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ハンブルグ国際大会

第96回 ライオンズクラブ国際協会

2013年７月５日㈮～７月９日㈫
ハンブルグ国際大会

　第 96回ライオンズクラブ・ハンブルグ
国際大会が７月５日㈮から７月９日㈫まで
の５日間の日程でドイツ北の港湾都市ハン
ブルグで開催され、７月６日㈯にはイン
ターナショナル・パレード、７月７日㈰に
は開会式が行われました。
　332-B 地区からは 40名の L、LLが佐々
木賢治ガバナーの誕生の瞬間に立ち会うべ
く７月９日㈫の閉会式から参加しました。
　７月号では行事前半として、国際大会の
様子と国際第二副会長選出の代議員の資格
審査と投票の様子、そして山田国際第二副
会長当選の喜びの結果をお伝えしました。
　８月号では、行事後半として、７月 10
日㈬から７月 12日㈮までの３日間の感動
的なライン川下りとドイツ・ロマンチック
街道の旅を国際大会参加委員長 L. 及川誠
（大東岩手 LC）のお嬢さんの千春さんのレ
ポートでお伝えします。

【 参 加 者 名 簿】
クラブ名 氏　　名 クラブ名 氏　　名
水沢 LC L.  千葉龍二郎 和賀 LC L. 田村　浩美
水沢 LC L.  千葉フミ子 大船渡五葉LC L. 磯谷　憲一
東山 LC L.  佐々木賢治 釜石 LC L. 種市　一二
東山 LC L.  佐々木京子 釜石 LC L. 種市　圭子
東山 LC L.  鈴木　正敏 釜石 LC L. 田端　一行
東山 LC L.  髙橋　政智 釜石 LC L. 大和田助康
東山 LC L.  佐藤　久耕 釜石 LC L. 大和田忠子
東山 LC L.  小川　隆司 釜石リアスLC L. 平野　 子
東山 LC L.  菅原　　晋 釜石リアスLC 平野千穂子
東山 LC L.  菅原とみ子 陸中宮古 LC L. 横道　廣吉
和賀 LC L.  髙橋　晴彦 滝沢 LC L. 篠木　　清
和賀 LC L.  髙橋　淳子 滝沢 LC L. 中村さと美
和賀 LC L.  髙橋　　寛 千厩 LC L. 菅原　正行
和賀 LC LL. 髙橋　麗子 千厩 LC L. 小野寺　守
和賀 LC L.  佐藤　久幸 大東岩手 LC L. 及川　　誠
和賀 LC LL. 佐藤美保子 大東岩手 LC 及川　千春
和賀 LC L.  髙橋　伸夫 大東岩手 LC L. 岩渕　道良
和賀 LC L.  髙橋　敦子 大東岩手 LC L. 岩渕　富子
和賀 LC L.  髙橋　信行 藤沢岩手 LC L. 千葉　博之
和賀 LC L.  髙橋　節子 藤沢岩手 LC L. 玉澤　　肇

佐々木ガバナー夫妻、バリーＪ . パーマー国際会長ご夫妻と記念撮影



　ライオンズの世界大会閉会式
に、母に代わって参加させて頂い
たのですが、正直衝撃的でした。
　特に国際会長のスピーチはと
ても心に残っています。自分の事
で精一杯、お金はあっても器は
小さい人間が多い世の中に、こ
んなにも前向きに人類の事、世
界の事、地球の事を考えられる

人が実在し、しかもご高齢になっ
た今も前向きに夢に向かって前
進しているなんて。感動を覚えま
した。上に立つ人間というものは
こうあるべきだと確信しました。
　ライオンズという団体がどう
いう活動をしているのか、この
旅の中で知り得る事が出来、と
ても有意義な時間を過ごす事が
出来ました。
　国際会長と同じ志を是非もっ
とたくさんの人に持っていただき
たいものです。はたして会場に来
ていた何人の人がこのスピーチ
を真剣に聞き自分の今後の活動
に生かそうと努めていたでしょう
か？多少の疑問は残りますが。

　そしてドイツと言えばビール
とお肉！有名なレストランでの
食事。日照時間が日本よりも長
く、飲んでも飲んでも夜はなか
なか更けません。

　ドイツバイエルン州南部、
ヴィース村のキリスト像が涙を
流したという奇跡から、その像
を祀るために 1745 年に建てら
れたヴィースの巡礼教会。
　広い牧草地のようなところにポ
ツンとある教会で、現在もミサが
行われ、私たちが到着した時も

牧師さんのお説教の最中でした。
設計はロココ芸術の頂点を極め
たドミニクス・ツィンマーマンとヨ
ハン・バプティスト。ツィンマーマ
ンは生涯最高の傑作になり、完
成後もこの教会から離れようとせ
ず、生涯をこの村で過ごしたとい
う。それが納得できるくらいの、

素晴らしい出来の天井フレスコ
画でした。
　添乗員さんが、スケジュール
に入っていない教会見学を急遽
企画。今回の旅行で一番印象
に残る建物でした。外観はとて
も素朴で、内装の豪華さは想像
しがたいのですが、一足入って
ビックリ！日本にはないスケール
の大きさを感じさせられました。
　教会や市庁舎、大学やお城な
ど、その他にも素敵な建築物を
たくさん街の至る所に見る事が
出来ました。

ドイツ旅行を経てドイツ旅行を経て 及　川　千　春
（大東岩手 LC　L. 及川誠さんのお嬢さん）

第第9696回国際大会旅行記回国際大会旅行記

世界遺産　ヴィース教会

心と胃袋を満たす経験と食
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　梅雨明け直前の 2013 年７月
22 日㈪の昼下がり、役員 60
名は清流・砂鉄川のほとり、げ
いびレストハウスに勢揃いし
た。
　前現のガバナーを中心として
出席のライオンは結束を確認し
合い、キャビネットは佐々木賢
治ガバナーと共に鈴木正敏幹事
と髙橋政智会計ががっちりとス
クラムを組んで発足した。キャ
ビネットを支える面々は英知に
優れ行動力のある人たち。議案
審議は活動資金の承認を得て
332-B 地区の運営は活発化する
こととなった。
　特記すべき点は第４号議案で
の東日本大震災による「被災ク
ラブ」10 の地域を今年度も認
定し支援を続けることとしたこ
と。大船渡、陸前高田、大船渡
五葉、宮古岩手、陸中宮古、田
野畑、釜石、釜石リアス、大槌、

陸中山田の各クラブの日常の奮
励を見守っていく。
　キャビネット会議は前ガバナー
L.千葉龍二郎（水沢 LC　現地
区名誉顧問会議長）と現ガバ
ナー L. 佐々木賢治（東山 LC）
との協力関係の継続が確約され
た。会議は案件を吟味しつつ、
活発な質疑応答を経て全ての議
案が承認されたことを報告する。
　東山町は日本百景のひとつの

観光地とは言え、岩手県南の一
角。日本一広い岩手県の各地か
ら参加された方々の情熱と奉仕
の心の豊かさには改めて敬服し
たのであった。
　レポートした私たち「ライオ
ンいわて」の編集委員会も鋭意
努力し皆さんの役に立つよう頑
張ることを約束します。第１号
議案から第 10 号議案は慎重審
議の上、全会一致で承認された。

2013～2014 ライオンズクラブ国際協会 332-B 地区
第１回キャビネット会議
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キャビネット会議風景

委嘱状交付式

議　案　審　議

第１号議案 前年度地区ガバナー、キャビネット幹事、キャ
ビネット会計に対する感謝決議について

第２号議案 第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー並
びにゾーンチェアパーソンの活動費について

第３号議案 旅費規程（案）及び慶弔規程（案）について
第４号議案 東日本大震災332-B 地区被災クラブについて
第５号議案 東日本大震災 332-B 地区被災クラブ地区会

費・複合会費等負担について
第６号議案 地区会計予算（案）について
第７号議案 会計監査委員の承認について
第８号議案 取引銀行の承認について
第９号議案 アワードに関する地区ガバナーの方針について
第10号議案 国際大会及びアジアフォーラム参加促進について

行事レポート

報告：編集委員会副委員長　L. 藤沢　誠（藤沢岩手 LC）



　今年度の332-B 地区、夏期 YCE
生リータ・モイシオさん（フィンランド）
の受け入れに伴い、７月20日㈯げい
びレストハウス（一関市東山町）に於
いて「ガバナー表敬訪問」並びに「歓
迎会」がキャビネット役員・ホストファ
ミリー及び受け入れクラブ会長等関係
者多数の出席のもと開催された。
　佐々木賢治ガバナーの歓迎の言葉
や記念品の贈呈をはじめ、受入クラ
ブである大船渡 LC・東山 LC・室根
LCの各クラブ会長やホストファミリー
の方々からの挨拶・報告が行われた。
　会場は、初めて訪れる異国の地で
の不安を少しでも和らげようという気
遣いと思いやりの心に溢れていた。
　表敬訪問終了後、第二ホストファミ
リーへの引継式が行われ、日常の暮
し方や食事等について入念に情報交
換が行われた。

夏期YCE来日生 リータさん ガバナー表敬訪問
報告：ライオンいわて編集委員　L. 小岩　文雄（室根 LC）

332-B地区　2012～ 2013年度
夏期YCE来日生プロフィール・ホストファミリー名簿・スケジュール

来日生氏名
（ID） 性別 年齢 出身国 来日期間 スポンサークラブ

Reetta Moisio
（FNJ-5） 女性 17 フィンランド ７月10日㈬～

８月６日㈫　 LC Tuusula

ホストファミリー ホスト期間 所属クラブ

第１ L. 崎　山　　　実 ７月10日㈬～７月19日㈮ 大船渡 LC

第２ L. 佐　藤　幸　淑 ７月20日㈯～７月29日㈪ 東　山 LC

第３ L. 芳　賀　義　明 ７月30日㈫～８月６日㈫ 室　根 LC

Reetta Moisio さん

来日生リータさんについて引継ぎ
する大船渡 LC L. 崎山実
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　この度、機会を頂き東山ライ
オンズクラブとして YCE 生の
ホストファミリーを引き受ける
こととなりました。
　実は、海外留学生を受け入れ
るのは今回で 2 回目の経験で
す。また、偶然ですが前回と同
じフィンランドからの YCE 生
だということも、不思議な巡り
合わせを感じました。
　僕の家族には 3人の娘が居る
のですが、YCE生が来るまでは

不安そうにしていましたが、いざ
本人と逢うと直ぐに打ち解けた
みたいで安心しました。中でも7
歳の三女は会話さえ通じないも
ののずっと側で遊んでいたことが
印象的で、子供たちもふれあう
ことで新しい何かを掴んで貰えた
と思っています。
　また、今回来て頂いた YCE
生に関しては、自分の意思を
しっかり持っており、且つ生き
物が大好きな優しい心に共感が

持てました。更には、他人に対
しての気遣いや心遣いも垣間見
え、ホストファミリーとして本
当に過ごし易かったです。
　おかげ様で、僕たちファミリー
も素晴らしい時間を共有出来た
ことを大変嬉しく思っております。
　最後に、東山ライオンズクラブ
をはじめ、たくさんの方々のご協
力を賜り心より感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

　室根では 7月 30日～ 8月 5
日の間のホームステイでした。我
が家には高校生の娘が 2人いま
す。ホームステイ中に娘の学校の
体験入学があり、市内の中学生
に加わりリータさんも参加させて
頂きました。書道の授業や箏曲

部の活動に参加し箏の演奏に挑
戦したり、茶道部、剣道部の部
活動を見学し楽しんでいました。
体験入学を通して日本の文化に
ふれあうことができ、いい経験
になったと思います。
　リータさんは写真を撮るのが
好きで日本に来て神社の写真を
好んで撮っていました。室根山
麓にある室根神社に行った際も
三十三観音や神社の境内など
たくさんの写真を撮っていまし
た。又、動物が大好きなリータ

さんは室根高原牧場に行った時
には馬にエサを与え楽しんでいま
した。他には夜、花火をしたり、
娘の友達と流しそうめんをし交流
を深めている様子が見受けられ
ました。又、ホームステイ最終日
はリータさんの誕生日だったので
誕生会をして楽しみました。
　我が家の者は簡単な英語し
か話せず会話が出来ないことも
多 あ々りましたが、言葉は話せな
くても心が通じて一緒に楽しい時
間を過ごす事ができ、互いにす
ばらしい時間を共有出来たと思
います。またお会いすることを楽
しみにしたいと思います。

　7 月 10 日 午 前 10 時 に 日
本に到着した来日生（Reetta 
Moisio）を10日間我が家がホー
ムステイ先となり、お陰様でフィ
ンランドについて見聞を広げるこ
とが出来ました。

Reetta Moisio はベジタリアン
　大船渡ライオンズクラブの
『大船渡屋台村』にメンバー 4
名で訪れた際、皆が最初に驚い

たのは、来日生がベジタリアン
のために食生活が違う点です。
普段、私達が日本人と接する中
ではベジタリアンの方にお会い
することは滅多にありません。
肉や魚介に由来する食品が入っ
たものは全て食べられませんで
した。ライオンメンバーの皆様
は配慮して下さり、メニューに
融通の利くお好み焼き屋で食事
をとりました。

来日前の日本人のイメージは
礼儀正しいこと、シャイなこと
　実際に見てどう思うか尋ねてみ
たところ、予想通りとても礼儀正
しいのが素晴らしい、そして思っ
たより皆さんがフレンドリーで親
しみやすいと言ってました。

今回もフィンランドからのYCE生
 不思議なめぐり合わせ　
 東山ＬＣ　L. 佐　藤　幸　淑　

言葉は話せなくても心が通じた
 室根ＬＣ　L. 芳　賀　義　明　

見聞を広げた10日間
 大船渡ＬＣ　L. 崎　山　　　実　

ホストファミリーの声
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　８月１日㈭、一関市大東町
の大東ふるさと分校にて室根
LCによるYCE生リータさん
の歓迎会が行われました。
　室根 LC の L. 千葉繁美会
長の歓迎のあいさつから始ま
り、リータさんからは温かい
歓迎に対し、お礼の言葉が返
されました。
　ベジタリアンだというリー

　お互い言葉が通じない中で
したが、終始和やかな雰囲気
で会は閉じられました。

タさんの為に、この日
は野菜や豆腐などを
中心に作られた特別
メニューでおもてなし
をしました。珍しい料
理にリータさんも興味
津々の様子でした。
　また、食事の後は施設内のお
風呂に入り、疲れを癒していた
ようです。

　YCE 複 合地区サマー
キャンプは、７月 26 日㈮
から28日㈰までの３日間、
YCE 生７名と各地区 YCE
関係者、複合地区役員及び
通訳・学生ボランティアな
どおよそ 70 名が一堂に会
し、宮城蔵王を会場に行わ
れた。
　１日目は仙台東部の東日
本大震災の被災地を視察、
夜は蔵王自然の家でキャン
プファイアーを楽しんだ。
２日目はこけしの絵付け体
験、災害についてのミー
ティング、夜は晩餐会。３
日目は「YCE 生からの提
言」の発表、記念撮影の
後、３日間を無事終了解散
した。

報告：地区YCE委員長　L. 小野寺規夫（室根 LC）

332複合地区  YCEサマーキャンプ 平成25年７月26日㈮～28日㈰
宮城県蔵王町

7月26日  蔵王自然の家キャンプファイヤー
（このころ一関市では記録的な豪雨でした。ホームステイ
先の東山町 L.佐藤宅は床上浸水にみまわれました。）

7月27日 ＹＣＥ生ミーティング（災害について）

7月28日  ＹＣＥ生からの提言（まとめの発表）

7月28日  仙台駅で（お世話になった方々）

7月27日  みやぎ蔵王こけし館
（こけしの絵付け体験）
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野菜中心の特別メニューホストファミリーの芳賀さんとL.千葉繁美会長 歓迎の言葉 リータさん

室根室根LC YCELC YCE生歓迎会生歓迎会
平成25年８月１日㈭ 午後６時　大東ふるさと分校

行事レポート



　田野畑ライオンズクラブ主催
の本年度初めての公募型ワーク
ショップを、田野畑村立田野畑
中学校多目的ホールを会場に、
関向校長先生をはじめ先生方及
び田野畑小学校の先生方等17
名の参加のもと開催されました。
　講師は、ライオンズクエスト
認定講師篠田康人先生、全国各
地で講師を務めるなど経験豊富
で指導力・指導技術とも優れた
先生で、初めに受講生同志の心
と雰囲気を高めるエネザイザー
という活動から始まり、童心に

帰って楽しい一時を共有し、研
修を進めました。
　子供たちが人間性豊かで、ど
んな困難場面でも多様な考え方
ができ、判断し能動的に行動す
ることができる健康的な人間に
育てる具体的指導について、そ
れぞれが役割分担しながら学び
合いました。
　特にも模擬授業では、小学校
は「二つの大国」「何かをあげ
て大きくなろう」、中学校は「意
思決定」「谷底から頂上へ」を
主題に、グループ毎に授業計画

や紙板書を作成し行いました。
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
授業展開にとまどいながらも、
どのグループも心に響くすばら
しい授業でした。
　受講後の感想文には、「子供
を育てる視点が広がり、すぐに
でも実践して子供の成長を見た
い。」とか「実り多い充実した
研修会であった。自分の実践を
持ち寄りまた研修会に参加した
い。」などの感想が寄せられま
した。

8 ライオンいわて８月号

IWATE

ライオンズクエスト

田野畑ライオンズクラブ公募型ワークショップを開催
 平成25年７月29日㈪～30日㈫　田野畑村立田野畑中学校
 報告：地区ライオンズクエスト委員長　L.菅原　文男（東山LC）

グループ討議　熱心に討議「さあ、どうしよう」

グループで授業実践の資料を検討中 授業実践　小学校３年生「何かを
あげて大きくなろう」の授業風景

授業風景　全員で提示資料の検討

ライオンズクエスト



地区ガバナー・クラブ三役
懇談会
　各クラブから回答をいただいた
「質疑要望事項」を中心に懇談
した。時間の関係で次の２点を
中心に意見や質疑をした。１つ
めは「家族会員の在り方」につい
て中・長期的展望で意見交換を
した。２つめは「地域のニーズを
キャッチする方向性」について具
体的な意見を出し合った。

７ＬＣ合同・
ガバナー公式訪問
　７クラブ合同ガバナー公式訪
問では、136名の出席の下、L.川
村勇司の司会進行で厳粛な雰囲
気の中会が進行した。佐々木賢
治ガバナーは挨拶の中で「クラ
ブの活性化」「地域ニーズの把
握「年次大会への家族会員の参
加体制」「第 96 回国際大会で

の認証式」等について説明をさ
れた。私からは「報告と連絡事
項」について、髙橋会計からも
「会計報告」があった。また、
地区（常任）名誉顧問さんが３
名も出席して、公式訪問に花を
添えた。

昼食会

　ガバナー公式訪問会場で、地
区名誉顧問のL. 黒澤康男の乾
盃で食事会が始まった。約 20
分ほどして会を再開して、午後１
時 30 分過ぎに一切を終了した。

9ライオンいわて８月号

IWATE

ガバナー公式訪問

開会行事でガバナーを紹介するZCの L. 松田恭一

公式訪問の挨拶 各クラブ会長への記念品とバナーの贈呈

□訪問日：７月29日㈪　　□会場：盛岡グランドホテル

１Ｒ１Ｚ 盛岡LC　盛岡不来方LC　盛岡中津川LC
盛岡観武LC　盛岡南LC　滝沢LC　玉山姫神LC

報告：キャビネット幹事　L. 鈴木　正敏（東山 LC）

ガバナー公式訪問

　佐々木賢治ガバナーの公式訪問が 7月 29日㈪の 1R1Z（昼）、１R2Z（夜）を皮切りに 8月 31日㈯
の４R1Zまで 10会場で開催されます。キャビネット 3役が直接訪問し、一般クラブ員と親しく会話
をし、今年度の方針、目標についての理解を深める絶好の機会であります。
　8月号では 8月 7日㈬の５R２Zまで前半の 5地区の公式訪問の様子をお伝えします。公式訪問の
後半 5地区については 9月号でお伝えします。



地区ガバナー・クラブ三役
懇談会
　各クラブから回答をいただい
た「質疑要望事項」を中心に懇
談した。クラブの活性化と会員
の維持増強について具体的な意
見交換をした。佐々木賢治ガバ
ナーからは、若い人の加入は嬉
しいがＬＣに魅力が無くて辞め
ないか心配であること、ＬＣの
各種セミナーは企業にとっても
役立つことが多々あることにつ
いてお話があった。

５クラブ合同・
ガバナー公式訪問
　５クラブ合同ガバナー公式訪
問では、67名の出席の下、L. 種
市郁雄の司会で公式訪問が進行
した。佐々木賢治ガバナーは挨
拶の中で「人・人材・仲間を大
事にしたいこと」「クラブの活
性化・家族会員の再認識」「年
次大会への家族会員の参加体

制」について力説された。私か
ら「復興支援の在り方」「各ク
ラブ４名の会員増強」「青少年
健全育成事業の協力」について
の要望をした。髙橋会計からは
「今期の会費納金額について」
「ＬＣ・ＰＲチラシについて」
詳しく説明があり、有意義な懇
談会を閉じた。

懇親会

　懇親会は、L. 種市郁雄の司
会で進行した。
　地区名誉顧問の L. 天日常光
の挨拶で始まり、第一副地区ガ
バナー L. 吉田昭夫の乾盃で有
意義な懇談をすることができ
た。

10 ライオンいわて８月号

IWATE

記念品を頂き、感謝のロアー また会う日までを合唱

□７月29日㈪　　□会場：ホテル安比グランド

１Ｒ２Ｚ 岩手LC　二戸LC　西根LC　安代LC　西根LS

報告：キャビネット幹事　L. 鈴木　正敏（東山 LC）

ガバナー公式訪問



「宮沢賢治とライオンズの精神」
世界全体が幸福にならないかぎりは
個人の幸福はありえない
　8月 2日㈮大迫ふるさとセン
ターに於いて、２Ｒ１Ｚガバ
ナー公式訪問並びに７クラブ合
同例会が開催された。
　公式訪問に先立つクラブ三役
懇談会に於いては、各クラブの
実情や東山キャビネットとの意
見交換が行われ認識の共有化が
図られた。
　公式訪問に於いてもガバナー
の思いや、L. 鈴木正敏の幹事
報告・L. 髙橋政智より年度予
算等が報告された。

イノベーション・時代・
地域ニーズに！
　特に、今年度の取組課題であ
る、◎２年４カ月経過した中で
の復興支援への取組（被災者へ
の「心の寄り添い方」等）、◎

家族会員の認識をあらたに（一
番身近な理解者である家族会員
に対する敬意を！）、◎クラブ
運営・アクティビティの活性化
に向けて（現三役の取組方、次
期三役・次々期三役の方針等、
現状分析を入念に行い時代・地
域ニーズに融合した各年度の計
画・実行を！）等々、ガバナー
の思いが語られた。

戴帽式に熱い拍手！
早くもゾーン内５名の新入会員が加入
（花巻東ＬＣ３名・石鳥谷ＬＣ１名・大迫・早池峰ＬＣ１名）

　今年度早くもゾーン内５名
（３名出席）の新たな仲間に対
し、ガバナーよりライオン帽が
戴帽され、誓いの言葉を声高ら
かに述べた。
　ガバナーは、新たな仲間の加
入に対し「最も勇気付けられる
事であり、より責任の重さを痛
感している」と心境を語った。

若い人の加入を多く！
未来を見据え
　新入会員の一人は、亡き父が
ライオンズ会員であり、亡く
なって 10 年を経た今を節目と
して加入した。今後のライオン
ズへ望む事はとの問いに「もっ
と多くの若い人の加入が欲し
い、父の世代の会員がほとんど」
と「未来に向けた取り組みに力
を」と明るく語った。

11ライオンいわて８月号

IWATE

新入会員の戴帽式

□８月２日㈮　　□会場：大迫ふるさとセンター

２Ｒ１Ｚ 花巻LC　紫波LC　石鳥谷LC　大迫早池峰LC
花巻東LC　東和猿ヶ石LC　矢巾LC

報告：ライオンいわて編集委員　L. 小岩　文雄（室根 LC）

ガバナー公式訪問

インタビュー



皆さんが活動しやすいように
応援するのがキャビネットの仕事
　8月６日㈫ホテル沢田屋（宮
古）に於いて、５Ｒ１Ｚガバナー
公式訪問並びに５クラブ合同例
会が広域的地理条件の中開催さ
れた。
　公式訪問に先立つガバナー・
クラブ三役懇談会に於いては、
各クラブの実情や東山キャビ
ネットとの意見交換が行われ、
認識の共有化が図られた。
　とりわけ、復興支援の取組に
ついては時間の経過と共に、被
災者・被災地のニーズや変化に
敏感に即応した「被災者・被災
地への心に寄添う支援」が話さ
れた。
　公式訪問に於いてもガバナー
の思いや、キャビネット幹事
L. 鈴木正敏の幹事報告・キャ
ビネット会計 L. 髙橋政智より
年度予算等が報告された。

ライオンズ支援に
感謝の言葉
　宮古市議会議員であり、ボラ
ンティア支援の L. 須賀原チエ
子は懇親会でスピーチをし、以
下のように語った。
　「震災により全てを失い、立
ち上がるにも仕事が無い状況の
中で小物を作って販売を始めた
が、ミシン等も流され、まして
や刺繍のできるミシンは高くて
購入できないでいる時、ライオ
ンズクラブの支援活動を聞き応
募し、50 万円相当のミシンの
寄贈を受け大変感謝している。」
「そのミシンを活用して子供た

ちへの支援と考え防災ずきんを
作って重茂小学校に寄贈する等
大いに活躍している。」「今後は、
色々な製品を作って販売したい
と考えているので、ライオンズ
クラブ会員の方々のご利用をお
願いします。」

心のケアを重点に
支援を！心の交流も！
　「被災から２年４カ月、３度
目の夏を迎え、多くの支援を頂
き大変有りがたく感謝しており
ます。お陰さまで、物品等の支
援は十分とは言えないまでも足
りてきている。

　これからは心のケアを重点
に、特に震災の現状を多くの人
に知って頂き、忘れない事が重
要であり、ＹＣＥ生の交流のよ
うに海外だけではなく、国内で
の派遣・受入等の交流をライオ
ンズとして実施してはどうか、
特に子供さんや若い人に知って
ほしい。」
　又、「被災地にいると、被災
地以外に出ると別の世界へ行っ
たようでホットする気分にな
る」と本音もチラリ。

12 ライオンいわて８月号

IWATE
ガバナー公式訪問

□８月６日㈫　　□会場：宮古ホテル沢田屋

５Ｒ１Ｚ 宮古岩手LC　久慈LC　陸中宮古LC
田野畑LC　岩泉龍泉洞LC

報告：ライオンいわて編集委員　L. 小岩　文雄（室根 LC）

スピーチをするL. 須賀原チエ子

最後は踊りの輪を広げる

また会う日まで

インタビュー

インタビュー



被災状況はそれぞれ違う
思いを一つに
　8月７日㈬ホテルサンルート
に於いて、５Ｒ２Ｚガバナー公
式訪問並びに５クラブ合同例会
が開催された。
　公式訪問に先立つガバナー・
クラブ三役懇談会に於いては、
各クラブの実情や東山キャビ
ネットとの意見交換が行われ認
識の共有化が図られた。
　とりわけ、復興支援の取り組
みについては時間の経過と共
に、被災者・被災地のニーズの
変化や被災者の中でも状況が異
なる事や意識にも温度差がある
事から、より共通事項への取り
組み等協議を重ねる必要性が出
された。

我らライオンズファミリー
マンネりを打破し、クラブ活性化を
　特に、今年度の取組課題であ
る、◎ 2 年 4 カ月経過した中
での復興支援への取り組み（被
災者への「心の寄り添い方」等）、

◎家族会員の認識をあらたに
（一番身近な理解者である家族
会員に対する敬意を！）、◎ク
ラブ運営・アクティビティの
活性化に向けて（現三役の取
り組み方、次期三役・次々期
三役の方針等、現状分析を入
念に行い時代・地域ニーズに
融合した各年度の計画・実行
を！）等々、ガバナーの思い
が語られた。

活動を支える家族会員
（釜石 LC）
　釜石ＬＣでは、女性会員（家
族会員含み）の親睦・交流のた
め毎月１回の定例「お茶飲み
会」を開催し活力ある取り組み
を行っており、毎月ほぼ全員が
参加をしている。また、今日み
たいな会議・行事には率先して
参加しており、釜石ライオンズ
クラブにとって無くてはならな
い存在と自負している。
　「一緒に参加する事によって旦
那さんが何をしているかを見る事

によって、理解と応援が出来る。
老人福祉関係へのボランティア
等も行っており、有意義な活動
を行っている。」との頼もしい
釜石レディ。

会員同志でも
被災の状況が違う
　一言で「被災者支援」と言う
が、ライオンズクラブ会員の中
でも被災状況が大きく異なる。
と語る釜石リアスＬＣの会員の
方々。ある会員は、工場も全て
流され、家族、肉親が犠牲となっ
たと話し、ある会員は、高台に
在ったため被災を免れ、家族も
無事との事、時間が経過するに
つれその差は大きく、支援の在
り方もよりきめ細かなものでな
くてはならないと複雑な胸の内
を明かした。
　この声にどうこたえるか真剣
に考える時では。

13ライオンいわて８月号

IWATE
ガバナー公式訪問

□８月７日㈬　　□会場：ホテルサンルート

５Ｒ２Ｚ 釜石LC　釜石はまゆり支部　遠野LC
釜石リアスLC　大槌LC　陸中山田LC

報告：ライオンいわて編集委員　L. 小岩　文雄（室根 LC）

親しく声を掛けるガバナー

インタビュー

インタビュー



1R1Z
盛岡 LC 22 犯罪被害者等支援
盛岡不来方 LC 30 岩手県青年海外協力隊を育てる会へ賛助金
盛岡中津川LC 22 LCIF＄１０００献金
盛岡観武 LC 24 盛岡市月が丘小学校万灯祭

24 暴力団追放賛助金
盛岡南 LC 17 ひかりの箱募金
滝沢 LC 31 ひかりの箱募金
玉山姫神 LC 25 夏祭りへ協賛
1R2Z

岩手 LC
18 ライオンズの森草刈り作業
26 献血推進活動
30 岩手町献血推進協議会総会

二戸 LC 18 平和の鐘を鳴らそう！実行委員会
西根 LC 14 岩手山焼走りマラソン全国大会

16 清掃奉仕
安代 LC
2R1Z
花巻 LC 12 「わたしの主張」花巻大会へ協賛金

27 「わたぼうし祭」
紫波 LC 5 献血推進活動

26 少年非行等合同パトロール

石鳥谷 LC

６～７ サマーキャンプ in戸塚森
19 石鳥谷地域　社会を明るくする運動
21 石鳥谷 LC桜並木下地面草刈り清掃活動
24 山形県天童市の断水に対して飲料水支援
27 好地荘・松風園夏祭り

大迫早池峰 LC 14 梅園の草刈り

花巻東 LC
1、9、21、24、28、29 花巻宵宮祭りパトロール

28 清掃奉仕作業
25 LCIF＄1000 献金

東和猿ヶ石 LC 7 東日本大震災被災者支援　被災者をさくらんぼ狩りに招待
19 東日本大震災被災者支援　お茶会交流

矢巾 LC
6 「第32回矢巾町子ども会交流ドッチボール大会」支援
17 夏祭り会場周辺の草刈り作業

27～28 第 36回矢巾町少年野球大会
2R2Z

北上 LC

６月１日～30日 資源回収リサイクル活動
6月30日 北上市小学校体験発表会

4 献血推進活動
7 花壇の整備と清掃奉仕活動
17 北上レオクラブ活動支援金
19 LCIF＄1000 献金

27～28 北上市防犯少年少女球技大会
和賀 LC 22 献血推進活動　３箇所

27 少年少女防犯球技大会後援

北上国見 LC

6月30日 北上市小学校体験発表会　後援
7、18、27 献血推進活動　４箇所

14 早朝清掃奉仕
17 LCIF＄1000 献金

20～21 第２回本荘 LC旗小学生女子ソフトボール大会後援
27～28 北上市防犯少年少女球技大会

江釣子 LC
2 無人駅江釣子駅舎及び周辺の清掃
14 献血推進活動
27 少年少女防犯球技大会後援

3R1Z
水沢 LC 6 「交通安全広告塔」清掃作業

江刺岩手 LC
4 献血推進活動
18 清掃奉仕作業
22 江刺国際交流協会 えさし夢プラザ屋外テント
27 第42回東北地区サッカースポーツ少年団交流会東北大会出場支援

3R1Z
前沢 LC 21 献血推進活動

水沢中央 LC

2 駒形神社清掃・安全祈願
3 JR駅前広告塔の書き替え
18 奥州市市民憲章推進協議会
18 LCIF＄1000 献金
19 塩釜神社奉納みちのく少年剣道大会広告協賛
27 ふれあいの森・緑のボランティア

金ケ崎 LC 7 コーラスしらゆりコンサート支援
13 献血推進活動

胆沢岩手 LC 26 奥州市胆沢地区小学校水泳記録会、記念メダル贈呈
3R2Z
一関 LC
平泉 LC 18 第 63回社会を明るくする運動

18 LCIF＄1000 献金
花泉 LC 16 ライオン碑周辺清掃及びゴミ拾い

一関中央 LC

6 献血推進活動
19 レオクラブ合同ACT　一関駅構内に花プランター設置
21 月一労力奉仕
25 LCIF＄1000 献金　10名
26 特別養護施設夏祭り協力
19 花プランター売上（事業資金獲得）

一関厳美渓 LC 28 献血推進活動
4R1Z

千厩 LC
17 献血推進活動

26～28 「千厩ふるさと運動」後援事業
17 千厩まちづくり団体連合会

大東岩手 LC 13～15 第44回一関地方小学校女子ソフトボール大会支援・後援
東山 LC 30 YCE 生受け入れ助成金
藤沢岩手 LC
川崎岩手 LC 2 高齢者スポーツ大会

9 ライオンズ杯町民グランドゴルフ大会
室根 LC 27 室根孝養ハイツ夏祭り
4R2Z
大船渡 LC 10 大船渡市老連親睦交流大運動会運営協力
陸前高田 LC 14 ライオンズの森草刈清掃
住田 LC 19 ライオンの森刈払い
大船渡五葉 LC 9 大船渡市老連親睦交流大運動会運営協力
5R1Z

宮古岩手 LC 8 暴力団追放宮古地区県民会議総会出席

久慈 LC
25 久慈地区エネルギー協議会総会
26 久慈市献血推進協議会
27 久慈緑地公園災害復旧完了記念オープニングセレモニー

陸中宮古 LC 8 暴力追放宮古地区県民会議
17 レディーの会　奉仕活動

田野畑 LC 2 田野畑七夕交通安全支援協力
29～30 ライオンズクエストワークショップ開催

岩泉龍泉洞 LC 28 「夏の龍泉洞まつり」LCカッパちんどん
5R2Z
釜石 LC 17 第 385回 LL 奉仕活動
遠野 LC 3 障害者施設支援
釜石リアスLC 26 使用済み切手　1,000 枚送付
大槌 LC
陸中山田LC

ライオネスクラブ
西根 LS 14 岩手山焼走りマラソン大会ボランティア

レオクラブ
盛岡 LEO
早池峰LEO
石鳥谷LEO
北上 LEO
一関二高LEO 19 一ノ関駅構内に花プランター設置
釜石 LEO

のアクティビティ月7
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７月のアクティビティ



クラブ名 会員名（新入 /再入 /転入）
盛岡 LC 工　藤　敏　納
盛岡中津川 LC 上　原　充　郎
盛岡観武 LC 齊　藤　良　教

盛岡南 LC 芝　田　昭　博
吉　田　立　史

岩手 LC 鍋　倉　劭　造
西根 LC 岡　田　　　久
大迫早池峰 LC 佐々木　敬　尚

花巻東 LC

太田代　幸一郎
菅　原　洋　子
高　橋　　　勲
田　中　哲　明
筒　井　洋　子

北上 LC

山　内　春　雄
及　川　義　明
髙　橋　　　香
髙　橋　隆　宏
辻　　　太　一

北上国見 LC 安　部　浩　光
菊　池　良　広

クラブ名 会員名（新入 /再入 /転入）
江釣子 LC 菊　池　浩　芳

江刺岩手 LC 菊　地　博　明
今　野　みどり

水沢中央 LC 山　下　　　明

一関中央 LC 斎　藤　　　忍
山　田　幸　弘

千厩 LC 千　葉　正　行

東山LC 岩　渕　新　助
千　葉　拓　平

藤沢岩手 LC
阿　部　桃　紅
畠　山　敏　朗
畠　山　文　子

大船渡 LC 榊　田　弘　也
大船渡五葉 LC 熊　谷　昭　洋

陸中宮古 LC 須賀原　チエ子
横　道　修　子

岩泉龍泉洞 LC 佐　藤　鉄太郎
八重樫　龍　介

釜石リアスLC 佐々木　静　江
 （39 名）

クラブ名 会 員 名 回数
盛岡中津川LC 佐　藤　　　正 20
花巻東 LC 筒　井　　　學 2
北上 LC 中　村　好　雄 24
北上国見 LC 今　西　由　眞 17
水沢中央 LC 佐々木　敏　文 1
平泉 LC 鈴　木　穂嘉実 9

一関中央 LC

鈴　木　勝　則 2
芦　萱　敬　一 4
鈴　木　昇　吾 11
鈴　木　雅　彦 5
山　田　信　雄 21
蕎麦田　英　治 8
竹　本　裕　一 2
高　橋　恒　司 2
鈴　木　　　東 4
金　野　幸　造 4

会 員 動 向
７月　新入会員一覧 MJF＄1000献金者
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「獅子奮迅」

「獅子奮迅」は自身の応援歌
地区ガバナー　L. 佐々木　賢　治

　今期ライオンいわて発行に当
り編集委員会より、ガバナー
雑感「獅子奮迅」の１ページ
を頂いた。この表題とても気
に入っている。激励の感あり。
　辞書を牽いてみた。獅子が
奮い立ったように勢いの甚だ
盛んなこと。獅子が荒れ狂っ
て暴れ回るようにものすごい勢
いで立ち向かい奮闘することと
ある。ナルホド…とまず納得。
　平成２年８月東山町の太鼓
の響きで町おこしを…と創作し
た「げいび大獅子太鼓」が誕
生した。郷土芸能アカデミー
主宰飛鳥太五郎先生によって
創作された東山町の新たな郷

土芸能である。「天を突きそそ
り立つ大猊鼻岩、その岩肌の
中腹に獅子が辺りを伺う如く、
わずかに鼻を覗かせる。大い
なる姿は見せずとも、大岩壁
を仰ぎ諸手を挙げて太鼓を打
てば、天の響きに誘われて、
いつしか獅子が舞い出ずる」
…というイメージから生まれた
ものです。ナルホド。
　日本百景猊鼻渓の名の由来
となっている獅子ヶ鼻あり。言
われてみれば獅子は岩の中に
潜み外に出てはいない。この
太鼓の音色に誘われて初めて
岩の外に出たことに成る。
　私自身に置き換えてみる。

井の蛙・眠れる獅子目を覚
ます如く、会員皆さんのご理
解とご支援の元Ｂ地区のガバ
ナーに就任。じっとしてはいら
れない。国際会長テーマを受
けての私のテーマ・スローガン
実現の為、獅子二度目の出陣
となるところです。一日も早く
思い伝えたく公式訪問は８月
中に終了予定…獅子奮迅。
　２Ｒ１Ｚ訪問の時黒須ＺＣ
に「猊鼻渓・獅子ヶ鼻とくれば
ライオンズのガバナーは運命で
しょう」との紹介を頂いたとこ
ろであり、四文字熟語「獅子
奮迅」気に入っている。意の
如く頑張ります。

ガバナー雑感ガバナー雑感

獅子
奮迅
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表紙の写真：一関市大東町「大原だるま祭り」
　一関市大東町の「大原だるま祭り」は、毎年８月 15日に同町大原地区の商店街で開
催される。来年成人式を迎える地区の若者や小学生が、手作りの大型だるまを担いで、
無病息災を祈願し、商店街を練り歩く。「わっしょい、わっしょい」のかけ声とともに、
だるまを回転させるなど、迫力満点のお祭りです。

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

発行　2013年８月25日
発　行　人：L. 佐々木賢治
編集委員長：L. 菅原　正行
副 委 員 長：L. 藤沢　　誠　L. 渡辺　和敏
編 集 委 員：L. 加藤　栄一　L. 小岩　文雄
　　　　　　L. 鈴木　　隆
印　　　刷：トーバン印刷株式会社
編集事務局：〒029-0302
　　　　　　一関市東山町長坂字西本町123-2
　　　　　　TEL（0191）47-4251
　　　　　　FAX（0191）48-3751

ライオンいわて編集委員会

アクティビティPhoto グラフ
Activity Photograph

編
集
後
記

　東日本大震災の復興復旧を祈りつつ、ガバナーの思いや支援の継続
について、機関誌の役目を果たすべく編集一同がんばっております。
　編集長を中心に、会員の皆さまに見やすく、楽しんで読まれる誌面
にと考えております。取材や原稿依頼等ご協力をお願いいたします。
　岩手県内夏祭りが各地で行われています。編集委員会も祭りの熱気
に負けないようにがんばっていきます。 （編集委員　L. 加藤　栄一）

「水沢 LC交通安全広告塔」清掃作業 献血推進活動無人駅江釣子駅舎及び周辺の清掃

水沢ＬＣ 紫波ＬＣ江釣子ＬＣ

清掃作業 駒形神社清掃・安全祈願室根孝養ハイツ夏祭り

西根ＬＣ 水沢中央ＬＣ

献血推進活動

前沢ＬＣ

室根ＬＣ

ライオン碑周辺清掃及びゴミ拾い献血推進活動

花泉ＬＣ北上ＬＣ
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