＬ. 平野喜嗣のガバナーテーマ

「明るく、楽しく、We Serve．行動しよう！
ライオンズ‼」

今までと異なるスピードと多様性を求められる
令和の時代。

ガバナーの熱い思いと重点目標、東日本大震災
支援以下４項目をゾーン・チェアパーソンの皆様、
各委員長の皆様、各クラブの３役の皆様、キャビ
ネット運営役職の皆様のご協力を得て332─B地区
の発展のために、この１年間微力ですが頑張る所
存であります。宜しくお願い申し上げます。 

20日・21日に山形県天童市で開催された第二回
複合地区FWT（家族及び女性チーム）フェスタ
に参加致しました。女性ライオンの皆様が、私に
は思いもつかない発想でされるアクティビティの
報告を聞き、私の第二副地区ガバナーとしての職
務の一つとして、女性ライオンのアクティビティ
の活動支援と女性ライオンを増員する事であると
決心しました。平野喜嗣ガバナーを補佐し、We 
Serveの精神で、楽しく、2019年の時に即応した
アクティビティを進めて参ります。ライオン各位
のご協力をお願いして、私の就任の決意表明と致
します。
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この度Ｌ. 平野喜嗣ガバナーのご指名により
2019～2020年度332─B地区キャビネット会計
を拝命しました盛岡ライオンズクラブ所属のＬ．
佐久間修一です、一年間よろしくお願いいたし
ます。

1995年３月に盛岡ライオンズクラブに入会以
来、幹事、会計、会長とクラブ内の役職を拝命し
努めてまいりましたが、今回キャビネット会計と
いう大役を仰せつかり、責任の重大さに身の引き
締まる思いです。

皆様のご存じの通りキャビネットの運営資金は
皆様から頂いております地区会費等で賄われてお

このたびゾーン・チェアパーソンとしてキャビ
ネットに出向させていただくことになりました。

各クラブの皆様は、毎年独自にアクティビティ
を展開され、運営を引き継がれており、それだけ
でも膨大な労力をかけられていることと思いま
す。今年度は、それらに加えて、国際会長テーマ・
最重要なLCIF（ライオンズクラブ国際財団）キャ
ンペーンを含む地区ガバナー重点目標が示されて

ります、昨今の会員数の減少に伴い地区会費等も
年々減少しております、この厳しい状況の中、皆
様から頂いた大切な運営資金をいかに有効に活用
し管理していくことがキャビネット会計の重要な
最大の任務と思っております。

今期の332─B地区アクティビティスローガン
「地域と共生」─継続は力なり─、ガバナーテー
マ「明るく、楽しく、We Serve．行動しよう！
ライオンズ‼」の元、四つのガバナー重点目標を
達成するべく役目を全うしていく所存ですので、
皆様方のご指導ご協力をお願い申し上げてキャビ
ネット会計就任のご挨拶とさせていただきます。

キャビネット会計
Ｌ. 佐久間　修一（盛岡LC）

332-Ｂ地区キャビネット会計就任挨拶

います。多様性が尊重される未来に向かってライ
オンズの仲間が歩を進める今、1R1Zの皆様とと
もに活動し、少しでも成果を積み上げられるよう
に知恵を絞っていきたいと思います。

早いもので、入会してから10数年が経ちます
が、ライオンズクラブが取り組んでいる社会奉仕
については、いまだに私の理解が及ばないことば
かりです。在任中の活動に対しましては、諸先輩
の皆様から温かいご指導をいただけますよう切に
希望しております。

どうぞ１年間よろしくお願いします。

1R1Z Ｌ. 関根　信
（盛岡LC）

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
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1R2Zのゾーン・チェアパーソンに指名されま
したＬ．工藤毎代と申します。自分の性格及びラ
イオンズの知識等考え合わせてもとても務まる役
職とは思いませんが、キャビネットの方々並びに
ゾーン内の各クラブメンバー並びに所属メンバー

このたび2R1Zのゾーン・チェアパーソンを務
めさせて頂く事になりました、石鳥谷ライオンズ
クラブ所属Ｌ. 岩舘富夫でございます。

ライオンズクラブに入会して、早や31年になり
ますが、今まで少し努力が足りなかったなあ、と
思っております。そんな私に、この大役が務まる
のか非常に心配しておりますが、力の限り務めさ
せて頂きます。

この度、ゾーン内のローテーションにより2R2Z
のゾーン・チェアパーソンを仰せ付かりました、
北上国見ライオンズクラブ所属Ｌ. 髙橋義典と申
します。ライオンズに入会し、まもなく30年にな
ろうとしておりますが、まだまだ未熟者でござい
ます、皆様のお力添えを頂き、この一年間、平野
喜嗣地区ガバナーのもと、与えられた任務を遂行
できる様、努力してまいります。

の助けを借りながら、平野ガバナーの重点目標を
各々クラブ三役共々ゾーン内各クラブに伝達し、
目標達成に努力して参りたいと思っております。

ゾーン・チェアパーソン研修の講師Ｌ. 濱野雅
司の最後のお言葉の「楽しいからやるんだ」「やっ
ていて楽しかった」と2020年６月には思えるよ
う頑張ってみたいと思いますので、皆様のご指導
よろしくお願いいたします。

この一年間の、私の一番の役割は、平野喜嗣ガ
バナーのお考えをゾーン内の皆様にしっかりと伝
えていく事であります。

ガバナーテーマは「明るく、楽しく、We Serve．
行動しよう！ライオンズ‼」であります。私も共
感するところでございます。クラブの例会も、明
るく楽しくなければ意味がないと思っておりま
す。
「ライオンズが好きだ」と思ってくれる仲間が、

一人でも増える事を望んでおります！
一年間、どうぞ宜しくお願い致します。

私の仕事は平野喜嗣地区ガバナーの運営方針に
基づき皆様に、またゾーン内各クラブの要望や意
見をキャビネットにお伝えするパイプ役です。相
互理解の上、ライオンズとしての絆が高まるよう
微力ではありますが精進していきたいと思います。

特にライオンズクラブのWe Serveの精神を大
切に各クラブ皆様のご理解を得ながら、クラブ運
営と発展に努めてまいりたいと思います。

どうか皆様のご指導、温かいご支援を賜りなが
ら努力してまいりますので、宜しくお願い申し上
げます。

1R2Z

2R1Z

2R2Z

Ｌ. 工藤　毎代
（西根LC）

Ｌ. 岩舘　富夫
（石鳥谷LC）

Ｌ. 高橋　義典
（北上国見LC）
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ささほざと（もめないように）おもしぇぐ（楽
しく）We　Serveとスローガンを掲げました。（か
ねがさきの方言）

昨年の12月に3R1Zのゾーン・チェアパーソン
を１年前倒しで依頼されました。そこで、当クラ
ブの会長歴任者を集めて協議した結果、さざほざ

この度3R2Zのゾーン・チェアパーソンを務め
させていただく事になりました、Ｌ. 伊藤和江で
ございます。一関厳美渓ライオンズクラブに入会
して12年が過ぎました。まだまだ未熟者ですが、
先輩ライオンの御指導のもと奉仕の心をモットー
に楽しく活動させて頂いております。

今回はゾーン内のローテーションという事もあ

この度、4R1Zのゾーン・チェアパーソンを務
めることになりましたが、余りの大役に心を新た
にしているところです。

平野喜嗣ガバナーのガバナーテーマ「明るく、
楽しく、We Serve．行動しよう！ライオンズ‼」
に深く共鳴するところであり、私もその一助とな
れるようしっかりと努めてまいりたいと思います。

近年、大地震や異常気象などの自然災害が多発

と（もめないように）とスローガンを掲げたのだ
からと私が指名されました。経験不足ですが、若
いころ青年活動した経験が、ライオンズ活動と似
ているので、それを生かして頑張っていきたいと
思っています。

地区ガバナーの重点目標の１丁目１番地は、復
興支援であります。今年は、3R1Zの家族の皆さ
んと高田松原に植樹した松の周辺の草刈作業をし
たいと考えています。

りますが、就任したからにはゾーン内の各クラブ
員の意見を聞き、伝える架け橋としての役目を果
たしていかなければならないと思っております。
緊張と重圧でいっぱいですが、ガバナーテーマ「明
るく、楽しく、We Serve．行動しよう！ライオ
ンズ‼」をいつも心に持って私も明るく楽しく頑
張って参りたいと思います。

東日本大震災の傷跡もまだまだ復興途上であり
ますが会員の皆様のご指導ご協力のもと気持ちは
前向きに努力してまいりますので、どうぞこの一
年間何卒よろしくお願い申し上げます。

し、ライオンズクラブの奉仕活動のニーズはます
ます高まり、その果たす役割は非常に大きなもの
となっているように感じます。ゾーン内の各クラ
ブが明るく、楽しく、一人のメンバーも欠けるこ
となく一丸となって、奉仕活動に邁進してもらえ
ることを願います。

ゾーン三役とも初めての経験で、どれほどの事
ができるのか不安ですが、ゾーン内各クラブが抱
える悩みや問題を少しでも捉えられるようガバ
ナーのパイプ役に徹して、皆様の協力をいただき
ながら三役一緒になって頑張って参りたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

3R1Z

3R2Z

4R1Z

Ｌ. 高橋　良一
（金ヶ崎LC）

Ｌ. 伊藤　和江
（一関厳美渓LC）

Ｌ. 小野寺　規夫
（室根LC）
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この度4R2Zのゾーン・チェアパーソンを務め
させていただくことになりました大船渡五葉ライ
オンズクラブ所属Ｌ. 伊藤壽太郎です。よろしく
お願いします。

332─B地区アクティビティスローガン「地域と
共生」─継続は力なり─

平野ガバナーテーマ「明るく、楽しく、We 
Serve．行動しよう！ライオンズ‼」を基本とし

2013年陸中宮古ライオンズクラブに入会、14
年12月に被災者支援（東日本大震災）を目的と
して陽だまり支部を有志と共に立ち上げ、様々な
事業を行って来ました。特にも15年１月に支援
の拠点となる「みやこ体験広場」を設置出来たこ
とは大きな喜びでした。そして19年６月にその
役目を終え閉めさせて頂きましたが、今後も支部
会員は陸中宮古ライオンズクラブの一員として活
動を継続する事になりました。

この度、5R2Zのゾーン・チェアーパーソンを
務めることになりました釜石ライオンズクラブの
Ｌ. 細田勝夫でございます。

キャビネットの一員として、微力ながらも誠意
をもって努めて参りたいと考えて居りますので、
よろしくお願いいたします。

東日本大震災から八年余りが経過したいま、被
災地はインフラ整備等「目に見える復興」は着実
に進み、完遂に向かっています。

しかし、八年もの歳月を仮設住宅で過ごし、今

て皆様方のご協力、ご支援をいただきながら、１
年間頑張りたいと思います。

地域と共生・そして継続を地道に進めることで、
クラブの活性化・会員の増強、会員の充実感を達
成出来るのではないか。そのためにも、各クラブ
内の意見交換を密に、ゾーン内の交流を活発にし、
まず出来る事からチャレンジする空気を大切にし
て行きたい、そんな雰囲気を少しでも作りたいと
思います。

明るく・光り・照らされたライオンズクラブを
目標に頑張りたいと思います。

この間にライオンズクラブ国際協会は元より全
国のライオンズクラブから多大なる支援を頂き、宮
古市に尽力出来たことは陽だまり支部の誇りです。

私たちを動かしたものそれは「ライオンズクラ
ブの奉仕の心」そのものです。

この度、ゾーン・チェアパーソンを引き受ける
に当たり、是非、その奉仕の心を広めたいと考え
ています。少子高齢化・食品ロス・子どもの貧困
等、取り組むべき問題が山積している今こそライ
オンズクラブの力を周知する機会だと思います。
先ずは家族からライオンズクラブについて理解し
て頂き、FWT（家族及び女性チーム）の活動を
活発化させたいと思います。

なお生活の再建に苦悩している方もおります。
また、目に見えないところで終わりのない悲し

みに耐えている方もいると聞きます。
辛い体験をされた方々の、受けた心の傷が癒え

る時は、いつか来るのだろうかと、気に掛かります。
一方で、沿岸部には三鉄リアス線運行開始、三

陸沿岸道路開通、ラグビー・ワールドカップ釜石
開催など、「明るい話題」も多くあり、被災した
地域の将来に希望がもてます。

我々は、これまで色んな形で復興支援活動をし
て参りましたが、これからも地域の現状に深く関
心を持ち、丁寧に活動していく事が肝要と思って
います。

一年間、ご協力をお願いします。

4R2Z

5R1Z

5R2Z

Ｌ. 伊藤　壽太郎
（大船渡五葉LC）

Ｌ. 須賀原　チエ子
（陸中宮古LC）

Ｌ. 細田　勝夫
（釜石LC）

9ライオンいわて７月号



地区ガバナー
GATファシリテーター
LCIFコーディネーター

L. 平野 喜嗣
盛岡LC

2019～2020

332─B地区
キャビネット役員名簿

地区名誉顧問会議長

L. 猿舘 伸俊
盛岡南LC

地区常任名誉顧問

L. 種市 一二
釜石LC

地区名誉顧問

L. 相原 文忠
盛岡不来方LC

1R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 工藤 毎代
西根LC

5R1Zゾーン・
チェアパーソン

L. 須賀原チエ子
陸中宮古LC

地区常任名誉顧問

L. 森谷 潤
住田LC

地区名誉顧問
地区GLTコーディネーター
L. 米谷 春夫
陸前高田LC

1R1Zゾーン・チェアパーソン・
スペシャルオリンピックス担当

L. 関根 信
盛岡LC

4R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 伊藤壽太郎
大船渡五葉LC

地区年次大会
副委員長

L. 松田 恭一
盛岡LC

地区常任名誉顧問

L. 金野 幸造
一関中央LC

地区名誉顧問

L. 髙橋 幸喜
平泉LC

キャビネット会計

L. 佐久間修一
盛岡LC

4R1Zゾーン・
チェアパーソン

L. 小野寺規夫
室根LC

地区年次大会
委員長

L. 伊藤 英明
盛岡LC

地区常任名誉顧問

L. 筒井　學
花巻東LC

地区名誉顧問

L. 天日 常光
二戸LC

キャビネット幹事

L. 伊藤 完治
盛岡LC

3R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 伊藤 和江
一関厳美渓LC

地区常任名誉顧問

L. 宮田 謙
盛岡LC

地区名誉顧問

L. 高橋義太郎
藤沢岩手LC

地区名誉顧問
地区GSTコーディネーター
L. 吉田 昭夫
盛岡中津川LC

3R1Zゾーン・
チェアパーソン

L. 高橋 良一
金ケ崎LC

地区FWT
コーディネーター
L. 吉田ひさ子

盛岡LC

第二副地区ガバナー・LCIF
キャンペーン副コーディネーター

L. 村上 孝
水沢中央LC

地区名誉顧問

L. 中村 好雄
北上LC

地区名誉顧問

L. 佐々木賢治
東山LC

2R2Zゾーン・チェアパーソン・
スペシャルオリンピックス担当
L. 高橋 義典
北上国見LC

地区GMT
コーディネーター
L. 髙橋 寛
和賀LC

第一副地区ガバナー・LCIF
キャンペーンコーディネーター
L. 菊池 徳男
北上国見LC

地区名誉顧問

L. 黒澤 康男
盛岡南LC

地区名誉顧問

L. 千葉龍二郎
水沢LC

2R1Zゾーン・
チェアパーソン
L. 岩舘 富夫
石鳥谷LC

5R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 細田 勝夫
釜石LC

地区会則委員長

L. 矢羽々睦子
盛岡御武LC
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地区FWT
副コーディネーター
L. 髙橋 淳子

和賀LC

地区YCE副委員長

L. 菊池 敏昭
江釣子LC

2R1Z地区
YCE委員

L. 小笠原義彦
矢巾LC

5R2Z地区
YCE委員

L. 昆　 清
陸中山田LC

ライオンいわて
編集委員

L. 真田 早子
滝沢LC

キャビネット
副幹事

L. 中村さと美
滝沢LC

地区長期計画・アラー
ト・復興支援委員長

L. 森岩 彰
盛岡南LC

1R2Z地区
YCE委員

L. 髙橋 義利
西根LC

5R1Z地区
YCE委員

L. 佐々木松夫
岩泉龍泉洞LC

ライオンいわて
編集委員

L. 小野寺平信
盛岡南LC

キャビネット
副幹事

L. 木村　豊
盛岡南LC

地区青少年・ライオ
ンズクエスト委員長
L. 中野 昌明
玉山姫神LC

地区会計監査委員

L. 関 正義
滝沢LC

4R2Z地区
YCE委員

L. 菅野 浩正
住田LC

ライオンいわて
編集委員

L. 根澤 將藏
盛岡観武LC

キャビネット
副幹事

L. 髙橋 幸雄
盛岡観武LC

地区YCE・レオ・ライオネス委員長
1R1Z地区YCE委員

L. 伊藤 良正
盛岡LC

地区会計監査委員

L. 鎌田 哲爾
盛岡LC

4R1Z地区
YCE委員

L. 千葉登美夫 
藤沢岩手LC

ライオンいわて
編集委員

L. 鈴木 史章
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L. 川村 勇司
盛岡中津川LC

キャビネット
事務局委員

L. 米田 眞治
盛岡不来方LC

キャビネット
事務局委員

L. 橋場 泉
盛岡南LC

地区YCE
実行委員長

L. 小苅米基弘
盛岡不来方LC

ライオンズ
クエスト委員

L. 鈴木 耕平
盛岡中津川LC

3R2Z地区
YCE委員

L. 佐々木親弘
一関厳美渓LC

ライオンいわて
編集委員

L. 黒澤 秀之
盛岡不来方LC

キャビネット
副幹事

L. 佐々木 潤
盛岡不来方LC

キャビネット
事務局長

L. 樋下 光
盛岡LC

地区環境保全・
保健委員長

L. 吉田 亮
盛岡不来方LC

ライオンズ
クエスト委員

L. 本田 秀行
一関中央LC

3R1Z地区
YCE委員

L. 佐藤 恒夫
水沢中央LC

ライオンいわて
副編集長

L. 高橋 英雄
玉山姫神LC

キャビネット
副幹事

L. 橋本 幸典
盛岡LC

キャビネット
副会計

L. 渡邊 忠夫
盛岡LC

地区国際協調・大会参
加・PR情報・IT委員長
L. 西本 有伺
盛岡中津川LC

地区ライオンズ
クエスト副委員長
L. 中野 義明

北上LC

2R2Z地区
YCE委員

L. 及川 力
北上LC

ライオンいわて
編集長

L. 晴山 博邦
盛岡LC

キャビネット
副幹事

L. 赤坂 勝
盛岡LC

キャビネット
副幹事

L. 高橋 靖孝
玉山姫神LC
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期　　　日 事　　　　　　　　　　項 場　所 摘　　　　要
6月10日（月） 次期三役・事務局員セミナー 盛岡市 盛岡グランドホテル
6月10日（月） 次期地区レオ委員会 盛岡市 盛岡グランドホテル

7月5日～7月9日 第102回　国際大会 イタリア ミラノ
7月25日（木） 地区名誉顧問懇談会・第１回アクティビティ積立金運用委員会 盛岡市
7月26日（金） 第１回キャビネット会議・第１回ZC会議 盛岡市 Hメトロポリタン盛岡本館

7月26日（金）～28日（日） 2019MD332YCEサマーキャンプ 岩沼市
7月30～31日（火･水） Lions Quest ライフスキル教育プログラム　ワークショップ 盛岡市 盛岡市立見前中学校

Lions Quest ライフスキル教育プログラム　セミナー
8月4日（日） 第40回地区レオフォーラム　 八幡平市 安比高原
8月5日（月） ガバナー公式訪問　1R2Z　二戸・西根・安代・西根ライオネス
8月6日（火） 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
8月8日（木） ガバナー公式訪問　5R2Z　釜石・遠野・釜石リアス・大槌・陸中山田
8月9日（金） ガバナー公式訪問　2R2Z　北上・和賀・北上国見・江釣子

8月10日（土）～18日（日） キャビネット事務局　夏期休暇
8月19日（月） ガバナー公式訪問　3R2Z　一関・平泉・花泉・一関中央・一関厳美渓
8月22日（木） ガバナー公式訪問　4R2Z　大船渡・陸前高田・住田・大船渡五葉
8月23日（金） 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
8月26日（月） ガバナー公式訪問　3R1Z　水沢・江刺岩手・前沢・水沢中央・金ケ崎・胆沢岩手
8月29日（木） ガバナー公式訪問　2R1Z　花巻・紫波・石鳥谷・花巻東・矢巾

8月30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 盛岡市 NEWウイング

9月９日（月） 第１回 地区ITセミナー 盛岡市 アイーナ
10月12日（土） 花泉ライオンズクラブ50周年記念式典 一関市 花泉町総合福祉センター
10月13日（日） 金ケ崎ライオンズクラブ50周年記念式典 金ヶ崎町 ホテルみどりの郷
10月27日（日） 北上ライオンズクラブCN55周年記念式典 北上市 ホテルシティプラザ北上

11月７日（木）～10日（日） 第58回東洋・東南アジアフォーラム 広島市
11月　 日（　） ライオンズ献血推進研究会 盛岡市
11月14日（木） 世界糖尿病デー　※世界糖尿病デーに関連し、地区糖尿病セミナー開催予定（一般参加含む)
11月15日（金） 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22日（金） 第２回キャビネット会議・第２回ZC会議・第１回YCE委員会 盛岡市 Hメトロポリタン盛岡本館
11月　 日（　） 国際平和ポスターコンテスト地区審査会 盛岡市
11月26日（火） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 盛岡市 アイーナ

新会員オリエンテーション RorZ開催
Lions Quest ライフスキル教育プログラム　ワークショップ
Lions Quest ライフスキル教育プログラム　セミナー

12月28日（土）～１月5日（日） キャビネット事務局冬期休暇
2020年1月16日（木） 次期地区ガバナー・第一・第二副地区ガバナー資格審査会 盛岡市

1月16日（木） 地区名誉顧問会 盛岡市
2月14日（金） 第３回キャビネット会議・ZC会議 北上市
3月11日（水） 東日本大震災９年目
3月15日（日） 盛岡ライオンズクラブ60周年記念式典 盛岡市 NEWウイング
3月21日（土） 盛岡南ライオンズクラブ45周年記念式典 盛岡市 NEWウイング
4月10日（金） アワード審査会 盛岡市 Hメトロポリタン盛岡本館
4月19日（日） 西根ライオンズクラブ50周年記念式典 八幡平市
5月16日（土） 332─B地区第66回年次大会　親睦ゴルフ大会 八幡平市 安比高原ゴルフクラブ

5月17日（日）
332─B地区第66回年次大会　代議員会 盛岡市 盛岡グランドホテル
332─B地区第66回年次大会　大会式典 盛岡市 盛岡グランドホテル
332─B地区第66回年次大会　祝賀会 盛岡市 盛岡グランドホテル

5月31日（日） 332複合地区第66回年次大会代議員会・大会式典・議長午餐会 福島市
6月12日（金） 第４回キャビネット会議・ZC会議 盛岡市 Hメトロポリタン盛岡本館

6月26日～6月30日 第103回　国際大会 シンガポール
6月　 日（　） 田野畑ライオンズクラブ20周年記念式典 田野畑村 ホテル羅賀荘

年間主要行事予定表
※変更の場合がございますのでご了承ください 【2019.７.19現在】
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次期三役・事務局員セミナー開催
キャビネット副幹事　Ｌ. 赤坂　勝

2019年６月10日（月）次期三役・事務局員セ
ミナーが、盛岡グランドホテルに約200名が出席
をして開催されました。

開会式の後、中村泰久・元国際理事の基調講演
があり、世界と日本のライオンズクラブの違い、
新奉仕フレームワークの支援、月例報告の方法変
更（MyLCIで会員動静、MyLionでアクティビティ
報告）、LCIFキャンペーン100等について、説明
をしていただきました。

その後、平野ガバナーエレクトから次期地区運
営方針説明があり、引き続き、グローバルアクショ

LCIF（ライオンズクラブ国際財団）　FWT（家族及び女性チーム）
GLT（グローバル指導力育成チーム）　GMT（グローバル会員増強チーム）　GST（グローバル奉仕チーム）

ンチーム（GAT）方針について、吉田ひさ子次
期地区FWTコーディネーター、米谷春夫次期地
区GLTコーディネーター、髙橋寛次期地区GMT
コーディネーター、吉田昭夫次期地区GSTコー
ディネーターの４名から説明がありました。

昼食後、会長セミナー、幹事・会計セミナー・
事務局員セミナーが、講師には猿舘地区ガバナー、
舘澤キャビネット幹事、藤澤キャビネット会計、
森岩彰キャビネット事務局長にお願いして行われ
ました。最後の閉会式では、宮田謙地区名誉顧問
の講評をいただき、終了しました。
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1R1Z
盛岡LC ―
盛岡不来方LC 11日 ひかりの箱募金

盛岡中津川LC 5日 世界環境デー　盛岡城跡公園清掃
24日 LCIF$1000献金

盛岡観武LC
2日、23日 こども食堂
13日 LCIF$1000献金、LCIF献金 キャンペーン100
24日 直接献血

盛岡南LC 9日 森の探検隊
22日 ヘアドネーション

滝沢LC
13日 ヘアドネーション
22日 子ども食堂へ物品提供
29日 滝沢市青少年健全育成標語コンクール

玉山姫神LC 4日 世界環境デー　ライオンズ公園の整備事業
1R2Z

二戸LC
6日 二戸地区エネルギー懇談会
19日 二戸市ユネスコ協会総会
23日 カシオペア青年会議所式典

西根LC
13日 八幡平市サマーチャレンジカップ助成
16日 献血推進活動
26日 岩手山焼走りマラソン全国大会前清掃

安代LC ―
2R1Z

花巻LC ―

紫波LC
4日 復興支援三陸鉄道へ寄付
15日 ことばを育む親の会
23日 親子ふれあい子供ニジマス釣り大会

石鳥谷LC 8日 世界環境デー　草刈り清掃とごみ拾い
18日 ラットランド歓迎交流会

花巻東LC 2日 ライオンズの森整備事業
26日 LCIF献金　キャンペーン100

矢巾LC 12日 矢巾っ子すくすくネットワーク
15日 こどばを育む親の会大会

2R2Z

北上LC

5月 資源回収リサイクル活動
9～26日 花壇整備
13日 献血推進活動　2か所
18日「いわて共生会あけぼの」へタオル寄贈

和賀LC
1日 資源回収リサイクル活動
12日 献血推進活動
15日 花壇整備

北上国見LC
9日 早朝清掃奉仕
13日 養護老人ホーム「北星荘」慰問
20日 献血推進活動

江釣子LC
9日 献血推進活動
17日 資源回収
30日 北上市小学生体験発表会後援

3R1Z

水沢LC

1日「PR広告」胆江日日新聞掲載
5日 水沢駒形野球倶楽部へ支援金贈呈
5日 水沢少年少女発明クラブ協賛会費納入
9日 水沢フラワーロード植栽作業
11日 後藤新平顕彰会

江刺岩手LC 1日 PR活動　新聞広告掲載

前沢LC
2日 献血推進活動
2日 前沢牛まつり中学生ボランティアに協力
2日 薬物乱用防止パネル展

水沢中央LC
1日 環境月間PR広告掲載
1日 東日本大震災被災地視察　
6日 水沢フラワーロード植栽

金ケ崎LC
2日 第35回金ケ崎マラソン協力
21日 社会福祉協議会
25日 金ケ崎町観光協会、国際交流協会、暴力団追放胆江地区民会議

胆沢岩手LC ―
3R2Z

一関LC 23日 献血推進活動
平泉LC ―

花泉LC 12日 献血推進活動
28日 使用済み切手　1000枚送付

一関中央LC 9日 月一労力奉仕
24日 LCIF$1000献金

一関厳美渓LC ―
4R1Z

千厩LC 2日 黄金山キャンプ場ひらき
大東岩手LC 2日 ライオンズの森　草刈りと剪定
東山LC 4日 草刈清掃作業

藤沢岩手LC
1日 保育施設に花苗植栽
13日 献血推進活動
28日 特殊詐欺防止はがき協賛

川崎岩手LC 5月29日 川崎保育園花壇整備

室根LC

1日 ライオンズクラブ「交通安全看板」補修
1・2日 特別養護老人ホーム「孝養ハイツ」方面草刈り
2日 森は海の恋人
25日 ヘアドネーション

4R2Z
大船渡LC 9日 椿公園草刈り清掃作業

陸前高田LC
2日 特別養護老人ホーム「高寿園」園内草刈り清掃
9日 献血推進活動
16日 希望ヶ丘病院敷地内草刈り作業

住田 10日 献血推進活動

大船渡五葉LC 25日 LCIF$1000献金
28日 ひかりの箱募金

5R1Z
宮古岩手LC 29日 山王・真崎地区一斉清掃ボランティア活動
久慈LC ―

陸中宮古LC
5日 レディーの会奉仕活動
13日 宮古サーモンハーフマラソン大会実行委員会
25日 百獣の王ライオンコンペ（事業資金獲得）

田野畑LC 20日 交通安全記念碑清掃
岩泉龍泉洞LC ―

5R2Z

釜石LC
9日 三陸鉄道支援例会
19日 第456回LL奉仕活動
25日 LCIF献金　キャンペーン100

遠野LC 8日 2019「にこにこ運動会」
28日 リサイクル品の回収

釜石リアスLC 14日 使用済み切手　1000枚送付
18日 釜石市ラグビーこども未来基金に寄付

大槌LC ―

陸中山田LC

2日 北っ子橋周辺草刈り清掃奉仕
5日 献血推進活動
22日 国道45号線沿い草刈り清掃奉仕
28日 自衛隊協力会
25日 LCIF献金　キャンペーン100
30日 山田町復興記念まちびらき式典

ライオネスクラブ
西根LS 16日 献血推進活動

レオクラブ
盛岡LEO ―
石鳥谷LEO ―

北上LEO 10日 環境美化奉仕・花苗植栽
16日 環境美化奉仕

一関二高LEO ―
釜石LEO ―

６月のアクティビティ
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●６月 新入会員一覧
クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

西根 LC Ｌ． 工　藤　光　栄
花巻東 LC Ｌ． 瀬　川　　　恭

北上 LC
Ｌ． 髙　橋　和　子
Ｌ． 髙　橋　靜　雄

胆沢岩手 LC Ｌ． 渡　辺　和　也
東山 LC Ｌ． 佐　藤　正一郎
岩泉龍泉洞 LC Ｌ． 畠　山　昌　典

●2019年６月　LCIF $1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡中津川 LC Ｌ．齋藤　文憲 1
盛岡観武 LC Ｌ．室岡　澄子 5
大船渡五葉 LC Ｌ．田代　喜三 2

会員動向

訃報

東山LC
故 Ｌ.菅原 喜重郎
享年92歳
1971年３月入会

（チャーターメンバー）
6月26日ご逝去

２
０
１
９
年
６
月
₁₈
日
（
火
）、
北
上
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
Ｌ
．
小
瀬
川
泰

志
会
長
と
、Ｌ
．
山
内
春
雄
保
健
委
員
長
が
北
上
市
二
子
町
の
あ
け
ぼ
の
を
訪
れ
、

タ
オ
ル
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

岩
手
日
日
２
０
１
９
年
６
月
20
日（
木
）付
記
事

あけぼの利用者にタオル寄贈

田野畑LC
故 Ｌ.菊地　英也

享年70歳
2009年10月入会
6月16日ご逝去
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アクティビティ フォトグラフ

編集者プロフィール

釡石リアスＬＣ 滝沢ＬＣ盛岡中津川ＬＣ

釡石市のラグビーこども未来募金へ寄付 青少年育成市民会議標語コンクール副賞贈呈世界環境デー 盛岡城跡公園清掃

北上レオクラブ 花巻東ＬＣ水沢中央ＬＣ

環境美化奉仕花苗植栽 ライオンズの森整備事業東日本大震災被災地視察／釡石市鵜住居

江釣子ＬＣ 西根ＬＣ室根ＬＣ

資源回収 献血推進活動「孝養ハイツ」草刈り

大東岩手ＬＣ 北上国見ＬＣ北上ＬＣ

ライオンズの森 草刈り剪定 清掃奉仕タオル寄贈

趣味は仏像鑑賞。相変わらず仏像ブームが続いて
いる。定期的に寺院巡りや仏像鑑賞をして、救い
や癒し、安心を求めたりするのだそうだ。ブーム
の魁となった東京国立博物館で興福寺創建1300年
記念の国宝阿修羅展を鑑賞したことがある。約2ヶ
月の開催で80万人の入館者を記録した。中学時代
に和辻哲郎の『古寺巡礼』を読み、大和路の寺院や仏像に興味を抱いた
のが興味の始まりである。国宝仏であれば一生に一度は見ておきたい。

ライオンいわて編集長 L.晴山博邦（川口印刷工業 執行役員営業本部長）

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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滝沢市の春子谷地から岩手山を望む風景です。ここからの眺めは、道路を
下ってから山を見上げるので、岩手山の大きさに圧倒されます。

［ 表紙の写真 ］春子谷地と岩手山
キャビネット
事務局
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