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小田中  温さん
（紫波町立紫波第三中学校2年）

平
和
を
想
像
し
よ
う

　第25回ライオンズクラブ国際

平和ポスター・コンテスト審査会

今年度の国際平和ポスター・コン

テストの審査会は、奥州市「四季

の抄、リサージュ」で11月21日

(水)に開催されました。

　審査委員長は奥州市在住の高

橋浩氏、奥州市の老人クラブで開

催している水彩画教室「立生大

学」の講師をしている方である。

審査委員はL.千葉龍二郎ガバ

ナー、キャビネット幹事L.小野寺

宣文、キャビネット会計L.依田修

一、ライオンズクエスト委員長L.

髙橋俊一、広報委員長L.久慈勝範、

筆頭副幹事L.高橋幸司、YCE委員

L.佐々木美行、広報委員L.岩渕正

義で審査を行いました。

　応募作品83点から、入賞作品13

点を全員の協議で選出をし、その

中から、審査委員長賞は審査委員

長に、ガバナー特別賞はガバナー

に、キャビネット特別賞はキャビ

ネット幹事に選んでいただきま

した。選考の結果、最優秀賞に紫

波第三中学校2年、小田中温君、優

秀賞に黒沢尻北小学校6年、鈴木

楓夏さん、遠野中学校1年、伊藤美

優さんが選ばれました。

　どの作品も、世界の友達と絆を

結ぶことをテーマに描かれた作

品が多く、子供たちのもっている

素直な心を見事に表現していま

した。世界中の子供たちが手をつ

ないで、新しい地球の未来を感じ

させる表現が多く見られました。

絵を通じて世界平和の実現を実

感できるコンテストに参加でき、

心が温かくなりました。

2012-13年
コンテスト
テーマ

　最優秀賞というとても素晴らしい賞をいただき、本当に嬉し
く思います。この絵を描くきっかけは、僕が小学校の頃当時の校
長先生が誘ってくださったことです。これをきっかけに、三年間
平和について考えるチャンスをいただき描き続けました。日本
に暮らす僕たちは大人たちに守られています。世界中の子供た
ちが、笑顔で生きるという幸せを知って暮らすことができたら
いいと思います。

小田中温さん 喜びのメッセージ

審査結果
ライオンズクラブ国際協会332-B地区

国際平和ポスターコンテスト第25回

最優秀賞
332-B地区
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鈴木  楓夏さん
（北上市立黒沢尻北小学校6年）

伊禮  美優さん
（遠野市立遠野中学校1年）

優秀賞
332-B地区

（花巻市立南城小学校6年）

ガバナー特別賞
さん

（一関市立萩荘中学校1年）

ガバナー特別賞
さん

（山田町立山田南小学校6年）

キャビネット特別
兼田 柊子
（久慈市立久慈湊小学校6年）

キャビネット特別賞
332-B地区

平野 麻鈴さん
（北上市立江釣子小学校6年）

審査委員特別賞

332-B地区

伊藤 大宗さん
（盛岡市立土淵小学校6年）

332-B地区

小野寺 美優さん
（金ケ崎町立永岡小学校6年）

332-B地区

松田 星那さん
（陸前高田市立第一中学校2年）

332-B地区

大津 果穂さん
（大船渡市立越喜来小学校6年）

332-B地区

鎌田 菜々子さん
（花巻市立亀ヶ森小学校5年）

最優秀賞
小田中 温さん

（紫波町立紫波第三中学校3年）

332-B地区

優秀賞
332-B地区

鈴木 楓夏さん
（北上市黒沢尻北小学校6年）

優秀賞
伊禮 美優さん
（遠野市立遠野中学校1年）

　この作品は世界中の人々が希望を持ち、笑顔に満ち
あふれているイメージを思いうかべて描きました。ま
た、後ろの背景に、虹や鳩を描きました。これは、未来
が七色の虹のように明るく美しい世界だといいなと
思い描いてみました。この作品は、何日もかけて描き
上げた作品なので、今回は、優秀賞という立派な賞を
いただきうれしく思います。

　私は、この作品を人の肌の色と、国旗で表しました。
　紛争や貧富の差、黒人の差別などがある国もあります。それ
を世界中の国々、人々、子供たちで変えていこうという思いを
地球に向かう国旗で表しました。背景を水色っぽくしたのは、
もし地球に争いがなくなっても、地球環境が悪く生活が苦しい
と、私は平和だと思えないのできれいな地球という思いで描き
ました。
　私は、入賞と聞いた時ビックリしました。私の作品を見た人
たちがとても温かい気持ちになって、平和っていいなと思って
いただければ、とても嬉しいです。

鈴木楓夏さん 喜びのメッセージ

伊禮美優さん 喜びのメッセージ

優秀賞
332-B地区
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ガバナー
特別賞

332-B地区

細川 大和細川 大和さん
花巻市立南城小学校6年（花巻市立南城小学校6年）

332-B地区

鳥居 航征鳥居 航征さん
山田町立山田南小学校6年（山田町立山田南小学校6年）

キャビネット特別賞

332-B地区

兼田 柊子兼田 柊子さん
久慈市立久慈湊小学校6年（久慈市立久慈湊小学校6年）

キャビネット特別賞

332-B地区

平野 麻鈴平野 麻鈴さん
北上市立江釣子小学校6年（北上市立江釣子小学校6年）

審査委員特別賞

キャビネット
特別賞

332-B地区

キャビネット
特別賞

332-B地区

審査委員
特別賞

332-B地区

ガバナー
特別賞

332-B地区332-B地区

橋本 明維橋本 明維さん
一関市立萩荘中学校1年（一関市立萩荘中学校1年）

ガバナー特別賞

332-B地区

ガバナー特別賞
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佳作
332-B地区

伊藤 大宗伊藤 大宗さん
盛岡市立土淵小学校6年（盛岡市立土淵小学校6年）

佳作
332-B地区

松田 星那松田 星那さん
陸前高田市立第一中学校2年（陸前高田市立第一中学校2年）

佳作
332-B地区

大津 果穂大津 果穂さん
大船渡市立越喜来小学校6年（大船渡市立越喜来小学校6年）

佳作
332-B地区

佳作
332-B地区

小野寺 美優小野寺 美優さん
金ケ崎町立永岡小学校6年（金ケ崎町立永岡小学校6年）

佳作
332-B地区

佳作
332-B地区

佳作
332-B地区

佳作
332-B地区

鎌田 菜々子鎌田 菜々子さん
花巻市立亀ヶ森小学校5年（花巻市立亀ヶ森小学校5年）

佳作
332-B地区
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　11月23日(金)結成10周年記念

式典が川村盛岡市玉山区長をは

じめとするご来賓各位、並びに千

葉ガバナー、キャビネット役員、

1R1Zのブラザークラブ、1R2Zの

交流クラブの皆様に多数ご臨席

いただき賑々しく執り行うこと

ができましたことを心から感謝

申し上げます。想い返せば10年前

に盛岡ライオンズクラブのスポ

ンサーにより結成、以来「青少年

の健全育成」を掲げ活動してまい

りました。結成時に年会費を抑え

た「新しいライオンズクラブ」「21

世紀型」との声もありましたが、

資金面をはじめクラブ運営には

今も苦慮しております。しかしブ

ラザークラブの皆様のご指導、ご

支援で今日を迎えられましたこ

とを重ねて感謝申し上げます。

　10周年記念事業は「青少年の健

全育成」の観点から、巻堀中学校

吹奏楽部へ楽器購入費用50万円

を贈呈いたしました。件のクラブ

は日頃の一生懸命な練習の成果

により各大会では上位入賞を果

たし、学内では野球部対外試合で

の応援、また敬老会・夏祭り等々

への参加による地域貢献と頑

張っており、人知れず努力する姿

を見守っている大人がいること

を今回の表彰で生徒たちに知っ

てもらえたのではないか、光を当

てることができたのではないか

と自負しております。余談になり

ますが、巻堀中学校野球部が秋の

新人戦岩手県大会において優勝

を果たしました。楽器贈呈が決ま

り吹奏楽部の応援にさらに熱が

入ったことも遠因なのではと喜

ばしく思っています。　

　私たちは皆様に支えられ励ま

され活動を行ってまいりました

が、この節目を機に今一度原点に

立ち返り、奉仕の形を見つめ直し

次の十年へ繋げていきたいと

思っております。　

　今後とも関係諸兄のご指導ご

鞭撻をお願い申し上げます。

玉山姫神LC  会長 L.坂本 良行

玉山姫神ライオンズクラブ CN10周年記念式典報告

RESTART 次の十年へRESTART 次の十年へ
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　11月26日、332-B地区の薬物

乱用防止認定講師養成講座が盛

岡市アイーナ・いわて県民情報交

流センターにて開催されました。

　50名の受講者が出席し、午後1

時30分より5時10分まで、休憩を

はさみ、3時間半の長時間研修さ

れました。講座開始に先立ち、地

区ガバナーL.千葉龍二郎より、挨

拶があり、重点目標である青少年

健全育成の取組みとして、薬物乱

用防止活動の普及を願い、教育認

定講師を増員しなければならな

いと考え、ここ数年間開催してい

なかったので、本日は多数の受講

者に参加していただき、各クラブ

にて青少年健全育成の一環とし

て取り組んでいただきたい。との

挨拶の後、ガバナーも急遽、受講

者として熱心に受講しました。ビ

デオ講座「ダメ。ゼッタイ。」の薬

物乱用防止教育ビデオ、医学博士

L.万本盛三「薬物乱用と身体への

影響」のDVD基礎講座に続き、岩

手県警察本部坂本修考様の現状

報告では、不法薬物の使用で検挙

された人員は、大麻、MDMA（合

成麻薬）が急増しており、MDMA

に関しては、年々、低年齢化して

きており、若者のさまざまな犯罪

に繋がっていること、又、実戦用

講座として、薬物乱用防止キャラ

バンカー指導員、東京葛飾LCの

L.舘親光の専門実践講座、小中高

校生用教室開催に必要なリスト

の説明、(財)麻薬･覚せい剤乱用

防止センター企画部長阿部俊三

様から講評として、薬物乱用防止

は国を守る国家的事業である為、

LCの皆様の活動によって、全国

隅々まで大きく拡がっていくこ

とを願ってやみません!!と締め、

地区ガバナーの手から、全員に認

定証を交付されました。

　11月20日、岩手県赤十字血液

センターで「ライオンズクラブ国

際協会332-B地区献血推進研究

会」が開催されました。

　各LC側からの出席者は41名、

キャビネットから地区ガバナー

千葉龍二郎ライオン他2名の出

席でした。また、血液センター側

からは井上洋西所長、佐藤繁雄事

業部長、鈴木洋一献血推進課長他

1名の出席を頂き、井上所長から

は、「健康な体と血液」と題して公

演を頂戴しました。さらに、佐藤

部長からは「血液事業の歴史と発

展」について、鈴木課長から「献血

の基礎知識と需給の現状につい

て」の報告がありました。

その後、休憩を挟んでDVD上映

やセンター館内の見学、献血セミ

ナー等があり、特に印象深かった

といいますか、深刻に感じられた

のは献血用血液の使用可能期間

が数日間しかないということで

した。その為、絶えず新しい血液

が必要となり、どこかで常に献血

事業が行われなければ輸血が

滞ってしまいかねません。

　そうした供給によるセミナー

が終わって活動事例発表会に移

り、盛岡中津川LCの阿部美栄子

ライオン、千厩LCの小野寺初郎

ライオンがそれぞれのクラブの

活動事例を発表されました。そし

て最後の質疑応答の際には

LC332-B地区の献血事業実績

は、岩手県赤十字全体の献血量の

数十％にものぼるとの話もあり

ました。

　1歳ライオン（平成23年8月入

会）の私にとって、初めての参加

ということもあり至極当然では

ありましたが、出席された他のラ

イオンの皆様にとっても、献血の

重要性、LCの奉仕活動の一環と

して行われてきた献血推進事業

の社会的な意義等、認識を新たに

された方も多いのではなかった

のではないかと思います。

地区薬物乱用防止・IT委員長　L.菅原 智美(水沢中央LC)学校・地域に広げよう「ダメ。ゼッタイ。」の輪を！！

L.小野寺 規久雄(水沢LC)献血推進事業の重要性を認識
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復興支援 
今年も頑張っています!

ゾーン担当復興支援事業（12月15日現在）完了済の支援事業

篠木    清
金澤 武志

高橋 康郎

渡邊 和美

新居田弘文

阿部 自雄
千葉    博

復興支援買い物バスツアー
復興支援買い物バスツアー
復興支援買い物ツアー兼現地視察
２Ｒ１Ｚ復興支援バスツアー
山田地区「買い物ツアー＆カキ小屋海の華ＢＢＱ」
被災地復興支援「買い物ツアー＆カキ食べ放題」
「買い物ツアー＆カキ食べ放題」・「障がい者ケアホーム希望」慰問
復興支援バスツアー
「被災地食材買って食べて支援」
復興支援買い物バスツアー
復興支援買い物ツアー
大船渡屋台村支援事業

89,250
78,500
73,500
63,000
52,500
63,000
60,000
55,000
63,000
63,000
40,000
80,000

H24.11.15
H24.11.22
H24.11.23
H24.11.25
H24.8.9
H24.11.4
H24.11.13
H24.9.23
H24.11.10
H24.11.17
H24.11.4
H24.9.24

1R1Z
1R2Z

2R1Z

2R2Z

3R1Z

3R2Z
4R1Z

担当ＺＣ 実施日 申請事業名 金額

各クラブ復興支援事業（12月15日現在）完了済の支援事業

千葉    博
大萱生修一
大萱生修一
篠木    清

大萱生修一
大萱生修一
毛利 清平
阿部 自雄
篠木    清
千葉    博
新居田弘文
渡邊 和美
千葉    博
大萱生修一
高橋 康郎
大萱生修一
佐々木菊三郎
篠木    清
毛利 清平
大萱生修一
千葉    博

被災者への励ましのはがき
刈払い機２機
眼科手術用顕微鏡の寄贈
牧場体験(大船渡市内の小・中学生対象)
希望の光プロジェクト
シェアファクトリー＆レストラン
大槌町復興菜の花プロジェクト
広田寄席＆ミニ炊き出し
一関地方中学校新人サッカー大会
牧場体験(大船渡市内の小・中学生対象)No.2
川崎市多摩区「多摩区民祭」での募金活動事業
第５回胆沢岩手ＬＣ旗争奪少年野球大会
伊奈かっぺいチャリティトークライブ
ボランティア落語寄席(桂歌助・桂文雀)
除雪機
石鳥谷ＬＣ・レオ合同被災地エリア清掃奉仕
第２２回釜石リアスＬＣ杯釜石地域中学校バスケットボール大会
震災復興支援「街づくり研修会、子どもフェスティバル」
太平洋の橋　コンサートツアー
陸前高田復興支援コンサート
実習用ユニフォーム購入代金支援
広田地域(陸前高田市)全世帯へのはがき
(年賀はがき・くじ付き)による励ましメッセージの配布

139,730
51,894

11,500,000
184,521
200,000

9,000,000
160,000
300,000
624,000
150,000
60,000
95,978
100,000
210,238
399,000
118,000
196,465
899,600
200,000
200,000
143,288
95,214

H24.7.26
H24.7.15
H24.12.16
H24.8.7
H24.8.11
H24.10.7

H24.10.7
H24.11.10
H24.10.28
H24.10.20
H24.10.13
H24.11.21
H24.10.26

H24.10.27
H24.10.17・18
H24.11.17
H24.11.23～25
H24.12.2

大東岩手
釜石
釜石

玉山姫神
キャビネット
大槌
大槌

大東岩手
一関中央
玉山姫神
川崎岩手
胆沢岩手
北上

大船渡五葉
釜石
石鳥谷
釜石リアス
陸中宮古
玉山姫神
花泉
釜石

大東岩手

担当ＺＣ申請LC 実施日 申請事業名 金額

　北上ライオンズクラブ主催「伊奈かっぺいチ
ャリティートークライブ」収益金411,020円を
千葉ガバナーに贈呈。左より千葉龍二郎ガバナ
ー、北上LC会長L.菊池進一、長期計画アラート
委員長L.照井將、2R2Z ZC L.渡邊和美。

▲千葉建設（株）社長室にて
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ライオンいわて12月号

槌の音
　あの大震災より1年9ヶ月が過

ぎ、再び師走の声を聞く季節にな

りました。当クラブに於いては幸

いにも会員は皆無事でしたが、や

はり親戚知人を失ったり、自ら営

む事務所や工場が流失、そして自

らが住む住居を全壊したりと被

災された会員が多くおりました。

　又、常に例会場として使用して

いた商業福祉会館は震災は免れ

ましたが、海外からのボランティ

アの方々の活動拠点として宿泊

施設に使用され、その後は物資の

保管場所として使用されたため、

会場を転々としての移動例会を

余儀なくされました。そのような

中、本年度は例会場での例会をと

の思いで、部屋の中は未だ荷物置

き場と仮しておりますが、テーブ

ルが並べられる程度に片付けを

し、何とか例会場での例会開催が

出来るようになりました。

　さて当クラブの活動状況です

が、主なアクティビティとして

は、震災で校庭に仮設住居が建

ち、運動する場がなくなってし

まった子供達の為にと、大阪西

LC、岸和田LCの支援のもと盛川

河川敷公園少年野球場への設備

設置がなされ、6月17日に大船渡

市への贈呈式が行われました。

又、7月27日には横浜LCの支援の

申し出を受け、当クラブでは校舎

が全壊し仮設校舎が学び舎と

なってしまった赤崎中学校に、横

浜LCと親交のあるフェリス女学

院大学が共同でピアノ・校歌CD

を贈呈しました。贈呈式終了後に

は、女子学生によるミニコンサー

トが開催され、最後に大学で作成

された校歌CDをもとに校歌指導

が行われました。指導する方もさ

れる中学生もどちらも熱心に取

り組み、感激の言葉をいただきま

した。

　震災後、各クラブからの支援の

要請が数多くあり、アラート委員

会･復興支援委員会の充実を図り

協議いただきながら支援要請対

応しているところです。

　又、10月26日には昨年に引き

続き、クラブ主催のもと、復興ボ

ランティア「落語寄席」を開催致

しました。昨年は主に仮設住宅に

住まわれている方を対象に行わ

れましたが、今回は仮設住宅以外

にも身を寄せている住居、いわゆ

る「みなし仮設」にもとの声があ

り、山間の会場も設定し二箇所で

復興への
『年間特集 第5回』

会　長

幹　事

会　計

会員数

結成日

チャーターナイト

例会日

例会場

長谷川瑞彦

吉田　和由

新沼　章一

30名

1979.3.4

1979.9.16

【第1木曜日】18：30～20：00
【第3木曜日】18：30～20：00

大船渡市盛町字町6-29
盛商業福祉会館

4R2Z 大船渡五葉ライオンズクラブ
事務所：大船渡市盛町字町6-29
TEL：0192-26-3981　FAX:0192-26-3981

会長 L.長谷川 端彦
大船渡五葉LC

行われました。どちらも盛況であ

ちこちで笑いの渦が広がってお

りました。

　今、街中を見渡してみますと瓦

礫は撤去され、事務所もあちこち

で再開され始めておりますが、仮

設住まいの方は未だ多く二度目

の冬を迎えております。当クラブ

としても出来る所から行い、ふる

さと再生の為に努めていきたい

と思っております。

　今後とも、ご支援、ご指導宜し

くお願い致します。

▲復興ボランティア「落語寄席」の様子

▲震災後、視察に見えた他クラブと一緒に…



10

IWATE
復興支援バスツアー

LION IWATE  DECEMBER

ラザに立ち寄り海の幸を山ほど

買いました。メンバーが最も楽し

みにしていた釜石はまゆり飲食

商店街(復興屋台村)には到着が3

時と早い時間だったため、釜石LC

のはからいで、開店時間を早めて

いただいた店もありました。4時

半までの予定でしたが、用意して

いた飲食店街マップを手にはし

ご酒をしていると時間が足りな

く5時すぎまでの滞在となりまし

た。酒を酌み交わし自然にクラブ

間交流ができていたことはツ

アーの副産物とも言えます。訪問

先でもLCメンバーにお世話にな

りました。復興した暁には日本中

のLCメンバーが集まり。復興

フォーラムが開催されることを

想像しながら帰途につきました。

　初冬の穏やかな天候に恵まれ

た11月25日に2R1Z合同アク

ティビティ復興支援買い物バス

ツアーを決行。

　山田LCに紹介して頂いた五篤

丸水産で新鮮なホタテなど海産

物の買い物の後、昼食はビジネス

ホテルイン山田の「いっぷく」に

て紫波LC塚田史郎Lのウィサー

ブで、ビールを飲みながらの昼

食。海の幸をふんだんに使った美

味しい定食に舌鼓をうちました。

　次の訪問先の大槌町の復興商

店街には、大槌中学校2年生の臼

澤みさきさんの日本有線大賞新

人賞授賞の横断幕がはられてお

り、祝賀ムード一色でした。

　最後の訪問先である釜石では、

種市名誉顧問はじめ釜石LCの皆

さんに出迎えていただき、シープ

くその工程表さえまだはっきり

定まっておらず、工程表ができて

もそれに対応する復興支援のあ

り方も種々変化し難しいと思い

ますが、現に生活しておられる仮

設住宅、仮設商店街の皆様には焦

らず一歩一歩前進していただき

たいと願って帰路につきました。

　11月15日、岩手LC・葛巻LC合

同で31名の参加を得て被災地を

訪問し、現状を把握するとともに

買い物や飲食を通じて地域の経

済活動に寄与する目的で実施致

しました。当日西根ICから東北自

動車道を南下、東和ICから遠野市

へ到着。

　震災当時一大兵站基地として

の重要性とその活躍を説明、釜石

市にて第1回の買い物、大槌町さ

んずろ家にて昼食、食後は店主よ

り体験談を聞きました。その中で

特に強調されたものは沿岸で生

活するからには第1は常に危機管

理意識を持っていなければなら

ない。第2に生命は自分自身で守

らなければならない。第3は津波

が来たらすぐ逃げろでした。営業

中にもかかわらず20分にわたる

体験談では内容の凄さと迫力に

圧倒されながらただただ感謝の

気持ちでいっぱいでした。その後

一路山田町、宮古市で買い物をし

ました。

　今後復興の道程はまだまだ長

平成24年11月15日（木）　【場所】宮古・山田・大槌・釜石地区　【参加者】31名　【報告】ZC L.金澤 武志1R2Z

平成24年11月25日（日）　【場所】山田・大槌・釜石地区　【参加者】26名　【報告】ZC L.高橋 康郎2R1Z

▲臼澤みさきさんの日本有線大賞新人賞授賞の横断幕の前で記念撮影

▲大槌「さんずろ家」で記念撮影

バスツアー報告復興支援
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平成24年11月4日（日）　【場所】釜石・山田・宮古地区　【参加者】20名　【報告】ZC L.渡邊 和美2R2Z
　震災後、釜石まで支援に駆けつ

けてくださった川口東LCの皆さ

ん、姉妹提携クラブの東京新宿北

LC、友好クラブの秋田久保田LC

の皆さんに、現地の今を視察して

いただきながら「買い物ツアー」

と「カキ小屋食べ放題」を実施致

しました。

　北上を8時に出発し遠野・釜石

を経由して山田町の五徳丸水産

へ。その後カキ小屋で食べ放題、

宮古を経由し18時に北上へ戻り

ました。

　20名の参加により約25万円ほ

どの売り上げに協力できました。

平成24年11月17日（土）　【場所】大船渡地区　【参加者】43名　【報告】ZC L.新居田 弘之3R1Z
　11月17日、天候は快晴とはい

かないまでもまずまずの朝を迎

える。前沢を出発し、途中水沢･江

刺を経由、5クラブの会員等43名

の乗車。予定された大船渡市の

「夢商店街」に午後３時過ぎ到着。

　予め連絡をしていた地元のZC

･L毛利清平氏の出迎えをいただ

き商店街を散策。この商店街は津

波で被災された商店が、共同でプ

レハブによる２階建ての商店街

を建設営業されたもので様々な

業種が出店されています。大船渡

LC会員が出店している菓子店や

魚類の買い物客が目につきまし

た。そして、バスで移動「大船渡屋

台村」に到着。普段は午後６時頃

の開店であるところをZCの配慮

で午後４時開店。１つの店に８人

くらいは収容で20店舗あり、

夫々のお好みで気の合う方と飲

食を共にして大いに盛り上がり

ました。

　私も、最初は四国出身の老人マ

スターのお好み焼き店に入り手

作りの料理でビールと焼酎をい

ただき、そのあとはいつものよう

に梯子で何店かを回り、普段一緒

になれない他のクラブ会員との

懇親を深めることができました。

　心配していた空模様も曇りか

ら雨に変わりましたが、いずれバ

スでの帰途、一行は時の過ぎるの

を忘れるほどで目的は充分達成

した模様。帰途の予定時刻6時を

迎えバスに乗車。大きな荷物をト

ランクいっぱいに抱え予定時刻

に奥州市に帰着しました。

　今回の買いバスツアーの実施

にあたっては、予め現地に赴き地

元ZCとの打ち合わせや運行時間

の事前調査と、加えて参加者の協

力のお陰であります。我ながら満

足した次第。第2回諮問委員会の

中でも成功を祝う発言や次回開

催の要請も。改めて各クラブと参

加者のお礼を申し上げます。

▲カキ小屋での食べ放題の様子

▲「大船渡屋台村」にてお酒が入る前に記念撮影?
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平成24年11月4日（日）　【場所】陸前高田市産業まつり　【参加者】20名　【報告】ZC L.阿部 自雄3R2Z

平成24年10月26日（金）　【場所】大船渡屋台村　【参加者】43名　【報告】ZC L.千葉 博4R1Z
　10月26日4R1Zの年度事業と

して「屋台村」慰問を計画し、屋台

村で食べて・呑んで･食って支援

しようのキャッチフレーズで

ゾーン内6クラブより参加者43

名で実施した。当日バス2台に分

乗し、午後1時30分一路大船渡に

出発した。

　大船渡では、大船渡ライオンズ

クラブの好意により、震災で被災

したライオンズ会館をLCIFの支

援により建てられたライオンズ

会館で、震災当時のお話を聞く懇

談会も企画した。その後、4～5人

1グループを作り、お目当ての店

で懇親を深めた。屋台村は20軒

が連ねていることから、1グルー

プ3軒を回ることを申し合わせ、

飲食を満喫した。店主から震災の

体験談も話され改めて震災の恐

ろしさも実感した。限られた時間

のため、参加者はほろ酔いで満足

して屋台村を後にした。

　帰りには、大船渡ライオンズク

ラブの方のご配慮により魚セッ

ト詰め合わせも出していただき、

買い物をしたライオンもいた。

　各クラブでの取り組みは、被災

地での寄席広場の提供や炊き出

し支援(大東岩手LC)、餅つき隊に

よる仮設住宅での餅振る舞い(東

山LC、大東岩手LC）さらには町

内にある仮設住宅に住まいして

いる方への支援とふれあい事業

（室根LC、藤沢岩手LC)等さまざ

まな支援を行い、早期復興を願い

活動した。

　11月4日（日）快晴、陸前高田市

産業まつりへ支援買い物バスツ

アー、3R2Z参加メンバー20名、

一関駅東口より和やかな挨拶を

交わしながら一路会場へと出発。

　遡ること1ヶ月、キャビネット

復興支援会議を経て、3R2Zのツ

アーを計画するにあたり被災地

を状況視察、各市役所の復興担当

部を訪問。支援ツアーにふさわし

いイベントもしくは商店街を探

すべく両市を巡りました。「大船

渡さんま祭り」、「高田産業祭り」

と両市より情報提供を受け、10

月8日に各クラブ会長会議を開

き大船渡の屋台村での飲食ツ

アーも含め意見を募りました。

　4R2Z・ZC毛利Lからの情報も

参考にし、結果「高田産業まつり」

買い物ツアーに決定。各クラブに

参加を呼び掛けました。地元行事

と重なる等々あって20名の参加

に留まりましたが、和気あいあい

と会場まで楽しい時間を過ごし

ながら高田一中前特設商店街に

到着。広い駐車場に買い物客で満

車状態。LCの買い物ツアーをい

うことを係員に告げたところ、話

が通じていたらしく誘導を受け

ながら駐車完了。賑やかな人だか

りを掻き分けるように商店を回

り、メンバーそれぞれが思い思い

に買い物を楽しんで時間を過ご

しました。

　約40店舗出店という事でし

た。高田LCの方々も来場されて

おり、挨拶を取り交わしながら買

い物を楽しみました。帰路につき

一関駅東口での解散。大震災の残

骸が未だ復興の道程の険しさを

感じさせ、まだまだ何か手助けが

できる事があるような気がした。

そんな買い物ツアーでした。

▲特設商店街に到着

▲「大船渡屋台村」にて笑顔 笑顔！
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復興釜石新聞  H24年10月20日
釜石地域中学校バスケットボール大会

東海新報  H24年11月14日
未来に向けた意見発表会

胆江日日  H24年11月21日
光の箱寄付

岩手日報  H24年11月13日
3・11大槌希望の灯り

岩手日日  H24年11月11日
薬物乱用防止講演会

新聞で見る
　11月の
アクティビティ
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LION IWATE  DECEMBER

4R1Z

3R2Z

3R1Z

2R2Z

1R2Z

東山LC

November   Ac t i v i t y
1R1Z

2R1Z

16日
10日
14日
2日
17日

10月17日
10月28日

3日
5日
15日
 22日
28日
1日
22日
26日
14日
15日

9日
　15日
28日

10月27日
9日

　11日
15日
18日
6日
6日
14日
26日
28日
3日
11日
14日
12日
13日
18日
22日

4日
14日
24日
24日
24日
26日
2日
21日
21日
25日
26日
25日
28日
18日
27日

10月21日
4日
26日

10月29日
7日
11日
25日
13日
15日
25日
29日

10月1日～31日
3日

LCIF＄１０００献金
ひかりの箱募金
国際平和ポスターコンテスト　応募
南部藩墓地清掃活動　
「目の健康」アドバイス　冊子配布
暴力団追放街頭キャンペーン
臓器移植普及街頭キャンペーン
世界ライオンズ奉仕デー　環境保全清掃活動
「小鳥の巣箱」清掃奉仕活動　２箇所
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
LCIF＄１０００献金、LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
使用済み切手　7325枚送付
LCIF＄20献金
献血推進活動
    
LCIF＄20献金
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
スポーツ少年団助成金拠出
献血推進活動
LCIF＄20献金
ガールスカウト団と植樹活動
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
福祉チャリティショー後援
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
LCIF＄20献金
LCIF＄１０００献金
使用済み切手　4000枚送付
二戸市社会福祉大会
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
ひかりの箱募金
LCIF＄20献金
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
LCIF＄１０００献金、LCIF＄20献金
歳末たすけあいチャリティ芸能大会協力
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー

第３５回少年剣道親善大会
「こぶし苑」での交流昼食会
献血推進活動
リトルシニア卒団式
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
LCIF＄20献金
知的障害者「けやき学園」支援活動
ひかりの箱募金
LCIF＄20献金
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
薬物乱用防止講座
チャリティゴルフコンペ　（事業資金獲得）
LCIF＄20献金
LCIFチャリティゴルフコンペ　開催協力
第35回少年剣道親善大会
LCIF＄20献金
薬物乱用防止教室
LCIF＄20献金
東日本大震災復興支援　かき小屋で家族例会
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
ひかりの箱募金
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
矢巾町秋まつり「チャリティバザー」売り上げを社会福祉協議会へ贈呈
    
資源回収リサイクル活動
総合運動公園入口花壇整備

盛岡LC

盛岡南LC

滝沢LC

岩手LC

葛巻LC

二戸LC

西根LC

紫波LC

石鳥谷LC

大迫早池峰LC

花巻東LC

盛岡不来方LC

花巻LC

前沢ＬＣ

江刺岩手ＬＣ

金ケ崎ＬＣ

花泉ＬＣ

一関ＬＣ

北上ＬＣ

北上国見ＬＣ

江釣子ＬＣ

水沢ＬＣ

水沢中央ＬＣ

胆沢岩手ＬＣ

平泉LC

一関中央ＬＣ

一関厳美渓LC

千厩LC

5日
21日
21日
23日
29日

10月19日
13、19日

16日
16日
16日
23日

5、23日
13日
13日
21日
30日
3日

4、13日
6日
9日
11日
15日
27日

4日
17日
21日
1、3日
20日
3日
4日
18日
19日
1日

8、13日
17日
21日
21日
1日
4日
10日
10日
10日
30日

3日
29日
1日
7日
13日
3日
20日
27日
30日

10、11日
18日
18日
25日
31日
13日

14日
15日
21日

10月26日
15日
21日
21日
23日
29日
9日
13日

献血推進活動　2箇所
LCIF＄20献金
伊奈かっぺいチャリティ・トークライブ
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
ひかりの箱募金
資源回収
資源回収
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
献血推進活動
東日本大震災復興支援　買い物バスツアー　
山田町社会福祉法人「親和会」支援金贈呈
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
江釣子中学校吹奏楽部へ楽器購入費用贈呈
東日本大震災復興支援　買い物ツアー・カキ食べ放題
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
LCIF＄１０００献金
献血推進活動
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金

献血推進活動
「水沢フラワーロード」全体作業
LCIF＄20献金
江刺警察署長杯さわやか少年野球大会
えさし声の広報へ寄付
福祉の里まつりに協力
奥州前沢マラソン
献血推進活動
LCIF＄１０００献金、LCIF＄20献金
LCIF＄１０００献金
薬物乱用防止講演会
「水沢フラワーロード」全体作業
ひかりの箱募金
LCIF＄20献金
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
金ケ崎町一周駅伝競走大会、女子駅伝大会　協賛
献血推進活動
東日本大震災被災地食材買って、食べて支援
金ケ崎町社会福祉大会
ひかりの箱募金

一関地区柔道選手権大会
LCIF＄20献金
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
ひかりの箱募金
LCIF＄20献金
ライオンズ杯ソフトボール大会
ライオンズの森管理作業
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
一関中央LC旗杯「一関地方中学校新人サッカー大会」
月一労力奉仕　清掃活動
特別老人ホーム「福光園」慰問
献血推進活動
ひかりの箱募金
巣箱のかけ替え

陸前高田市に義援金を寄付
千厩町内公衆トイレ清掃奉仕
LCIF＄20献金
大船渡屋台村支援事業
大東町PTA「親子あいさつ標語」支援
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
ほのぼの寄席
稲垣勉コンサートへの協力・支援
稲垣勉コンサートへの協力・支援
LCIF＄１０００献金、LCIF＄20献金

November   Ac t i v i t y

盛岡中津川LC

盛岡観武LC

玉山姫神LC

安代LC

東和猿ヶ石LC

矢巾LC

和賀ＬＣ

大東岩手LC

北上LC
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11月　新入会員一覧

盛岡LC

北上LC
陸中宮古LC

陸中山田LC

安代LC

東和猿ケ石LC

菅 原 雅 之
山 田 勇 一
山 本 昭 人
可児 あさみ
高 橋 利 幸
齊 藤 り え
伊 藤 邦 夫
阿 部 吉 衛
木 村 ト シ

11月　LCIF1000ドル献金者
クラブ名 回数

9
1
11
1
2
1
28
1
1
1

会員氏名
宮 田 　 謙
喜 多 正 敏
天 日 常 光
北 舘 孝 雄
髙 橋 久 一
伊 藤 正 次
藤 　 栄 雄
小 川 隆 司
千 葉 博 之
岩 渕 一 司

盛岡LC
滝沢LC
二戸LC
安代LC
江釣子LC
前沢LC
水沢中央LC
東山LC
藤沢岩手LC
室根LC

会員動向

クラブ名 会員名（新入／再入／転入）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

故 L.中島 ナミ（陸中宮古LC）
享年63歳

2012年4月入会（家族会員）11月20日逝去

故 L.上田 正衛故 L.上田 正衛
（花巻LC）享年87歳享年87歳

1962年8月入会
11月3日逝去
1962年8月入会
11月3日逝去

故 LS.遠藤 文子故 LS.遠藤 文子
（西根LS）享年63歳享年63歳

2003年4月入会
11月18日逝去
2003年4月入会
11月18日逝去

12～19日
16日
29日
27日

17・18・25日

21日
22日
23日

7・11日
15日
15日

17～18日
27日

14日

7日
15日

10日

大熊手奉納祭につかう千羽鶴製作
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
使用済み切手　1200枚送付
歳末助け合い芸能祭
    
LL奉仕活動
復興支援バスツアー同行　（安代、葛巻）
復興支援バスツアー同行　（和賀、北上）
リサイクル品の回収
LCIF＄20献金
ひかりの箱募金
釜石リアスLC杯釜石地域中学校バスケットボール
使用済み切手　1000枚送付

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
LCIF＄20献金

「ひかりの箱」街頭募金活動

久慈LC

東山LC

藤沢岩手LC

室根LC

大船渡LC

住田LC

宮古岩手LC

田老LC
陸中宮古LC

陸中宮古LC

田野畑LC
岩泉龍泉洞LC

釜石LC

遠野LC

大槌LC
陸中山田LC

　盛岡LEO
早池峰LEO
石鳥谷LEO
北上LEO
一関二高LEO
釜石LEO

川崎岩手LC

陸前高田LC

大船渡五葉LC

13日
14日

15、16日
21日

10月18日
30日
11日
14日

26、27日

27日
27日
27日
5日
12日
4日
22日
30日

17日
11日
16日
21日
23日

7、14、21、28日

ひかりの箱募金
薬物乱用防止セミナー
献血推進活動　3箇所
LCIF＄１０００献金、LCIF＄20献金
直接献血
東磐井カップ小学生卓球大会支援
献血推進活動
ライオンズの森整備
LCIF＄１０００献金、LCIF＄20献金
    
末崎中学校に支援
ひかりの箱募金
大船渡商工会議所　優良従業員表彰協賛
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
少年の主張大会
住田町社会福祉協議会、「すみた荘」へ高齢者福祉活動費を助成
大船渡商工会議所　優良従業員表彰協賛
ひかりの箱募金

宮古市社会福祉大会
東日本大震災を後世に伝えるモニュメント建立の会
久慈市社会福祉大会
LCIF＄20献金
少年防犯ふれあい綱引き大会　協賛

レディの会　奉仕活動

釜石リアスLC

西根LS

田老LC
陸中宮古LC 7、7714、21、28日 レディの会　奉仕活

「龍声」 L.千葉 龍二郎
地区ガバナー

L
地

　東日本大震災から一年九ヶ月が過

ぎました。被災地の方々の日常生活

や就労などを思う時に、一日も早い

復旧･復興を願って毎日を過ごして

おります。又被災地支援として買い

物バスツアーを実施していますが、

参加していただいた皆様に感謝申し

上げます。私の手元には、常時「復興

支援アクティビティ」の申請書がZCP

より届けられております。L.佐藤英耕

地区アラート復興支援委員長と内容

(金額)を精査し要請を複合・日本復旧

支援本部そしてLCIF国際財団に申請

している所です。

会会

二郎L.千葉 龍
地区ガバナー

が過

生活

早早い

して

買い

すが、

申し

復興

ZCP

英耕

内容

復旧

申請

　今年の冬も年の瀬を迎え又寒さが

厳しくなって一層大変な時と思いま

すが、被災地の皆様方には尚一層の

ご努力をお願い致します。キャビ

ネットとしてもご支援して参りま

す。

　師走のイベント等沢山あります

が、私も楽しみにしている一つに一

年の世相を表す「今年の漢字」に「金」

が選ばれました。

　ロンドン五輪での日本選手の金メ

ダルや、山中伸弥京都大学教授の

ノーベル賞受賞などの金字塔が「不

況の国民の心を明るくした」「来年は

向向会員動会員動向向

さが

いま

層の

ャビ

りま

ます

に一

「金」

金メ

授の

が「不

年は

金のように明るい未来を願って」な

どの声が寄せられました。皆さんは

どの漢字を思いつきましたか？輝く

未来。願う「金」誰もがホッとした事

と思いました。

　さて今年も終わろうとしていま

す。国内外を問わず混迷の一年でし

た。そして来年一年の平和を願い、第

25回ライオンズ国際平和ポスターコ

ンテスト332-B地区入賞作品2013年

カレンダーを作成しました。子供達

の作品を毎日ご覧いただき「奉仕の

世界」と「We Serve」でいい年になる

様願います。

雑感雑感

訃 報
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国際平和ポスターコンテスト

江釣子LC

11月のアクティビティ

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

発行　2012年12月25日

発　行　人：
広報委員長：
副 委 員 長：
広 報 委 員：

デ ザ イ ン：
印　　　刷：
編集事務局：

L.千葉龍二郎
L.久慈勝範
L.平澤真樹
L.岩渕正義、L.高橋晋、L.高橋テルミ
L.千田郁夫、L.佐々木利幸
有限会社  アドスタッフ
株式会社  正和印刷所
〒023-0818　奥州市水沢区東町4番地
ダイコー壱番館水沢商工会館ビル3F
TEL（0197）23-6516　FAX（0197）23-3176

広報委員会

表紙の説明 ： 正法寺
奥州市水沢区黒石町にある曹洞宗の寺院。山号は大梅拈華山（だいばいねんげざ
ん）。本尊は如意輪観音。1990年（平成2年）9月11日には、本堂などが国の重要
文化財に指定された。曹洞宗三本山の一つで、今でも修行僧が厳しい修行を行って
いる。1348年(貞和4年)、東北地方初の曹洞宗寺院として、無底良韶(むていりょう
しょう)が開いた。

　師走も残すところ早半月あまり。今年度332-B地区広報
誌「ライオンいわて」の編集に携わってようやく半分の位置
まで到達しつつあります。
　毎月毎月各クラブの行事に注意を払い、役に立ち、読んで
面白い紙面構成にしようと頑張っております。特に今年度は
行事が終了しましたら出来るだけ早くクラブ会員の皆様の
もとへご報告するという方針ですので、編集締め切りギリギ
リまで紙面構成が動いております。そういうわけで例年にな
くクラブに届くのが遅いと感じるかも知れません。
　また、各地から毎月送られてくるACTの写真や新聞掲載
も紙面の都合で掲載できないことも多くあり、各クラブの皆
様には大変失礼しております。
　何はともあれ残り半年。会員の皆様の応援なしでは「ライ
オンいわて」も発行できません。どうか332-B地区内の広
報誌として大いに活用していただき、充実したラインズクラ
ブ運営の一助となる広報誌づくりとなるよう応援していた
だきたいと思います。

国際平和ポスターコンテスト

西根LC

釜石リアスLC杯

釜石リアスLC

献血推進活動

水沢LC

公衆トイレ清掃奉仕

千厩LC

まごころ献血

北上国見LC

献血推進活動

花巻LC

アイバンク運動

盛岡レオ

ライオンズの森作業

室根LC

ガールスカウト団と植樹活動

葛巻LC

薬物乱用防止セミナー

東山LC

復興支援ツアー

安代LC

花壇手入れ

北上LC

薬物乱用防止講演会

水沢中央LC

復興支援ツアー

和賀LC

国際平和ポスターコンテスト

紫波LC

広報委員長　L.久慈勝範


