


第２回キャビネット会議報告
2018年11月12日　ホテルメトロポリタン盛岡本館

�
� キャビネット筆頭副幹事兼事務局長　L．森岩　 彰（盛岡南LC）

　今年度の第２回キャビネット会議は、11月12日
（月）にホテルメトロポリタン盛岡・本館４階に
おいて開催されました。キャビネット会議に先立
ちまして、第１回キャビネット会議と同様に第２
回ゾーン・チェアパーソン会議が開催されました。
報告事項に先立ちまして一身上の都合により退任
された２名のゾーン・チェアパーソンの後任とし
て、3R・1Zのゾーン・チェアパーソンにL．村上�
隆（水沢中央）と、3R・2Zのゾーン・チェアパー
ソンにL．鈴木勝則（一関中央）に役員委嘱状の
交付が行われました。
　その後、東日本大震災完遂支援の報告と第２回

キャビネット会議での審議事項の確認がされまし
た。各ゾーン・チェアパーソンには、ガバナー諮
問委員会及び新会員オリエンテーションの開催の
協力依頼が行われて終了しました。
　今回の第２回キャビネット会議は、経費削減と
各クラブの負担の軽減を考慮して会議後の懇親会
は行わず、昼食を会議前に取っていただきました。
　第２回キャビネット会議は、定刻通りに13：00
より66名のキャビネット構成員の参加をいただ
き、前回同様にキャビネット副幹事のL．小野寺
平信の司会により次第にそって進行されました。
地区ガバナー挨拶ではL.�猿舘伸俊ガバナーより、

第２回ゾーン・チェアパーソン会議

総勢66名のキャビネット構成員が参加

GST地区コーディネーター報告
L. 吉田昭夫

新任のZCに役員委嘱状の交付

GLT地区コーディネーター報告
L. 千葉龍二郎

L. 猿舘伸俊 地区ガバナーの開会宣言

司会進行 キャビネット副幹事 L.小野寺平信

GMT地区コーディネーター報告
L. 髙橋 寛
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今までのキャビネットの感謝とお礼そして今後の
事業の協力のお願いが話されました。
　第１回キャビネット会議の議事録確認後は、
GST地区コーディネーター�L．吉田昭夫、GLT地
区コーディネーター�L．千葉龍二郎、GMT地区コー
ディネーター�L．髙橋�寛、FWT地区コーディネー
ター�L．柴田さよ子の４名のコーディネーターよ
り活動報告が有りました。
　運営報告では、13項目の報告事項がキャビネッ
ト幹事�L．舘澤繁信の進行により進められました。
特にも東日本大震災完遂支援として、ラグビー
ワールドカップ2019TM釜石開催支援として、のぼ
り旗400セットを贈呈する事（12月５日に釜石市
役所にて贈呈式を行う）。他にもLCIFキャンペー
ンの100ドル（ワンハンドレッド）献金の説明等々
が各担当委員長より報告が有りました。続いて各
ゾーンの10名のゾーン・チェアパーソンより、順

次活動報告が発表されました。
　議案審議においては、議長の地区ガバナー�L．
猿舘伸俊の議事進行で第１号議案より第６号議案
まで、スムーズに進められました。第３号議案、
キャビネットローテーションを含めて全て『原案
通り承認する』で決議されました。
　長時間の会議となりましたが、キャビネット三
役をはじめ担当構成員の協力により閉会ゴングま
で時間内に終了する事が出来ました。
　資料作成にご協力をいただきました、キャビ
ネット事務局員の佐々木さんと瀬川さん、そして
盛岡南事務局員の畠さんには感謝してお礼を申し
上げます。
　次回第３回キャビネット会議は、2019年２月19
日（火）にホテルメトロポリタン盛岡本館にて、
次期キャビネット担当クラブの盛岡ライオンズク
ラブにより開催されます。

OSEALフォーラム情報
地区国際協調・大会参加委員長 L. 尾形兵吉

ゾーン・チェアパーソン活動報告

FWT地区コーディネーター報告
L. 柴田さよ子

YCE事業状況報告
地区YCE委員長 L. 小苅米基弘

会計報告
キャビネット会計 L. 藤澤正幸

運営報告
キャビネット幹事 L. 舘澤繁信

ライオンズクエスト事業状況報告
地区ライオンズクエスト委員長 L. 鈴木耕平

前年度会計決算報告
前キャビネット会計 L. 村上繁喜

LCIF$1000寄付報告
地区LCIF委員長 L. 吉田ひさ子

3ライオンいわて12月号



　2018年11月12日（月）、会場はホテルメトロポ

リタン本館で開催いたしました。

　地区YCE副委員長�L．伊藤良正の司会のもと、

次第に沿って、

１．開会のことば
� 地区YCE・レオ・ライオネス委員長　L．小苅米�基弘

２．出席者紹介
　地区YCE副委員長　L．伊藤�良正　出席者�10名

３．YCE実行委員長挨拶
　地区YCE実行委員長　L．伊藤�壽太郎

４．議　題
� 地区YCE・レオ・ライオネス委員長　L．小苅米�基弘

　（1）�2018-2019年度YCE年間行事予定・報告に

ついて

　①2018-2019　YCE委員会予算（案）

　〜第１回YCE委員長会議�2018.�9.�22（土）報告〜

　②2018�MD332サマーキャンプ報告

　　2019�MD332サマーキャンプについて

　③�2018夏期来日生スケジュール等　受入の報告

　④2018-2019春期・夏期来日生受入のお願い

　⑤2018-2019（春期）・夏期派遣のご案内

　　※�春期派遣・受入については担当のMD330

よりまだ情報が届いていない旨の報告。

　　　参考　332-B地区�YCE派遣・受入一覧

　（2）その他

　　�地区YCE実行委員長�L．伊藤�壽太郎による、

2018年９月22日（土）開催の332複合地区第

１回YCE委員長会議の報告

　（3）質疑・応答

　　１．�交通費の問題、受け入れのファミリーに対

する補助の応援の件等が話され、他の地区

の件についても参考にしながら、今後検討

の課題とするという事にいたしました。

　　２．�派遣生の旅費について…コストが高すぎ

るのではないか?�→安全性の問題、保険

の問題などではないか?�との回答。

５．閉会のことば
 地区YCE副委員長　L．伊藤�良正

　の順で行われました。

第1回YCE委員会
2018年11月12日　ホテルメトロポリタン盛岡本館

�

�地区YCE・レオ・ライオネス委員長　L．小苅米 基弘（盛岡不来方LC）

2018年7月27日〜29日に開催された332複合地区YCEサマーキャンプin大船渡の様子
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3R1Z
L．村 上 　 孝

（水沢中央LC）
　この度、キャビネットローテーションの関係で

11月９日より前ゾーン・チェアパーソンのL．遠

藤敏より職を引継ぎ3R1Zのゾーン・チェアパー

ソンを務めさせていただくこととなりました水沢

中央ライオンズクラブ所属のL.�村上孝です。

　ライオンズクラブに入会して今年で22年、キャ

ビネット構成員としてIT委員、YE委員としての

経験がありますがゾーン・チェアパーソンは初め

てであります。

　これからは３つの地区ガバナー重点目標を成就

するようゾーン内６クラブの三役を初め会員皆様

のご協力を賜りますようお願い申し上げ、就任の

挨拶とさせていただきます。

3R2Z
L．鈴 木 勝 則

（一関中央LC）
　この度、今期3R2Zゾーン・チェアパーソンL．

小山仁朗より、諸般の事情により10月末をもって

退任の申し出を受け、後任として大役を務めさせ

ていただくことになりました。猿舘ガバナーより、

11月12日委嘱状にて3R2Zゾーン・チェアパーソ

ンを拝命し、身の引き締まる思いです。

　2008年一関中央LC入会以来、クラブ幹事、会

計を経て2015年第二副会長、2016年キャビネット

副幹事、そしてクラブチャーターナイト40周年と

なる2017年7月にはクラブ会長を務めさせていた

だきました。まだまだ経験も浅く、浅学菲才の私

ですが、猿舘ガバナーテーマ「我れ・我が友L字

の誇り�ライオンの架け橋となれ」を掲げキャビ

ネット役員・ゾーン内会員の皆様の協力を得て、

重点目標の必達に向け残りの期間を頑張る所存で

あります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555

第2回キャビネット会議・ゾーン・チェアパーソン活動報告にて就任挨拶を述べる新ZC
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　去る11月５日ホテルメトロポリタン盛岡ニュー
ウイングに於いて、献血推進研究会が開催されま
した。
　地区ガバナー�L.�猿舘伸俊の挨拶に続き、岩手
県赤十字血液センター所長�中居賢司氏の挨拶お
よび講演「岩手県での血液事業の現状　献血およ
び輸血用血液製剤について」があり、その中で青
少年とくに10代の献血が減少してきており、統計
的にみても、平成25年度に比べて29年度は50％の
減少で、少子化の影響がこんなところにもあるよ
うです。また、50〜60代の献血は微増の傾向に安
定しているが、岩手県全体をみると献血者数は毎
年少しずつ減少している、ここに我々ライオンズ
クラブが取り組む意義が大きいと思います。
　健康講座の講演については、生活習慣の欧米化
により日本においても内因性心肺停止（突然死）
が増加しており、その内約50％が心筋梗塞および
他の心臓病を占めているそうです。このような状
況になるには予兆があり、一例として脈が乱れる、
動悸がする等は高血圧症や肥満が関与しているそ
うで、心房細動の発生、特に慢性的な場合は検査
が必要、不整脈が気になる方は病院での検査をお
勧めします。

　活動事例報告においては、赤十字血液センター
所長より感謝状を贈呈された旨、和賀ライオンズ
クラブ・江釣子ライオンズクラブ・田野畑ライオン
ズクラブより発表されました。そのなかで田野畑
ライオンズクラブの主な取り組みを紹介します。
１．献血日の２日位前に事前に事業所、職場を訪

問しチラシを配布しながら献血のお願いをし
ている。

２．献血当日は広報車で村内一周している。
　このような取り組みは基本的なことですが、普
段の私たちの取り組みは当日のことだけに囚われ
ていたような気がします。
　お忙しい中、本日の研究会にご出席くださった
各ライオンには厚く御礼申し上げます。

岩手県赤十字血液センターの講演 感謝状を贈呈された和賀LC・江釣子LC・田野畑LC

各LCから献血推進担当者等が多数参加した

平成30年度 ライオンズクラブ国際協会332-B地区
献血推進研究会

2018年11月５日　ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
�
� 地区環境保全・保健委員長　L．齊藤 福也（玉山姫神LC）
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地区審査会講評� 盛岡市立松園小学校�校長　高橋 眞司
　各クラブの審査を経てきた71点の作品は、レベルが高く力作ぞろいでした。その中でも
入賞した作品は、配色がすっきりして美しく、作者の主張が伝わってくるものや、構図が
大胆で見る人の目を惹くものなどが選ばれました。
　最優秀賞に選ばれた見前小学校６年�横澤千夏さんの作品は、地球から伸びる植物が万

国旗をまとい、平和の花を咲かせています。その花には平和のシンボルであるハトが水を与えています。
一人一人の思いやりという「水」が平和な世界を築く、という作者の願いが強く伝わる素晴らしい作品です。
　優秀賞に選ばれた平泉中学校２年�菅原日来さんの作品は、ハトが宇宙を駆け巡り国と国をつなぐとい
う素晴らしいアイディアの図柄です。ハトの白さと宇宙の濃い青、そして万国旗とのコントラストが美し
く、それぞれの配置も大胆で動きがあります。
　もう一つの優秀賞に選ばれた紫波第一中学校１年�立花梨々香さんの作品は、水彩絵の具の特性を生か
したやさしい色づかいで、平和や思いやりのイメージを表現しています。また、地球を表したハートの形
をした花など美しい花が画面に咲き乱れ、見る人の心に平和な世界のよさを静かに訴えてくる作品です。

【第31回国際平和ポスターコンテスト地区審査会】を終えて
� 地区青少年・ライオンズクエスト委員長　L．鈴木 耕平（盛岡中津川LC）

　「思いやりは大切なこと」というテーマに71作品の応募が
あり、色とりどりに並んでいる。優劣つけ難い。
　世界の平和は、戦争紛争がおこっているところに働きかけ
て平和を取り戻すことではなく、トラブルが起こった時、暴
力武力を使わずに対話で解決することで実現する。
　平和運動の中には、力をもって平和を維持しようとするも
のがあるが、それは大変危険なバランスの上に成り立った平
和であり、均衡が崩れた時、戦争紛争が起こる。
　世界平和はトラブルを起こさないことではなく、次々起こるトラブルを対話で解決することで実現する。
　60か国から約60万人の青少年がポスターを描きながら世界平和に思いをはせる。人種、民族、国境を越
えて手をつなぎ、対話を基礎にして一つの地球に仲良く暮らす。どの作品も平和を表現しようと工夫の跡
が見られた。この制作の過程で「平和の心」が育つ。
　肌の色の違う手が握手をする。地球の周りを平和の象徴である鳩が飛び、万国旗が飾られている。
　ライオンズクラブが青少年の健全育成を通じて、対話とコミュニケーションによる世界平和の実現に貢
献出来ることを感じた。

力作揃いで難航を極めた選考

第31回国際平和ポスターコンテスト
地区審査会

2018年11月26日　ホテルメトロポリタン盛岡本館
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第57回OSEALフォーラム in 海南
2018年11月15日〜18日　中国 海南市

�
� 地区ガバナー　L．猿舘 伸俊（盛岡南LC）

　第57回OSEALフォーラム�in�海南が11月16日
（金）〜18日（日）迄の３日間、中国の海南島で
開催され、332地区よりガバナー協議会議長�L．竹
下直義以下４名で参加致しました。
　当初OSEALフォーラムが中国のリゾートで有
名な避暑地である海南島で行われるとの事、名鉄
観光サービスのL．川村勲が張り切って大募集し、
多数の参加予定が見込まれましたが、中国政府の
諸般の事情により入国制限等が加わり、332複合
地区からは参加者も極少人数の５名となりまし
た。此のフォーラムの参加制限でL．川村には多
大な出費と労力と負担をかけ、地区ガバナーとし
て紙上をお借りしてお詫び申し上げます。
　今回のフォーラムは、搭乗２時間前の手続き案
内書とeチケットが２週間前に送達されてきまし
た。予定表どおり11月15日は自分で搭乗券を受
け取り、手荷物検査、出国審査等々を行い、AM�
11：15成田発の中国東方航空便にて上海空港へ。
そこで乗り換え、海口美蘭空港に到着後バスにて
海口マリオントホテルまで、出発から添乗員無し
で無事PM�9：00頃チェックイン出来ました。到
着までの添乗員無しの行動は、中国語は全く分か
らない、出来ない、英語に弱い私達の行動は弥次
喜多道中のようなもので、全く帰りも同様大変な
もので、会員の皆様には心中を察して頂ければ幸
甚に存じます。
　翌16日は早朝６時半の朝食後、AM8：00より登
録開始、ワードフェスティバル、GATリーダーミー
ティングの後、PM7：00からウェルカムカクテ
ルパーティーがあり、PM10：00に終了しました。
　翌17日も同様、早朝AM8：00登録に続き第１回
議長と地区ガバナー会議、国際会長とガバナー会
議、LCIFセミナー、開会式がPM2：00〜5：00迄続
き、その後LCIFドナーレセプションでLCIFの１
億円の寄贈者である台湾の方が表彰されました。
　最終日はやはり早朝より決議委員会、GATセミ

ナー、午前中で閉会式まで終わりました。PM5：30
からのジャパンナイトは招待制で、国際理事候補者
の紹介行事も含まれていました。日本からは渡辺氏
と川畠氏両名のライオンが所信表明されました。
　今回のフォーラムで感じた事の１つ目は、特に
当初２万人の参加予定が、中国政府の規定で6,000
人以上の集会は政府承認の手続きの難しさが手伝
い、10ヶ国5,779人に制限された事、日本からの
出席者は180人の予定から155名へ変更しての参加
でした。２つ目は、司会進行役が地元中国ライオ
ンでは初めての事の注釈がありましたが、司会進
行のまずさが露呈されました。
　次に会議に記されている改正の提案をされまし
たが、今回は協議しませんでした。特に提案の７
項目、２番目にOSEALフォーラムは歴史的に57
年間ローテーションで行われてきたが、来年から
は立候補で決議されるという事でした。
　その他諸々、記載したい事が沢山ありますが、
それにしても添乗員無しの海外研修はやめたほう
がよろしいかと思います。

左から332-C地区ガバナー L. 原田善征、
国際第3副会長 L. パトレシア "パティ" ヒルと
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　11月29日（木）、盛岡市アイーナにおいて地区

ガバナー�L.�猿舘伸俊の挨拶に続き始まりました。

　県内各クラブより28名の方々に出席頂き厚く御

礼申し上げます。

　最初の講義はDVDの視聴で、実際に子供たち

に見せる内容であり薬物の乱用がいかに危険なも

のか、また、自分だけでなく家族はもちろんの事、

回りの人も不幸になるということが分かりやすく

まとめられておりました。

　次の基礎講座においては麻薬や覚せい剤等が人

体におよぼす影響等の説明があり、その中で比較

的に手に入りやすい有機溶剤（シンナー、トルエ

ン）が継続的に体に取り込まれると、脳が萎縮し

てしまい、そうなると決して元には戻らないそう

です。

　専門講座においては「薬物犯罪等の現況」と題

して、岩手県警察本部の佐々木輝成警部補からお

話しいただきました。各種薬物事犯の検挙人数の

推移をみると、近年大麻事犯の検挙人数が増加し

ているのはインターネットの普及もひとつの要

因、海外旅行において現地の人から、日本の友人

にお土産を依頼されて知らないうちに麻薬等の運

び屋にされていたなどの事例を紹介、海外では安

易に他人から荷物は預かってはいけないことを肝

に銘じました。

　最後の実践講座は、ライオンズクラブ国際協会

330-A地区東京葛飾LC所属�薬物乱用防止教育認

定講師�L.�舘親光の講義です。子供たちへの接し

方として、「私達はみんなの事が心配だ、今日習っ

た事は決して忘れないでほしい」と思う声掛けが

大事、最後に受講者全員で「薬物乱用はダメ、ゼッ

タイダメ」を唱和して講座を終わりました。

　この後、薬物乱用防止教育認定講師カードがガ

バナーより一人一人に手渡され、講座を修了しま

した。

薬物乱用防止教育認定講師 L. 舘親光（東京葛飾LC） 薬物乱用防止教育認定講師カードの授与

危険ドラッグ対策の取り組みをスライドで紹介

薬物乱用防止教育認定講師養成講座
2018年11月29日　いわて県民情報交流センター アイーナ会議室

�

� 地区環境保全・保健委員長　L．齊藤 福也（玉山姫神LC）
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　北上市和賀町出身で、今から150年前の江戸時
代から明治に変わる激動の時代に、宮城県の涌谷
町を中心に県北地方で活動した「慶念坊」につい
て紹介いたします。
　慶念坊は、文政３年（1820）北上市和賀町山口の
農家に生まれ、名前は高橋長兵衛といいました。木
材の知識に明るく、山から木を伐

き

り出
だ

す仕事をし
ていましたが、24歳の時、浄土真宗の祖親鸞上人の
教えを身をもって体験したいと、その旧跡を訪ね
て周る旅に出ました。そして、京都の本願寺やたく
さんのお寺を巡り修業を積み、仙台市北山の橘

きつ

昌
しょう

山
さん

称念寺（浄土真宗）で得
とく

度
ど

（仏門に入って僧にな
ること）を受け、慶念という名前を授かりました。
　得度した慶念は、托鉢行脚の旅を続け、故郷の山
口を目指す途中で、宮城県涌谷町に留まり、布教活
動を行いました。その頃は、毎年のように大飢饉
や冷害があって、人々は食べる物にも不自由する
ほど貧乏な暮らしをしていました。困った人々は、
口減らしのため生まれてくる赤ちゃんを無理に流
産させたり、生まれたばかりの赤ちゃんの口をふ
さいだり、押し殺したりする間引きが度々行われ
ていました。慶念坊はこの悪弊を何とかして無く
さなければならないと、一心に説いて回りました
が改まる様子は見られませんでした。慶念は考え
た末に、赤ちゃんをもらい受けて、自分で育てる
事にしました。村の人達は、はじめは知らんふり

していましたが、しだいに協力してくれるように
なりました。沢山の人の支援や協力を得て、53人
の赤ちゃんを無事に育てることが出来ました。こ
のようにして、慶念が乳飲み児の救済に励んだ結
果、だんだん間引きも少なくなっていったのです。
　しかし、思いがけない悲劇が慶念を待っていま
した。その時代は、ちょうど江戸時代から明治時
代へと移り変わり、この涌谷地方にも沢山の無頼
漢が流れこんできました。これらの無頼漢によっ
て、たかり、ゆすり、強盗・殺人などが横行しま
した。それらの何人かが、慶念たちの念仏集団に
紛れ込んで来て、慶念を手伝うふりをして、信者
や一般の人達から金品を巻き上げたり、脅迫をし
たりの悪行をはたらいたのです。その結果、役人
はよく調べもせずに、慶念坊を悪物たちの頭目と
決め込んで捕らえて、涌谷の牢屋に投獄してしま
いました。日夜拷問と詮議を受けましたが、慶念
は一言の弁明もせず、捕縛されたその日から一切
の食べ物を口にしなくなり、やがて水さえも拒否
しました。一切の食事をとらない慶念の体は、衰
弱して、見る影もなくやせ衰えてしまいました。
役所は処置に困り、明治４年７月２日に慶念は仮
赦免で牢獄を出されました。牢を出てから３日後
に、慶念は、大勢の信者の見守る中で、静かに息
を引き取ったのです。享年52歳の生涯でした。慶
念坊のお墓は、阿弥陀堂のあった地にひっそりと
建っております。毎年７月５日、涌谷町の龍沢寺
では、慶念坊が大好きだったお餅をみんなで食べ
ながら、慶念坊の供養をしています。
　貧しい民衆や幼子の命を救うために生涯を賭け
て奔走し、多くの子供たちを助け、命の大切さを
訴え続けた慶念坊の行動は私達ライオンズ奉仕の
心と共通するものです。この慶念坊の軌跡の映画
化の話が進み、この度、映画「慶念」を支援する
会が立ち上がりました。映画「慶念」が実現する
様、皆様のご支援をお願い致します。

野の聖　慶
きょう

念
ね ん

坊
ぼ う

について
�

和賀ライオンズクラブ会長　L．武田　勝

慶念坊の肖像画を元にしたイメージ画
（北上市立博物館特別展「慶念坊とその時代」資料より）
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第102回ライオンズクラブ国際大会INイタリア・ミラノ
332-B地区推薦コースのご案内

〜ご挨拶〜
　ライオン各位におかれましては益々ご清祥の事とお慶び申
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、お待ち兼ねの世界大会がやってまいります。第102回
目の大会は2019年7月5日（金）〜7月9日（火）までイタリア・
ミラノにて盛大に開催されます。
　この度、332-B地区推薦コースを計画させていただきました。
多数のライオンのご参加を心よりお待ち申し上げます。
� 地区ガバナー　L．猿舘�伸俊

　ライオンの皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び
申し上げます。この度、第102回国際大会INイタリア・ミラノ
の332-B地区推薦コースをご案内いたします。
　イタリア・ミラノの地に世界中のライオンと332-B地区の会
員が一堂に会して、明日のライオンズを語り合い、各種セミ
ナーや観光、世界に誇るイタリアの「世界遺産」と美食を楽
しみに出かけませんか。
　第102回国際大会INイタリア・ミラノに皆様多数のご参加を
お待ち申し上げます。
� 地区国際協調・大会参加・PR情報・IT委員長　L．尾形�兵吉

《羽田空港発着》A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
7月4日
（木）

各地より 12:00 各地より羽田空港へ、集合

朝：×
昼：機
夕：機

羽田空港　発 14:00 AF279 エアフランス航空にてパリへ
パリ空港　着 19:30
パリ空港　発 21:00 AF1326 エアフランス航空にてベニスへ

ベニス空港　着 22:40
ベニス郊外（メストレ） バス 到着後、専用バスにてホテル到着〈ベニス・メストレ泊〉

②
7月5日
（金）

ベニス郊外 朝 バス ホテルから乗船場へ移動
朝：○
昼：○
夕：○

水上バス ヴェネツィア観光（サンマルコ広場・大聖堂・風物詩
ゴンドラ乗船など）ベニス 昼 ゴンドラ

（ヴェネツィア） 午後 バス ミラノヘ移動
ミラノ 夜  〈ミラノ市内　泊〉

③
7月6日
（土）

ミラノ

インターナショナルパレード参加
朝：○
昼：○
夕：×

朝 バス ミラノ市内観光（ドゥオモ・王宮・ヴィットリオ
昼 エマヌエレ2世ガレリア・スカラ座など）

17:00 332-B地区の夕べ（OP①）
夜 インターナショナルショー 〈ミラノ市内　泊〉

④
7
月
7
日（
日
）

ミラノ 10:00 バス 初日総会・開会式参加 朝：○
昼：×
夕：×

昼 資格証明と投票
※開会式後自由行動 〈ミラノ市内　泊〉

O
P
②

ミラノ 13:00 バス フィレンツェへ移動 昼：○
夕：○フィレンツェ観光（1日目）

フィレンツェ 夜  〈フィレンツェ市内　泊〉

⑤
7
月
8
日
（
月
）

ミラノ 10:00 バス
終日：自由行動又は諸会議出席 朝：○

昼：×二日目総会
資格証明と投票

O
P
②

フィレンツェ 朝 バス フィレンツェ観光（2日目）　OP②
昼：○昼

ミラノ 夜 ミラノヘ移動

夜
メルビン・ジョーンズ・フェロー昼食会 ※別途会費

夕：×各種セミナー
元国際理事/国際理事・元ガバナー/ガバナー晩餐会 ※別途会費
 〈ミラノ市内　泊〉

⑥
7月9日
（火）

ミラノ 朝 バス 代議員投票
朝：○
昼：×
夕：×

10:00 最終日総会・閉会式参加
名物ランチと最後の晩餐見学（OP③）

夜  〈ミラノ市内　泊〉

⑦
7月10日
（水）

ホテル　発 朝 バス 専用にてミラノ空港へ
朝：○
昼：×
夕：機

昼 出発まで自由行動
ミラノ空港　発 14:40 AF1231 エアフランス航空にてパリへ
パリ空港　着 16:10
パリ空港　発 17:20 AF272 エアフランス航空にて羽田へ 〈機内　泊〉

⑧
7月11日
（木）

羽田空港　着 12:15 無事、帰国、入国手続き
朝：機

各地へ 到着後、各地へ

《成田空港発着》Bコース（3〜6日の行程はAコースと同様）
①

7月4日
（木）

各地より 10:30 各地より成田空港へ,集合
朝：×
昼：機
夜：機

成田空港　発 12:35 AZ787 アリタリア航空直行便にてミラノへ
ミラノ空港　着 18:15 バス

コモ湖畔 夜 〈コモ湖畔　泊〉

②
7月5日
（金）

コモ湖畔 朝 バス コモ湖畔の散策
朝：○
昼：○
夕：○

コモ湖クルーズ
ベッラジオ 昼 バス ベッラジオ散策と昼食
ルガーノ湖 夕 スイスアルプスを眺めながら国境を超えルガーノ湖へ

ミラノ 夜 〈ミラノ市内　泊〉
⑦

7月10日
（水）

ホテル　発 朝 バス ミラノ空港へ 朝：○
昼：×
夕：機

昼 出発まで自由行動
ミラノ空港　発 15:25 AZ786 アリタリア航空直行便にて成田へ〈機内　泊〉

⑧
7月11日
（木）

成田空港　着 10:35 無事、帰国、入国手続き
朝：機

各地へ 到着後、各地へ
※日程表のスケジュールは最も新しい資料に基づいて作成されていますが、LCI・大会実行委員会・交通機関等の都合
により変更される場合もございます。ご了承下さい。

クラス
コース 旅行代金 A・Bコース共通

一人部屋追加差額
Aコース

（2名1室） 430,000円 83,000円
Bコース

（2名1室） 435,000円 87,000円
※ 発着空港往復交通費、OP、空港署税、燃油サー

チャージ等は含みません。子細は募集要項で
ご確認下さい。

【お申込み方法について】
①2019年1月7日（月）まで早期大会登

録申込書をクラブ単位で名鉄観光サー
ビス㈱へご送付下さい。

　早期登録料150ドル16,950円を指定口
座にお振込み下さい。推薦コースをお
申込みの場合、代行手数料2,160円は
不要です。

　以降も登録受付は可能ですが登録料が
以下の通り、高くなりますので早期登
録をおすすめします。

※普通登録1月12日〜3月31日200ドル
22,600円、後期登録4月1日以降現地
申込225ドル25,425円に関しても登録
代行いたします。

②332-B地区推薦コースのお申込みも開
始しますので名鉄観光サービス㈱へご
送付下さい。

※申込金50,000円に上記の早期登録料
16,950円と合わせて指定口座にお振込
みいただいても結構です。

　【送金先】三井住友銀行東海支店（普）
2335232

　【名義】名鉄観光サービス（株）〔メイ
テツカンコウサービス（カ〕

③332-B 地区の夕べ、オプショナルツ
アーについては諸行事（日本ライオン
ズや複合地区諸行事）が確定後に、2
月以降あらためてご案内申し上げます。

（海外旅行傷害保険等も同様です。）
④推薦ツアーの申込み締切りは2019年4

月12日（金）とします。また、航空座席、
ホテルには限りがありますので期限前
に締切りになる場合もあります。お申
込はお早めにお願いいたします。

⑤その他/ご希望により各コース発着空港
往復のJRやホテルの手配も受けたまわ
ります。

旅行企画・実施
332-B地区推薦旅行会社
名鉄観光サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第55号
総合旅行業務取扱管理者 吉田明弘
担当者： 川村勲（盛岡南ライオンズ

クラブ所属）、吉田、大川
　　TEL：019-654-1058
　　FAX：019-654-1044
川村携帯：090-7333-3006
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11月のアクティビティ
1R1Z

盛岡LC 21日 LCIF$20献金

盛岡不来方LC
14日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
27日 LCIF$20献金
27日 ひかりの箱募金

盛岡中津川LC ７日 南部藩墓地清掃作業

盛岡観武LC

４日 世界ライオンズ奉仕デー 清掃奉仕、清掃道具寄贈
５日 小鳥の巣箱点検・清掃
14日 LCIF$1000献金、LCIF$100献金、LCIF$20献金
18日 こども食堂
29日 直接献血

盛岡南LC
１日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
８日 ひかりの箱募金
16日 LCIF$20献金

滝沢LC
26日 献血推進活動
27日 LCIF「キャンペーン100」献金

玉山姫神LC 27日 LCIF$20献金

1R2Z
二戸LC

19日 LCIF$20献金
22日 二戸市社会福祉大会後援と参加

西根LC

２日 薬物乱用防止教室
６日 献血推進活動
７日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
９日 LCIF$1000献金
19日 LCIF$20献金

安代LC
３日 八幡平市市民憲章推進大会
９日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

2R1Z

花巻LC
９日 こぶし苑生との昼食交流会
11日 花巻市少年剣道親善大会主催
16日 LCIF$20献金

紫波LC

12日 スポーツ少年団タグラグビー大会協賛
15日 LCIF$20献金
15日 ひかりの箱募金
16日 LCIF$1000献金
27日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

石鳥谷LC 30日 ひかりの箱募金

花巻東LC
11日 花巻市少年剣道親善大会
22日 LCIF$20献金

東和猿ヶ石LC 22日 薬物乱用防止教室

矢巾LC
７日 ライオンズ庭園の手入れ
９日 チャリティバザー益金を社会福祉協議会に寄贈
９日 ひかりの箱募金

2R2Z

北上LC

10月１〜31日 資源回収リサイクル活動
４日 第27回LC少年剣道練成大会
７日 LCIF$20献金
14日 「いわての学び希望基金」へチャリティ益金寄贈
18日 総合運動公園花壇整備
26日 ひかりの箱募金

和賀LC

10月19日 資源回収リサイクル活動
４日 第27回LC少年剣道練成大会
９日 「ダメ、ゼッタイ。」国連支援募金
９日 LCIF$20献金

北上国見LC

４日 第27回LC少年剣道練成大会
11日 早朝清掃奉仕
21日 LCIF$1000献金（2件）、LCIF$20献金
23日 献血推進活動

江釣子LC

３・４日 第27回LC少年剣道練成大会
４日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
11日 献血推進活動
22日 LCIF$20献金
26日 フードバンクに寄付
29日 ひかりの箱募金

3R1Z

水沢LC
３日 水沢フラワーロード全体作業
４日 献血推進活動
14日 LCIF$20献金

江刺岩手LC 26日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

前沢LC
18日 献血推進活動
３日 白梅の園、前沢明峰支援学校 福祉の里まつり協力
21日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

水沢中央LC
１日・28日 薬物乱用防止教室（2回）

３日 水沢フラワーロード全体作業
22日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

金ケ崎LC

４日 第64回金ケ崎町一周駅伝競走大会、第29回女子駅伝大会 協賛
７日 金ヶ崎町福祉大会
８日 赤い羽根共同募金
22日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
19日 LCIF$20献金
23日 歳末たすけあい運動　募金

胆沢岩手LC ー

3R2Z

一関LC
６日 使用済みテレカ寄付
11日 一関地区柔道選手権大会
26日 LCIF$20献金

平泉LC

13日 （社福）幸得会へ寄付
22日 ひかりの箱募金
22日 暴力団追放一関会議へ協賛金
22日 LCIF$20献金

花泉LC
12日 花泉LC杯ゲートボール大会
26日 献血推進活動

一関中央LC

３・４日 一関中央LC旗争奪中学校新人サッカー大会
８日 ジュニア・エコノミー・ガレッジへ支援金贈呈
11日 献血推進活動
22日 LCIF$20献金
26日 ひかりの箱募金
26日 使用済み切手　1000枚送付

一関厳美渓LC ー
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4R1Z
千厩LC ５日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

大東岩手LC
23日 ほのぼの寄席
19日 LCIF$20献金

東山LC
20日 通学路清掃奉仕
27日 献血推進活動
21日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

藤沢岩手LC
25日 高橋とうこう記念事業支援
27日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

川崎岩手LC ー

室根LC
４日 ライオンズの森整備
10日 ブックスタート事業絵本贈呈

4R2Z
大船渡LC

27日 ライオンズ農園収穫作業
27日 大船渡LC杯チャリティグラウンドゴルフ大会 益金寄贈

陸前高田LC
11日 LCIF$20献金
15日 直接献血

住田LC 19日 LCIF$20献金

大船渡五葉LC
23日 平成30年度優良従業員表彰式協賛
26日 LCIF$20献金

5R1Z

宮古岩手LC
20日 正しいルールを守る運動宮古地方交通安全大会
28日 暴力団追放宮古地区会議
28日 LCIF$20献金

久慈LC

28・29日 使用済み切手　4952枚送付
14日 社会福祉協議会法人募金協力
14日 植栽事業協力
20日 LCIF$20献金

陸中宮古LC

７日 LCIF$20献金
８日 宮古商工会議所70周年記念式典
８日 百獣の王ライオンコンペ（事業資金獲得）
11日 宮古サーモンハーフマラソン大会
18日 宮古市社会福祉大会
28日 ひかりの箱募金
28日 暴力団追放宮古地区会議

田野畑LC 22日 カーブミラー清掃奉仕
岩泉龍泉洞LC 21日 献血推進活動

5R2Z

釜石LC

10月12日 ひかりの箱募金
21日 第449回LL奉仕活動
17日 少年サッカー交流大会
13日 LCIF$1000献金
16日 LCIF$20献金

17・18日 桜を植える会
15日 釜石戦没者追悼式

遠野LC
21日 障がい者施設支援　リサイクル品回収
28日 使用済み切手　1500枚送付

釜石リアスLC
19日 使用済み切手　1000枚送付
20日 LCIF$20献金

大槌LC
４日 少年野球大会後援
10日 町内剣道大会後援

陸中山田LC
28日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
20日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

ライオネスクラブ

西根LS
２日 薬物乱用防止教室
７日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
20日 LCIF$20献金

レオクラブ
盛岡LEO ー

石鳥谷LEO ー
北上LEO ー

一関二高LEO ー
釜石LEO ー

会員動向

訃　　報

東山LC

故 L. 髙橋　祥
享年24歳（家族会員）
11月５日ご逝去

11月　新入会員一覧
クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛 岡 Ｌ Ｃ
浅　沼　　克　人
宮　野　　　　孝

和 賀 Ｌ Ｃ 小　田　島　　裕
江 刺 岩 手 Ｌ Ｃ 佐　藤　　弘　行
金 ケ 崎 Ｌ Ｃ 佐　々　木　　司
田 野 畑 Ｌ Ｃ 澤　口　　正　幸

2018年11月　LCIF$1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛 岡 観 武 Ｌ Ｃ 髙　橋　　幸　雄 2
西 根 Ｌ Ｃ 工　藤　　毎　代 2
西 根 Ｌ Ｃ 八　重　樫　　信 2
紫 波 Ｌ Ｃ 佐々木　　幸四郎 1
紫 波 Ｌ Ｃ 西　葛　　　　馨 2
北 上 国 見 Ｌ Ｃ 菊　池　　徳　男 2
北 上 国 見 Ｌ Ｃ 照　井　　　　勉 1
江 刺 岩 手 Ｌ Ｃ 高　橋　　　　晋 1
前 沢 Ｌ Ｃ 千　葉　　　　幸 1
水 沢 中 央 Ｌ Ｃ 村　上　　　　孝 4
東 山 Ｌ Ｃ 佐　藤　　久　耕 1
藤 沢 岩 手 Ｌ Ｃ 熊　谷　　　　勝 2
釜 石 Ｌ Ｃ 種　市　　一　二 6
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