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 332複合地区 2015-16年度上半期報告書（2015年12月31日現在）

　今年度のガバナー重点目標の一つ「全員参加の運

営と事業」の中に会員増強、特に女性会員増強『アス

ク ワン（1人誘う）』と謳っております。

　ゾーン・チェアパーソン並びにクラブ会長の皆様に

は、日々会員増強に向けて真剣に取り組んで頂いて

おりますことと承知しておりますが、先日2月9日に開

催された332複合地区GMT・GLT・FWT・百周年コー

ディネーター合同会議にて、12月31日現在、会員純増

において、332-B地区が複合準地区で最下位との報

告がありました。

　これまで会員増強に尽力してきた我が地区にあっ

て、大変残念な状況であります。

　そこで、会員増強の更なるお願いをいたします。

　「地区ガバナーアワード」「グッドスタンディング大

賞」獲得に向けて、アワード審査期間最終日2016年

3月31日までに各クラブ2名の新会員入会を推進して

いただきたいのです。

　今年度末までには、地区として「200名の純増を達

成させ会員数2,615名へ」と強く念じております。

　目標を達成させることができますよう、ゾーン・チェ

アパーソン並びにクラブ会長の皆様の更なるご協力

を衷心よりお願い申し上げます。

　同時に2008-2009年度米谷ガバナー以来、家族会

員の増強に逸早く取り組んできた我がB地区の826名

（2015年12月末）の家族会員の皆様には、実際に所

属クラブのアクティビティに楽しく参加して頂き、家族

会員同士の輪を広げていただきたいと熱望しており

ます。

新クラブ 期首会員数 入会 退会 会員数 純増数

332-A 0 2,081 96 47 2,130 49

332-B 1
（支部クラブ） 2,415 109 83 2,441 26

332-C 1
（支部クラブ） 1,820 101 43 1,878 58

332-D 0 2,412 150 52 2,510 98

332-E 0 2,023 97 52 2,068 45

332-F 0 1,399 95 58 1,436 37

合計 2 12,150 648 335 12,463 313

会員増強について
地区ガバナー  L 筒井 學　／　GMT地区コーディネーター　L 米谷 春夫
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332-B地区 クラブの会員増強進捗状況〈2015-16年度〉（2月末現在）

R Z クラブ名 期首会員数 入会 退会 2 月末会員数
（家族会員数）

期首から
の純増数

1

1

盛岡 56 0 6 50 （18） –6
盛岡不来方 38 3 1 40 （ 0） 2
盛岡中津川 64 3 5 62 （32） –2
盛岡観武 43 10 1 52 （13） 9
盛岡南 56 2 3 55 （21） –1
滝沢 34 4 3 35 （16） 1
玉山姫神 30 3 2 31 （12） 1

2

岩手 44 1 3 42 （ 8） –2
二戸 39 0 0 39 （17） 0
西根 58 2 1 59 （ 0） 1
安代 35 2 2 35 （ 8） 0

2

1

花巻 37 2 1 38 （ 8） 1
紫波 51 4 1 54 （13） 3
石鳥谷 77 4 1 80 （35） 3
大迫早池峰 22 0 0 22 （ 9） 0
花巻東 42 27 2 67 （33） 25
東和猿ヶ石 28 1 2 27 （10） –1
矢巾 54 4 2 56 （10） 2

2

北上 91 1 3 89 （31） –2
和賀 79 2 4 77 （41） –2
北上国見 54 20 5 69 （19） 15
江釣子 35 2 1 36 （ 3） 1

3

1

水沢 50 0 2 48 （ 5） –2
江刺岩手 54 1 1 54 （23） 0
前沢 27 2 0 29 （ 8） 2
水沢中央 62 2 3 61 （23） –1
金ケ崎 65 1 7 59 （25） –6
胆沢岩手 22 1 0 23 （ 4） 1

2

一関 43 3 4 42 （15） –1
平泉 40 3 2 41 （17） 1
花泉 27 0 0 27 （ 5） 0
一関中央 81 3 0 84 （33） 3
一関厳美渓 24 3 0 27 （10） 3

4

1

千厩 39 3 0 42 （14） 3
大東岩手 20 0 0 20 （ 3） 0
東山 58 0 1 57 （23） –1
藤沢岩手 46 2 0 48 （17） 2
川崎岩手 25 0 0 25 （ 8） 0
室根 50 0 0 50 （23） 0

2

大船渡 59 4 2 61 （23） 2
陸前高田 88 0 2 86 （36） –2
住田 51 0 3 48 （21） –3
大船渡五葉 35 0 0 35 （14） 0

5

1

宮古岩手 14 0 0 14 （ 3） 0
久慈 69 1 2 68 （24） –1
陸中宮古 47 1 2 46 （13） –1
田野畑 24 0 1 23 （ 7） –1
岩泉龍泉洞 24 1 1 24 （ 6） 0

2

釜石 83 5 18 70 （25） –13
遠野 27 1 0 28 （11） 1
釜石リアス 42 0 0 42 （19） 0
大槌 20 0 0 20 （ 6） 0
陸中山田 32 1 0 33 （11） 1

合計 2,415 135 100 2,450 （832） 35
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GMT・アスク ワンとは？

家族会員の正しい理解を

ライオンズクラブの会員数

会員増強のポイント

◆ GMTとは？
グローバル・メンバーシップ・チーム
会員増強と維持

◆「アスク ワン」とは？
一人を誘おう!!

「まずは自分にとって最も身近で最も信頼する
人ー自分の配偶者や家族を誘うべきです」

（国際会長 L 山田實紘)

①正会員であり一般会員とまったく同じ権利
②4人まで入会可能
③会費は5,000円程度
●国際会費 年43＄→21.5＄
　複合会費 年1,800円→400円
 地区費　年1,000円
●クラブ会費はクラブごとに決定

2013年まで20年間で

①会員数40％減少
    約17万人 → 約10万人

②アクティビティは65％減少
 120億円 → 42億円 

　さる2月24日（水）花巻市文化会館にて、GMT･GLT･FWTセミナー・第1回百周年記念委員会が開催さ
れました。GMT（グローバル会員増強チーム）セミナーにおいては、GMT地区コーディネーターのL米谷春
夫、GLT（グローバル指導力育成チーム）セミナーでは、332複合地区GLTコーディネーターのL宮田謙、FWT
（家族及び女性チーム）セミナーでは、FWT地区コーディネーターのL中村さと美、百周年記念委員会で
は、地区百周年記念コーディネーターのL吉田昭夫が講師となり、それぞれのテーマで説明をされました。
　各セミナーでは、会員増強ということが共通課題ということが認識されました。
　主な内容は、次のとおりです。

①既存会員は まずは家族会員を
　（一世帯4人まで可能）
②次に正会員の大幅な増強
　公務員リタイヤ者・医療福祉・好況業種

　などの方々
③賛助会員
　ライオンズの理解者
　高齢などによる退会希望者など

第2回 GMT・GLT・FWTセミナー 及び
第1回 百周年記念委員会 報告
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賛助会員の勧め

会員増強のコツ

FWTとは？

①賛助会員とは？
　クラブとその活動を支持し、クラブを賛助したいという地域社会の優れた人物。
②クラブ活動は都合の良い時だけ参加
③会費は年間30,000円ほど
④有力候補は？
　高齢などで退会希望者・首長や諸団体リーダーetc.

●勧誘したい人たちをリストアップしよう。ダメ元でも「声」をかけよう。
　特にも求心力のある人を今日勧誘しよう。
●勧誘説得する適任者を決めよう。
　人脈を通じアプローチしよう。
●共通の趣味で楽しめるクラブにしよう。
●但し、クラブ運営は節度と品格を持って！

F（ファミリー） W（ウーマン） T（チーム）
目的と役割：より質の高い奉仕活動のため
●家族及び女性会員の増強とリーダーシップの育成
●女性の目線と感性を生かした奉仕活動の開拓と実践
家族や女性を引き付ける魅力的なアクティビティや新たな研修プログラムを創造し、新入会員にい
かにクラブに溶け込んでいただくか等、クラブの活性化・退会防止の一助にする役割があります。

何がなんでも会員増強!!
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　3月5日、天候にも恵まれ、石鳥谷
LCCN45周年記念式典を新亀家で
開催致しました。
　式典には、花巻市長上田東一
様、多くのご来賓をはじめとして、筒
井ガバナー並びにスポンサークラ
ブ、ブラザークラブ、遠くからは四街
道順天LC、弘前東奥LCの皆さま
総勢170名のご臨席を賜り、盛大に
挙行することが出来ました。
　L森靖記大会実行委員長のユー
モア溢れる歓迎のことばで会場の
雰囲気は、和やかなムードになりま
した。
　1971年6月、花巻・紫波両ライオ
ンズクラブのスポンサーのもと結成
され、CN40周年記念式典は、東日

本大震災で中止致しました。震災
を風化させることなく、支援を続け
るという気持ちはこの式典の中でも
しっかり絆で結ばれたと思います。
　歴代会長、メンバーの皆さまが
築いて下さった45年間の歴史を胸
にとめ、We Serveの精神で行って
参りました多くのアクティビティが実
践された事も感慨深いものと感じて
おります。
　祝賀会は、ふるさとさんさ踊り、
華麗なカントリーダンスが披露さ
れ、石鳥谷の美酒を頂きながらライ
オンズの会員相互の輪が広がった
ものと確信致しました。
　45周年記念事業は、岩手国体ソ
フトボールの会場となる石鳥谷ふ

れあい運動公園にスプリンクラー2
基を寄贈致しました。
　今後のCN50周年にむけてライオ
ンズの高揚につとめクラブ会員、レ
オクラブ共々協力し合い青少年育
成事業を始めとして、地域社会に
貢献して、ライオンズクラブの事をよ
り多くの人達にも知って頂ける様活
動して参りたいと思います。
　式典にご参加頂いた皆さまには
深く感謝を申し上げます。そして感
動を仲間と共に無事に式典を終了
出来ましたことを報告させて頂き
ます。
　ありがとうございました。

石鳥谷LC CN45周年記念式典報告

CN45周年記念式典を終えて
石鳥谷ライオンズクラブ　会長　L 似内 一子
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　第28回国際平和ポスターコンテ
ストで、当クラブ推薦の遠野市立遠
野中学校1年斉藤夢羽さんが、見事
332複合地区の最優秀賞を受賞い
たしました。11月にキャビネットより
332-B地区最優秀賞受賞の連絡を
頂き、同時に同中学校1年赤坂八
枝さんも佳作入選とのことで、クラ
ブ員全員で喜びを分かち合ってお
りました。12月には受賞作品が国際
本部の最終選考にまで残る快挙と
なり、喜びは倍増されました。

　今回は2校から14点の応募があ
り、市役所ロビーに展示致しまし
た。「見ているだけで心が和む気
持ちになり、平和の大切さを感じま
す。」と鑑賞された皆様の共通した
感想です。付け加えますと、例年展
示作品の選考は市民参加による投
票で行っております。
　夢羽さんは、世界24作品の優秀
作品には選ばれませんでしたが、
「これからも平和という尊い言葉を
大事にし、みんなで育みます。」と

笑顔で話してくれたのが印象的で
した。
　最後となりますが、学校には来年
度もコンテスト出展をお願いしてお
ります。毎年参加して頂いている背
景には、歴代校長先生のライオンズ
活動へのご理解・ご賛同と美術部
顧問土谷文子先生による子供達へ
のご指導の賜物によるものと感謝
申し上げまして、報告と致します。

遠野市立
遠野中学校1年

斉藤 夢羽 さん

第28回国際平和ポスターコンテスト

332複合地区最優秀賞

受賞作品

332複合地区国際平和ポスターコンテスト

最優秀賞受賞報告
遠野ライオンズクラブ　会長　L 山口 渉
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 登録について

 ホストクラブ

◆大会登録料	 L 10,000円　／ LL、LS、家族会員 8,000円
	 レオ 2,000円 ／ 事務局員 8,000円
◆申込締切	 2016年4月11日（月）
◆振込先	 岩手銀行大通支店　普通預金2010769
◆口座名義	 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

2R1Z
◆花巻東ライオンズクラブ　◆花巻ライオンズクラブ　◆紫波ライオンズクラブ　◆石鳥谷ライオンズクラブ　
◆大迫早池峰ライオンズクラブ　◆東和猿ヶ石ライオンズクラブ　◆矢巾ライオンズクラブ	

大会テーマ

2015▶2016　332-B地区ガバナーテーマ

「思う心 それを行動に！」

家族と共にアクティビティ

強い絆　より良き奉仕で　新しい風

ごあいさつ
　爽やかな向春の候、皆様には益 ご々健勝でご活躍のこととお慶び申
し上げます。
　さて、今年度の332-B地区第62回年次大会を、5月15日（日）「賢治のふ
るさと」花巻市において開催することとなりました。
　アクティビティスローガン《家族と共にアクティビティ》、《東日本大震災
の復興》、《青少年健全育成》を掲げ、「全員参加の運営と事業」に力を注
ぎ、そして“Ask	1”（一人誘おう）に邁進した一年でした。お互いの成果を称
えあい、友情を深め次への前進のための大会になるよう期待しています。
　日本ライオンズから34年ぶりに誕生した山田實紘国際会長は、世界に
新風を吹き込み、我 に々は新しいライオンズのありようを知らせて下さい
ました。
　この第62回年次大会が、我 3々32-B地区の今後の発展につながるよう
に絆を強め、よりよい奉仕活動に精進していきたいと思います。
　本大会のホストクラブ2R1Z、7クラブ一丸となって準備させていただき
ます。多数の皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

地区大会会長・地区ガバナー

 L 筒井 學

地区年次大会委員長

 L 永田 博三
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代議員会

大会式典

祝賀会

セミナー

 大会日程

親睦
ゴルフ大会 〒028-7396	岩手県花巻市石鳥谷町戸塚2-13-1

TEL	0198-45-5681（代）　お問い合せ	TEL	0198-45-5678

日程：2016年5月7日（土） 盛岡南ゴルフ倶楽部
登録料	3,000円

2016年5月15日（日）花巻市総合体育館
〒025-0066 岩手県花巻市松園町50　TEL 0198-23-1611

受 付		 8:40	〜	9:00
委 員 会	 9:00	〜	9:20
	 ◆資格審査委員会〔会場：第三アリーナ個室🄐〕
	 ◆議事運営委員会〔会場：第三アリーナ個室🄑〕
	 ◆指名選挙委員会〔会場：第三アリーナ個室🄒〕
開 会 式	 9:25〜9:50
投票・休憩	 9:50〜10:15
決 議 会	 10:15〜11:00
会 場	 第二アリーナ

受 付		 10:30	〜	11:00
式 典		 11:10	〜	12:30
会 場	 第一アリーナ

時 間	 12:40	〜	14:40
会 場	 第三アリーナ

時 間	 9:30〜10:30
会 場	 多目的ホール

〔演
テ ー マ

題〕宮沢賢治生誕120年	「雨ニモマケズ」賢治の心
〔牛

うし

崎
ざき

 敏
とし

哉
や

 プロフィール〕昭和29年花巻市生まれ。岩手大学卒。
現在、宮沢賢治記念館副館長（学芸員）。

2015▶2016　332-B地区アクティビティスローガン

「家族と共にアクティビティ」
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名前：KUAH ZHE YIK　国：マレーシア

ホストファミリーの地区：332-B　No. JP-03

　私は12月15日から18日まで3泊4日、田中さんの家に滞在しました。田中さんの家に来てからす

ぐに、ペットの犬のことがとても好きになりました。とても可愛らしかったのです。田中さんはとて

もおもしろく、時 あ々どけなく振舞ったりもする、優しく明るい人でした。次は、田中さんの奥さん、

ヒロコさんですが、ヒロコさんもまた可愛らしく素敵な人でした。ヒロコさんの笑顔はとても優し

さに溢れていて、私に日本のカレーをどうやって作るのかを丁寧に教えてくれました。そして、田

中さんのお子さんのサラさんは、水泳が誰よりもうまく、彼女もまた差別などしない、きれいな

人でした。さすが田中さんのお子さん、素晴らしいな、と思っています。田中さんのご家族は、私を

家族のように手厚くもてなしてくれました。最初の日に、田中さんは私をなんと日本のおばけ博

物館（※鬼の館）に連れて行ってくれました。そして高校と厳美渓にも連れて行ってくれました。日

本の風景すべて、とても美しくて大好きです。また、花巻や日本に来たいと思っています。

　私は、最初の日に違うSIMカードを持ってきてしまい、鍵もホテルの部屋の外に忘れてきてし

まうという不注意なことをしてしまいました。12月18日には寝坊をして、家族のスケジュールを変

えさせてしまいました。私がやってしまったことは、本当に申し訳ないと思っています。最後に、４日

間も私を受け入れてくれてありがとうございました。田中さん一家の親切や気遣いには、感謝し

ています。お願いですから、私のことを忘れないでください。私は花巻に戻ってきます。もしも、住

所や電話番号が変わったときには、教えてくださいね。私も田中さん一家のこと、ずっと忘れま

せん、本当に大好きな人たちですから。ずっと健康でいてくださいね。

また会う日まで！

YCE生からの
　お礼の手紙

10 　ライオンいわて3月号



　 昨 年12月17日に332 - B地区　
2R1Z 花巻LC、花巻東LC合同例
会、クリスマス家族会、来日生歓
迎会を花巻温泉で開催し、L鎌田
るみ子さんの歌や子ども達そし
てライオンズ会員家族会員の皆さ
んによる踊り、餅・お菓子撒き等
を行い楽しい時間を過ごしまし
た。またマレーシアからの来日生
332-B地区ではKUAH ZHE YIK

（ズイ）さん（女性）に、参加をし

ていただき、筒井ガバナーのお声
掛けで332-C地区よりも石川ガバ
ナー夫妻同伴の下CHONG HEEN 
NANGさん（男性）の参加をいた
だき舞台上で筒井ガバナー、菅野
会長からのプレゼントと両来日生
よりのスピーチがありアットホーム
な歓迎会となりました。
　左に記載しております来日生か
らのものは、滞在期間中のホスト
ファミリーへのレポートの一部と、

正月に届いたポストカードです。
（日本で云うと年賀はがきの様な
ものでしょうか。）マレーシアは日
本岩手とは違いとても暖かいよう
ですがお世話になった皆さんの心
も、とても温かったとLINEで来て
おりました。

地区YCEレオ・ライオネス委員長　
L 田中 哲明（花巻東LC ）
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大船渡中学校へ
サクラの苗木植樹について

大船渡ライオンズクラブ　会長　L 新沼 学

　334-A地区豊田東名ライオンズクラブと当クラブ

は、豊田東名ライオンズクラブが震災直後に大船渡

市をボランティアで訪れた時に交流を持ちました。

　その後2013年9月からは、復興支援として豊田市

で同月に開催される豊田産業フェスタにおいて、大

船渡市のさんま3,110匹を焼いて来場者に提供する

共同のアクティビティを行い、被災地支援の募金を

行っております。

　また、昨年の同フェスタにおいては、豊田東名ラ

イオンズクラブと豊田市の上郷中学校が被災地支援

の募金活動を実施しました。

　そこで、今年度豊田東名ライオンズクラブの創立

40周年記念事業として、震災当時支援した小学生

だった子供たちが通う、大船渡中学校と上郷中学

校での記念植樹の交換を行うこととなりました。

　1月12日に上郷中学校において、大船渡中学校の

金賢司校長先生と当クラブより2名のライオンが参

加して、当クラブより贈呈した大船渡市の花である

椿の植樹を行い、1月29日には、豊田東名ライオンズ

クラブ会長L近藤修司他14名のライオンと上郷中学

校の田中浩彦教頭先生が、大船渡中学校において

豊田市のシキザクラの植樹と募金の贈呈を行いま

した。　

12 　ライオンいわて3月号



　初めての会長としてのテーマは「地道な行動・明

日への奉仕」と掲げ、小中学校にはアクティビティと

して図書カードを贈呈していました。しかし、幼稚

園、保育所には今まで何もしていなかった事に対し

て反省し、何か出来ることが無いかあれこれ模索し

た結果、卒園児を対象に自分の手でつくる楽しさ、

親子で工作し触れ合いの場を提供できる活動とし

て幼稚園・保育所の関係者方々のご理解のもと『親

子工作教室』を開催することにしました。

　イスの材料手配、組立方法をどのようにするかと

いう打合せの中で、クラブメンバーの製材所や工務

店の経営者の方 に々積極的に協力いただきました。

材料は端材をリサイクル活用し親子で簡単に作れる

ところまで加工しました。また、背板（イスの背もた

れ）は事前に園児たちへ配布し、幼稚園、保育園で

の楽しかったこと、思い出などを絵に描いてもらい

当日取り付けて『世界に一つしかない』自分のイス

作りにチャレンジして頂きました。

　園児たち、お父さん、お母さんも慣れないハン

マーを持ち、戸惑いながら釘を打ちこんでいました

が、慣れてくるとお母さんを指導する園児もいて真剣

な中にも和気あいあいと、作る楽しさと喜びを実感

できたと思います。

　出来上がったイスに座り大声で喜びを表現してい

る姿をみて、クラブメンバーも一緒に楽しいひと時を

すごせました。

　1月16日は町立長島保育所卒園予定園児17名、2

月5日は町立二葉きらり園卒園予定園児48名に対し

てアクティビティを行いました。尚、完成したイスは

卒園式に使用して卒園記念品として贈呈します。

　今回の企画が親子の触れ合いと絆をさらに深

め、園児たちの未来の糧になればと思います。今後

も継続的に地域にライオンズクラブのモットーWe 

Serveを継承して行きたいです。

親子工作教
室

平泉 LC 会長 L加藤 弘之
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2月のアクティビティ
1R1Z

盛岡LC 9日 ひかりの箱募金送金

盛岡不来方LC
1日 直接献血

15日 JICAボランティアを支援する
いわての会へ支援金

盛岡中津川LC

1月31日 献血推進活動 バレンタイン献血
〜5日 仁王小学校スキー教室指導者協力
7日 盛岡中津川LC杯争奪第37回盛岡地区少年剣道大会
10日 ひかりの箱募金送金

〜25日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

盛岡観武LC
10日 直接献血
12日 「第7回青山雪あかり」協賛

〜16日 国際平和ポスター展
盛岡南LC −

滝沢LC
18日

車椅子寄贈献血推進活動
献血推進活動

22日 LCIF＄1000献金

玉山姫神LC
11日 献血推進活動
20日 啄木かるた会

1R2Z
岩手LC 25日 ひかりの箱募金送金

二戸LC
10日 献血推進活動 バレンタイン献血
29日 薬物乱用防止教室

西根LC
2日 薬物乱用防止教室
8日 献血推進活動 バレンタイン献血

安代LC 6日 第21回安代LC杯安代地区スキー大会

2R1Z

花巻LC
7日 献血推進活動　バレンタイン献血
25日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

紫波LC

16日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
17日 新一年生の為の防犯・交通安全教室へ協賛

24日 介護老人福祉施設「にいやま荘」
「百寿の郷」慰問

石鳥谷LC 22日 石鳥谷レオクラブ新入会式
卒業レオを送る会

大迫早池峰LC −

花巻東LC
1月13日 釜石甲子仮設団地の被災者と交流会

18日 薬物乱用防止研修講座
25日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

東和猿ヶ石LC 7日 東日本大震災被災者支援
釜石甲子仮設団地でのお茶会

矢巾LC 18日 旧紫波郡「新1年生の為の防犯・交
通安全教室」協力

4R1Z

千厩LC 8〜26日 ライオンズ国際平和ポスター・コ
ンテスト展示会

大東岩手LC 14日 第37回大東読書まつりへの後援・支援
東山LC 5日 献血推進活動
藤沢岩手LC −
川崎岩手LC −
室根LC 21日 ブックスタート事業 絵本贈呈

3R2Z
一関LC 28日 献血推進活動

平泉LC
5日 親子工作教室
10日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

花泉LC 26日 使用済み切手 1000枚送付

一関中央LC

6日 献血推進活動

25日
ライオンズ国際平和ポスター・コン
テスト表彰式

新入学児童へランドセルカバー贈呈
一関厳美渓LC −

3R1Z

水沢LC
17日 「善行賞」表彰
20日 奥州市誕生10周年記念広告　掲載

江刺岩手LC
4日 献血推進活動
29日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

前沢LC 21日 献血推進活動　バレンタイン献血

水沢中央LC
2日 スカウト協議会助成
18日 勤労学生表彰
19日 台湾南部地震へ義援金送付

金ケ崎LC
〜5日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
13日 献血推進活動 バレンタイン献血
25日 ライオンズ青少年スポーツ振興補助金

胆沢岩手LC 29日 胆沢区内小中高生 児童生徒表彰

2R2Z

北上LC
〜1月31日 資源回収リサイクル活動
〜26日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

和賀LC 18日 資源回収

北上国見LC
1日 献血推進活動

22日 使用済み切手 1822枚送付

江釣子LC
1月28日 資源回収

12日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
14日 献血推進活動 バレンタイン献血

4R2Z
大船渡LC 25日 声の図書館点検と整備

陸前高田LC
5日 直接献血
22日 LCIF＄1000献金

住田LC 3日 世田米、有住保育園節分行事
大船渡五葉LC 6日 第41回東海社会文化事業基金顕彰式

5R1Z

宮古岩手LC 20〜21日 宮古岩手LC旗第15回中学生バレー
ボール大会開催

久慈LC 〜4日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

陸中宮古LC

1日 「世界の子どもたちにワクチンを届け
よう」ペットボトルキャップ送付

11日 献血推進活動 バレンタイン献血
12日 ライフジャケット贈呈式

20日 宮古岩手LC旗第15回中学生バレー
ボール大会出席

24日 「桜ヶ丘ボランティア懇談会」
田野畑LC −
岩泉龍泉洞LC 1日 児童生徒登校に係る交通安全運動協力
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訃 報

久慈LC

故 L 岡野 利雄
享年85歳（1969年12月入会）
チャーターメンバー
2月21日ご逝去

安代LC

故 L 小山田 清三
享年93歳（1981年4月入会）
チャーターメンバー
2月3日ご逝去

クラブ事務所移転のおしらせ（東和猿ヶ石LC）

平成28年3月10日（木）より、東和猿ヶ石LCのクラブ事務所
が下記の通り移転となりましたので、ご案内申し上げます。

註） 変更前のEメールは2月29日を以て解約しましたので、
3月1日以降に発信された場合、新しいアドレス宛に再送
信をお願いします。

会員動向

5R2Z

釜石LC
17日 第416LL奉仕活動
26日 卒業レオ記念品贈呈

遠野LC
17日 リサイクル品の回収
29日 使用済み切手 1000枚送付

釜石リアスLC
12日 釜石高校野球部へ試合球寄贈
29日 使用済み切手 1000枚送付

大槌LC −

陸中山田LC
5日 山田町児童生徒科学研究発表会後援

〜26日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

▶住所 〒028-0115
花巻市東和町安俵4-110-4
小川洋征様方

▶電話番号 0198-42-3729

▶FAX番号 0198-42-3729

▶Eメール touwasarukaisi@gmail.com

▶携帯 080-1816-7580

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）
盛岡観武 LC 及　川　文　明
玉山姫神 LC 八　丸　　　健
西根 LC 工　藤　嘉　幸

石鳥谷 LC
幸　田　卓　也
山　本　幸　雄

花巻東 LC

菊　池　武　道
朝　倉　静　子
朝　倉　哲　哉
伊　藤　利代子
田　中　弘　子
筑　後　幸　子
永　田　賢　一
永　田　真知子

矢巾 LC 細　川　英　和
北上国見 LC 高　橋　勝　樹
藤沢岩手 LC 佐　藤　鉱　一

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
滝沢 LC 竹　鼻　邦　夫 3
陸前高田 LC 米　谷　春　夫 8

2 月 新入会員一覧

2 月 LCIF ＄1000 献金

ライオネスクラブ

西根LS
2日 薬物乱用防止教室
8日 献血推進活動 バレンタイン献血
23日 使用済切手 5640枚送付

レオクラブ

盛岡LEO 13日

アイバンクへ寄付
岩手県ユネスコ協会へ寄付
盛岡ユネスコ協会へ寄付
岩手県ユニセフ協会へ寄付
いわて学び希望基金に寄付

早池峰LEO −
石鳥谷LEO 22日 新会員入会式＆卒業レオを送る会
北上LEO 12日、14日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
一関二高LEO −
釜石LEO 26日 卒業レオを送る会
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ア ク テ ィ ビ テ ィ  フ ォ ト グ ラ フ

江刺岩手LC 千厩LC

玉里保育所小正月行事 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

江釣子LC 盛岡中津川LC 北上LC 遠野LC

ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

前沢LC 室根LC 花巻LC 水沢中央LC

小学生書初め大会 献血推進活動 バレンタイン献血 勤労学生表彰

金ケ崎LC玉山姫神LC

滝沢LC 花泉LC 釜石LC 釜石レオ

使用済み切手 1000 枚送付 卒業レオを送る会

ブックスタート事業 絵本贈呈

車椅子寄贈

啄木かるた会 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

卒業レオ記念品贈呈

《表紙の写真：たろし滝（大瀬川地内 葛丸川上流）》  「たろし」とは
つららの意味で、垂氷（たるひ）が訛ったものです。氷柱の形が滝
に似ていることから「たろし滝」の呼び名がついたといわれています。

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

ライオンいわて編集委員会
発行日 2016年3月25日

 発行人 L 筒井學
 編集長 L 川村健（花巻東LC）
 副編集長 L 菊池軍司（石鳥谷LC）、L 山下武志（花巻東LC）
 編集委員 L 大和吉智（花巻LC）、L 高橋貞夫（紫波LC）、
  L 黒須信男（大迫早池峰LC）、L 小川洋征（東和猿ヶ石LC）
  L 廣田清実（矢巾LC）
 印刷 川嶋印刷株式会社 〒029-4194 西磐井郡平泉町平泉字佐野原21
   TEL：0191-46-4161　FAX：0191-46-4165
  E-mail：m_furuya@kpc.co.jp
 キャビネット事務局 〒020-0022 盛岡市大通三丁目6-12 開運橋センタービル4-7号
   TEL：019-621-1415　FAX：019-621-1420
  E-mail：of f ice-332bmor ioka@almond.ocn.ne. jp

　あの大震災から、もう5 年が過ぎました。たくさんの遺族の

方 、々いまだ行方不明の家族の方 に々とっては、言葉に言い表せ

ない大変な 5 年間だったと思われます。

　我がライオンズクラブの会員の方も犠牲になりました。今、被

災地は徐 に々ではありますが、多くの問題を抱えながらも復興に

向けて進んでおります。今回の大震災を教訓にして、このことを

いつまでも忘れずに後世に伝えていくことが私たちの責務と感じ

ております。

（ライオンいわて編集委員会　委員一同）

編 集 後 記
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