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　あけましておめでとうございます。

　皆様にとっては、希望に満ちた素晴らしい新年をお迎えの事と存じます。

　本年もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

　昨年6月、ハワイにて開催されました第98回国際大会にて就任しましてから前期（半年）が

過ぎました。その間、ZC会議・キャビネット会議に始まり、８月初旬からの公式訪問は10箇

所を訪問させて頂き、無事に完了することが出来ました。これも、各クラブの会長始め皆様

に温かく迎えて頂き、それぞれの地域の現状をお話頂き、又、積極的なご意見を伺う事が出

来た賜物と思っております。私にとりましても、大変勉強になる機会を与えて頂きました事、

感謝申し上げます。

　さて、後期の6ヶ月間には、山田實紘国際会長が力を込めて訴えておられる「若い会員の

加入・クラブの若返り・ニューリーダーを育てる」これらの事に332-B地区としても取り組んで

参りたいと考えております。

　まずは、332複合地区GLT担当ガバナーとしては上期に行っている「若手フォーラム」の様な

セミナーの場を持ちたいと思っております。これからのライオンズクラブは、若いライオン達が先

輩ライオンの知恵を借りながら、伸び伸びと活躍できるクラブであってくれれば良いと思います。

この事が、山田国際会長の願いでもある会員増強に必ずや結びつき、ひいては、日本のライオン

ズクラブ・地区のライオンズクラブの益 の々質の向上に繋がって行くのではないかと思います。

　「我々は奉仕する」という高い理念のもとライオンズクラブ発展の為、今こそ行動したいも

のです。

　「アスクワン」は、これまで以上に皆様、頑張ろうではありませんか。

　332-B地区の底力に大いに期待したい。

新年のあいさつ
地区ガバナー L 筒井 學（花巻東 LC）
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　新年あけましておめでとうございます。メンバーの皆様には希望に満ちた新年をお迎えの

ことと心よりお慶び申しあげます。

　日本から2人目となる山田實紘第99代国際会長が就任して半年、山田国際会長はメン

バーに対して「優しくあれ。開放的であれ。好奇心を持て。強くあれ。寛大であれ。真摯で

あれ。忠実であれ。正直であれ。ライオンであれ。」と言っておられました。国際協会は山田

国際会長により大きく変わろうとしています。

　ライオンズクラブは100周年の節目を迎えようとしています。

　特に今年の動きでは

◎「100周年記念奉仕チャレンジ」キャンペーンへの積極的参加。

◎ �Family＆Woman�Team（家族及び女性チーム）いわゆるFWTがGLT、GMTに続く

3本目の柱として積極的推進。

◎�「青年アカデミー委員会」が「次世代リーダーシップ研究会」と名称を変更し、

内容を統一し次世代のリーダーを輩出する目的で動き出す。

など、100周年の節目あるいは将来を見据えた動きが活発になる年になると思います。

　そして当332-B地区の地元としては、東日本大震災の復興支援並びに継続アクティビティ

はもとより、1970年から46年ぶりの第71回「希望郷いわて国民体育大会」が10月1日〜11日

に、また「第16回全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会」が10月22日〜24日に開催され

ます。この大会にもライオンズクラブとしてお手伝いをしたいと思っています。

　また6月24日から28日まで第99回国際大会が「動き出そう！人々のために、世界のために」

のスローガンを掲げ福岡市で開催されます。日本では4回目となる国際大会ですので是非と

も国際大会を身近で体験できる絶好の機会ですので、当332-B地区のメンバーの皆様には

多数参加していただきたいものと思っています。

　結びに、ライオンのメンバーのご健勝とご活躍とともに楽しいライオンズライフになる一年

であることを祈念いたします。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年にあたって
第一副地区ガバナー L 金野 幸造（一関中央 LC）
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　新年明けましておめでとうございます。会員の皆様方にはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　筒井學ガバナ−のもとキャビネット運営がスタートし、あっという間に半年が経ち、折り返しの時となりまし

た。皆様方には大変なご支援、ご協力を賜り心より厚く御礼申し上げます。

　お陰様でハワイの国際大会に参加後、カバナ−公式訪問を無事に終え、国際会長の公式訪問、東洋東南ア

ジアフォーラム等々に大勢のご参加を頂きました。あわせて感謝とお礼を申し上げます。さて、慌ただしい上期が

過ぎ、下期に突入致します。本年はライオンズクラブが誕生してまもなく100年を迎えます。

　引き続き332-B地区は「アスクワン」を継続し、多くの諸先輩方のご指導を頂くとともに、次世代を担う新たな会

員を探し、見つけ、育て、広め、増やしていく、まさに「申（しん）」年になりますよう願っております。会員お一人お

一人が、やり甲斐と誇りを見つけて、楽しみの中で新たな仲間を見つけられるキャビネット運営と成りますよう努力

する所存です。皆様のご理解とご参加、ご協力を心よりお願い申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は、第二副地区ガバナーのご指名をいただき、まず初めに6月末からのハワイでの国際大会に参加致し

ました。ホノルルでのパレードではライオンズクラブの国際的な組織の大きさ、力強さを実感致しました。最終

日の閉会式では国際会長から次期会長へのバトンタッチ、さらには、現ガバナーから、次期ガバナーへの引き

継ぎのセレモニーと、ライオンズクラブの大切にしてきたものを目の当たりにし、感激したのを今でも覚えており

ます。8月からは、各地を公式訪問させていただきました。私の出身は県南沿岸部の住田なので県北沿岸地区に

出席した際には、あらためて、岩手県、332-B地区の広大さを認識致しました。

　昨年は我が国から国際会長を輩出しましたので関係の行事も多く、7月には名古屋での就任祝賀会が有り、

強行軍で日帰りで出席致しました。途中途中には、複合の会議も多く大勢の方との出会いがありました。暮れの

12月6日からは4泊5日でタイ、バンコクでの上級セミナーに出席致しました。全国のガバナー予定者が一堂に集ま

り、まさに缶詰状態でセミナーに取り組みしました。

　色々成果は有りましたが、中でも良かったのは、東北6県のガバナー仲間と親しくなったことです。

　私の代には、ガバナーと複合の議長が兼務ということが決定しており、かなりの重圧を感じておりましたが、あ

のタイに行った6人の仲間で複合の会議を運営すれば良いのかと納得し、元気が出て参りました。それに付けて

も会員諸兄のご指導、ご協力が切に必要です。

　本年もどうか宜しくお願い致します。

新年のご挨拶
第二副地区ガバナー　L 森谷 潤（住田 LC）

新年のご挨拶
キャビネット幹事　L 菅原 章吾（花巻東 LC）
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　明けましておめでとうございます。筒井丸が出航して、早くも折り返し地点に来てしまいました。

　その間、会員の皆様には多大なるご協力を頂き感謝に耐えません。ハワイから始まり山田国際会長の名古屋

での就任祝い・ガバナー公式訪問・周年記念・アジアフォーラム等、会計の私でさえ息つく暇が有りませんでし

た。会員の皆様には、いつも寛容と友愛の心で接して頂き、大変ありがたく思っています。そして多くの会員が、

奉仕の心を忘れることなく、活動に励んでいる姿に励まされました。

　折り返し地点に来たとは言うものの、新年であります。再出発のつもりで、筒井丸が順調に航海出来るよう、

微力ながら尽くしたいと思います。清掃奉仕・献血・薬物乱用防止等 、々奉仕の輪を広げるためにも、仲間を増

やしたいものです。

　ライオンズクラブのメンバーであることに「誇り」を、そして「思う心、それを行動に！」移せるよう、皆で力を

合わせ意識を高めましょう。よろしく、お願い致します。

　会員の皆々様が、今年一年健康で健やかに暮らせますよう心からお祈りいたします。

新年のご挨拶
キャビネット会計　L 小原 勇（花巻東 LC）

� �この度､5R1Zのゾーン･チェアパーソンという大役を拝命し､今さらに自分自身の未熟さが､不安と緊張をつの

らせる思いです｡

　しかし､このような時に､筒井ガバナーのテーマである｢思う心､それを行動に!｣という言葉を心に聞くとき､自

分の中で不足を数えるのではなく有るものを数え､自分のできることを勇気と情熱をもって､誠意の限りに取り

組む事から始めれば良いという好転的考えに立つことができます｡経験不足や他のマイナス要因があったとし

ても､ガバナーの言葉をお借りして｢思い｣ならば私の心の中にも必ずあるという一念をもって一つ一つを行動

していこうと思います｡その結果､少しでも筒井ガバナーをはじめ5R1Zの皆様のクラブ活動の何等かの活性充

実につながれば幸いと考えています｡

　震災をかいくぐり､今日まで重ねてきた各クラブの友情と絆をしっかり見つめなおして､またキャビネット役員

の皆様､5R1Zの会員の皆様のご指導ご協力を仰ぎながら､活動に務めたいと思いますのでよろしくお願い申

し上げます｡

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
5R1Z  L 菅田 正義（宮古岩手 LC）
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332-B地区 第62回年次大会

年次大会組織表
5月15日 花巻総合体育館

部会名 部会長・副部会長 所属クラブ 業務内容

総務部会（財務部会）

部会長 L 永　田　博　三 花巻東LC ①　総務部会
②　登録部会（案内発送・登録取りまとめ・キャビネット直轄）
③　記念事業部会（キャビネット直轄）
④　財務部会（キャビネット直轄）
⑤　式典運営部会

副部会長 L 菅　野　久　志 花巻東LC

副部会長 L 菅　原　二千六 花巻東LC

担当副幹事 L 深　澤　啓　道 花巻東LC

記念誌部会
部会長 L 川　村　　　健 花巻東LC

①　記念誌発刊に関する業務（キャビネット直轄）
②　案内状の作成（キャビネット直轄）

副部会長 L 山　下　武　志 花巻東LC
担当副幹事 L 佐々木　衛　治 花巻東LC

式典部会

部会長 L 金　澤　秀　晃 花　巻LC

①　一般・来客等の受付、案内等　
②　会場設営・運営等

副部会長 L 秋　篠　健　一 東和猿ヶ石LC
担当副幹事 L 福　岡　勝　夫 花　巻LC
担当副幹事 L 下河原　和　孝 花巻東LC

代議員会部会

部会長 L 森　　　靖　記 石鳥谷LC

①　受付、案内等　
②　会場設営等

副部会長 L 阿　部　敬重喜 花　巻LC
副部会長 L 小　原　康　正 東和猿ヶ石LC
担当副幹事 L 竹　内　春　樹 石鳥谷LC

祝賀会部会

部会長 L 藤　原　敏　博 花巻東LC

①　会場設営（飲食）　
②　アトラクション

副部会長 L 田　中　哲　明 花巻東LC
担当副幹事 L 伊　藤　　　誠 大迫早池峰LC
担当副幹事 L 下河原　和　孝 花巻東LC

ゴルフ部会

部会長 L 吉　田　　　淳 紫　波LC
①　親善ゴルフ大会の運営
②　交通、救護等　
③　賞品等の準備

副部会長 L 岩　館　富　夫 石鳥谷LC
副部会長 L 佐　藤　孝　夫 石鳥谷LC
担当副幹事 L 諸　岡　勝　正 紫　波LC

セミナー部会

部会長 L 藤　田　好　造 花巻東LC

①　セミナーの企画、運営
②　会場の設営等

副部会長 L 佐々木　敬　尚 大迫早池峰LC
副部会長 L 横　沢　　　茂 矢　巾LC
担当副幹事 L 佐々木　三　郎 東和猿ヶ石LC
担当副幹事 L 吉　田　喜　博 矢　巾LC

大会　幹事 L 菅　原　章　吾
大会　会計 L 小　原　　　勇
大会副幹事 L 福　岡　勝　夫
大会副幹事 L 深　澤　啓　道
大会副幹事 L 佐々木　衛　治
大会副幹事 L 下河原　和　孝
大会副幹事 L 諸　岡　勝　正
大会副幹事 L 竹　内　春　樹
大会副幹事 L 伊　藤　　　誠
大会副幹事 L 佐々木　三　郎
大会副幹事 L 吉　田　喜　博
大会副会計 L 梅　津　紳一郎
大会副会計 L 朝　倉　勝　夫
大会副幹事 L 杉　村　圭　一
大会事務室長 L 小瀬川　千枝子

第一副地区ガバナー L 金　野　幸　造
第二副地区ガバナー L 森　谷　　　潤

大会会長 L 筒　井　　　學元国際理事 L 大　野　泰　一

大会顧問
地区常任名誉顧問 L 後　藤　成　志

ホストクラブ（2R1Z）
ゾーン・チェアパーソン L 浪　越　直　樹
花巻 LC 会長 L 晴　山　正　一
紫波 LC 会長 L 高　橋　純　子
石鳥谷 LC 会長 L 似　内　一　子
大迫早池峰 LC 会長 L 石ヶ森　良　一
花巻東 LC 会長 L 菅　野　久　志
東和猿ヶ石 LC 会長 L 小　原　茂　明
矢巾 LC 会長 L 藤　井　　　豊

大会委員長 L 永　田　博　三
大会副委員長 L 菅　野　久　志
大会副委員長 L 菅　原　二千六
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第99回ライオンズクラブ国際大会in福岡のご案内
2016年6月24日（金）〜28日（火）　　

　厳寒の候、ライオン各位におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素、キャビネット運

営に関しまして多大なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　既にご存じかと思いますが、第99回国際大会は、2016年6月24日〜28日までの5日間、福岡市で開催されます。

スローガン「動き出そう！人々のために、世界のために」 Do for People Do for World
　国際大会の日本開催は東京、大阪に続き4度目となり、山田實紘国際会長にとりましても集大成となる記念す

べき大会となります。

　日本はもとより、全世界からたくさんのライオンが集う大きな大会であり、332-B地区の皆様にも共に祝い、親

睦を深め、ライオニズムを学ぶ良い機会でもあります。

　是非とも多くの皆様方にご参加を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

332-B地区ガバナー L 筒井学　332-B地区国際大会参加委員長 L 阿部正弘

第99回 福岡国際大会 主要日程（暫定）
6月24日（金）
10：00〜17：00 展示ホール及び大会サービス・センター [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

14：00〜17：00 各種セミナー [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

19：30〜22：30 地区ガバナーエレクト祝賀晩餐会 [ヒルトン福岡シーホーク]

6月25日（土）
10：00開始 インターナショナル・パレード [明治通り：冷泉公園〜天神中央公園]

10：00〜18：00 展示ホール及び大会サービス・センター [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

19：00〜20：15 インターナショナル・ショー（谷村新司） [福岡ヤフオク！ドーム]

6月26日（日）
10：00〜13：00 第1回総会＝開会式 [福岡ヤフオク！ドーム]

10：00〜17：00 展示ホール及び大会サービス・センター [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

14：00〜17：00 各種セミナー [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

夜（未定） 332-B地区の夕べ（予定） [未　定]

6月27日（月）
10：00〜12：30 第2回総会 [福岡ヤフオク！ドーム]

10：00〜17：00 展示ホール及び大会サービス・センター [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

13：30〜15：00 メルビン・ジョーンズ・フェロー昼食会 [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

13：30〜17：00 各種セミナー [マリンメッセ福岡/福岡国際会議場]

20：00〜22：00 元国際会長/元国際理事晩餐会

 及び地区ガバナー/元地区ガバナー晩餐会 [ヒルトン福岡シーホーク]

6月28日（火）
　7：30〜10：30 投票及び大会サービス・センター [マリンメッセ福岡]

10：00〜13：30 第3回総会＝閉会式（地区ガバナー就任宣誓式） [福岡ヤフオク！ドーム]

19：00〜21：00 国際役員レセプション [ヒルトン福岡シーホーク]

今大会につきまして「332-B地区推奨コース」をご案内できるように準備を進めておりますので宜しくお願い

申し上げます。

※ 編集時点では旅行会社と行程を協議中のため、一部予定が未定の部分があります。

　ライオンいわて2月号でも国際大会のご案内を掲載しますので、そちらもご確認下さい。 ライオンいわて 1 月号 　7



冬季YCE生の

Kuah Zhn Yik さんが

マレーシアから

岩手へやって来ました。

ホストファミリーからは

イックさんやズイさんといった

愛称で親しまれ、

様々な体験をして行きました。 新花巻駅ホームにて。秋篠Lのお孫さんが「帰らないで」と涙したとき
イックさんが優しく抱き寄せた時の写真です。

　冬季YCE生のクワー�ジョア�イッ

クさんは、マレーシアから来た17歳

の女の子で、私たちがホストしたの

は12月8日から1週間ほどでした。

　イックさんは日本の美しい冬景

色を期待していたようですが、今

年は雪が無い暖かな日が続き残

念がっていました。

　初日、家に着いたときは長時間

のフライトと温度差から体調を崩

していたため、2日間はゆっくり過

ごしてもらうことにしました。食事

は何でも食べてくれたので一先ず

安心しました。

　家にいるときはスマホを利用し、

マレーシアの名所旧跡・家族写真

を見せてもらい、更に翻訳機能で

日本語を英語に変換できたので、

お互いの意思疎通を図ることが出

来ました。

　仕事の合間に町内の熊野神社

や谷内神社を巡り、念願が叶うと

いう胎内くぐりや、土沢保育園では

サンタクロースに変装し、プレゼン

トを配り子供たちと楽しい交流が

出来ました。

　また、地区のご婦人たちと折り

紙を習い、器用なイックさんは何

でも折っていました。温泉での入

浴は戸惑っていましたが、東和町

在住の中国から来たお嫁さんもい

て、中国語が分かるイックさんと楽

しそうに会話していました。

　湯上り後、箸で食べるソフトク

リームや麺類を食べるときは、ズ

ルズルと音を出して食べました。そ

の行儀の悪さに目を丸くして笑っ

ていたのが印象に残ります。

　休日には新日本プロレスを観戦

し、初めてという彼女は少々興奮

気味でした。帰りには盛岡のイル

ミネーションの街並みを歩き、古民

家風のお店で「盛岡さんさ踊り」を

堪能しながら夕食をとりました。

　将来は室内デザイナーになり

たいという彼女、聡明で芯のある

イックさんはきっとその夢は叶うで

しょう。

YCEホストファミリー報告 その❶
 L 佐々木 三郎（東和猿ヶ石LC） 

8 　ライオンいわて1月号



　Kuah�Zhn�Yik［ズイ］さんを12

月15日から18日の4日間ホストファミ

リーとして受け入れをし、日本岩手

の観光地や幼稚園、中学校、高校

等を案内しました。家庭の中では

すごく気の付く良い娘で、食事の

後片づけ食器洗いを率先して行っ

てくれましたし、短い4日間の夕食

時には沢山の体験したことで大笑

いをしました。

　15日は午前10:30〜花巻市役所

にて上田東一市長への表敬訪問

を行い、だいぶ緊張したようでした

が、市長から英語での質問などで

和やかな時間を過ごすことができま

した。その後12:00〜ガバナー表敬

訪問歓迎会を昼食後に行い筒井

ガバナーより歓迎のスピーチをいた

だきました。終了後第一ホストファミ

リー佐々木Lよりバトンを受け自宅

に荷物を置き約1時間ほど休憩し

た後北上の鬼の館の見学に行き世

界の鬼の面を観て驚いた様子でし

た。鬼の面の作製コーナーが有りま

したが、時間が遅く体験できなかっ

たのは残念でした。

　16日は午前中を花巻東LC、L�菅

野会長宅にて和服を着せていただ

き記念写真を撮ったり折り紙を折っ

たり英語通訳をしていただいた佐

藤さんと共に充実した時間を過ご

しました。昼食は菅野家オリジナル

の手巻き寿司をはじめ豪華な料理

を出していただき。来日生［ズイ］も

美味しいを連発し満足顔でした。

私達田中夫婦も昼食会に参加させ

ていただきました。ありがとうござ

いました。午後は花巻中学校に行

き1時間美術のスタンプ作りにチャ

レンジして見事に完成をさせまし

た。素晴らしい記念になったと思い

ます。その後遠野市の伝承館に行

き、河童にとても興味を持ったよう

でした。オシラサマのお堂では家

族の健康を願い紙に書いて、おしら

さまに祀りました。

　17日午前は第一ホストファミリー

の佐々木Lに紹介して頂いた東和

町の幼稚園でサンタクロースにな

り、子どもたちにプレゼントを配り

ました。子どもたちは遠くの国マ

レーシアのサンタクロースからプレ

ゼントを貰い喜んでいました。午

後は花巻東高校に行き英語の授

業を受け、その様子は岩手日日新

聞にも掲載されました。夜は花巻

LC、花巻東LC合同例会・クリスマ

ス会・［ズイ］歓迎会が花巻温泉

で開催されまして、来日生紹介、ス

ピーチ、餅まき、お菓子まきなどで

楽しみました。

　最終の18日は猊鼻渓の舟下り

を体験し、中尊寺の見学をして岩

手の観光と歴史を学びました。夜

は私の妻とカレー、［ズイ］手作り

の味噌汁を作り、とても美味しい

食事を食べる事が出来ました。私

達夫婦の若かりし時代の写真を見

て、目の前の現在と比較して大笑

いをし、田中家最後の夜を過ごし

ました。

　19日10:30、次のホストファミリー

浪越Lにバトンを渡しました。

　あっという間の4日間でしたが

［ズイ］にとっても思い出に残る

日 だ々ったと思います。［ズイ］もま

た日本に来て私達に成長した元気

な姿を見せてくれることと、［ズイ］

のこれからの幸せを祈って報告と

いたします。

YCEホストファミリー報告 その❷
 L 田中 哲明（花巻東LC） 
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　12月21日から3日間、マレーシア

からの来日生を受け入れました。

　まず、予め東和中学校から趣旨

賛同を得ていたので、校長先生先

導のもと全クラスの授業参観をし

ました。1学年は美術と体育（柔

道）でしたが、柔剣道場の片隅に

ある剣道具を持って、校長先生が

得意とする「面！…胴！」の掛け合

い技の指導を受けるも、竹刀を初

めて握るもどかしさを体験させま

した。2学年は社会科で、安倍内

閣の目玉政策「1億総活躍社会」

に関連する「新3本の矢」とパソコ

ン実習を。3学年は音楽室での二

部合唱と英語の授業を参観。英

語の学科では校長先生の指示で

男子生徒と一緒に教科書に親しま

せ、時々首を振るしぐさから英語

が得意とする姿を垣間見ました。

　学校を後にして浪越ZC宅を訪

問。奥さん指導のもと、和装の着

付けと茶道を体験してもらいまし

た。正座の難しさを味わいながら

も、お茶の作法をはにかみながら

体験しました。我が家に戻ると持

ち込んだ折り紙で金銀の折り鶴を

仕上げ、手先の器用さを見せてく

れました。

　翌日、萬鉄五郎記念美術館を案

内。地元画人二人展の作風に見入

り、また、美術館裏の高台から見下

ろす町並み風景に感嘆しながら、

スマホのシャッターを連写していま

した。町中に戻りワンディシェフの

キッチンで、和食料理の体験とデコ

レーションづくりを学びました。彼

女は食器洗いや片づけ、包丁さば

きはお手の物でした。

　最後の晩餐は、三家族のホスト

ファミリーに名残を惜しみながら

16日間の想い出を語り合う「お別

れ会」を開き、大好きなうな重はぺ

ろりと平らげました。

　翌日、あどけなさが残る17歳の

YCE生「クワー�ジョア�イックさん」

はグラフィックデザイナー目指し、

ホストファミリーに見送られ新幹線

で帰国の途に着きました。

YCEホストファミリー報告 その❸
 L 小原 茂明（東和猿ヶ石LC） 
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　12月19日、浪越ZCに連れられて

留学生のイックさんがきました。家

族を紹介し荷物整理のあと、公民

館の老人クラブ忘年会へ同席させ

ました。彼女を紹介してみんなで

寸劇を楽しむなど歓迎されました。

（この時、近所に住む中国出身の

女性に通訳してもらう）

　彼女が日本留学を望んだ理由

に、雪を見ることと知り翌日家族と

一緒に夏油高原スキー場へ一走

り。冷たい吹雪のなかゴンドラで

山頂へ行き、ラーメンを食べてか

ら一人でそり遊び。大いに雪と冬景

色を楽しんだ様子でした。帰る途

中、田んぼに白鳥の集団を見て大

はしゃぎ。花巻に立ち寄り孫たち

とブックセンターでプリクラを撮り

あって帰宅しました。

　翌日は孫の希望で、新設された

仙台の水族館に行きましたが、マ

レーシアにはこんな大きな水族館

は無いと大いに喜んでもらいまし

た。ドライブ中つたない英語でも

理解されたが、思い出せない単語

に話が詰まりました。夕食は親戚

のドライブインで食べ予定どおり

帰宅しました。

　その晩、彼女は荷物の整理など

で中々眠れぬ様子。真夜中テレビ

を見ていた私に手紙を持ってきま

した。英文の手紙でも私には理解

できました。

　「大変ありがとうございます。こ

の想い出はネバーフォーゲット」…

短い間だったがCome�againと言っ

たらyes�I�willと答えました。良い思

い出をいつまでも忘れないように

したい！　See�You�again�…

YCEホストファミリー報告 その❹
L 秋篠 健一（東和猿ヶ石LC） 
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　1月6〜7日の2日間、宮古第一中学校を会場に、ライ

オンズクエストのライフスキル教育プログラムのワーク

ショップを開催しました。

　現役教師25名の参加のもと、講師の中村千恵子先

生の指導でロールプレイングから模擬授業まで中身の

濃い研修が展開されました。欠席者があったため私

まで穴埋めに駆り出され「相手の目を見て話す、うなず

く、共感する。さらに相手の話を引き出す」などの実習

を行うと、簡単なのにいかに日常は適当にやっている

かを考えさせられました。

�　2日目は小学校と中学校にわかれ、実際にプログラ

ムを生かす模擬授業が展開されましたが、プロの先生

方が真剣に迅速に課題をつかみ創意工夫して実践す

る姿には感動させられました。

　終了後の感想でも「素晴らしいプログラム。出来

る限り活用したい」「教室でも家庭でも活かせる中身

だった」と感謝の言葉があふれていました。お世話を

する私たちも数回の打合せ準備の甲斐があるドラマ

チックな16時間となりました。

感動感謝の16時間ドラマ
L 横道 廣吉（陸中宮古LC）

ライフスキルプログラム宮古ワークショップ報告

12 　ライオンいわて1月号



　去る11月14日、15日の両日、釜石

リアスライオンズクラブ杯・釜石地

域中学校バスケットボール大会が

開催されました。青少年健全育成

を掲げたこの大会は平成2年から

継続して行われた事業で実に25回

を数える大会となりました。昨今

の学校の統廃合に伴い生徒数の

減少等、様々な問題もありました

が、今年度で継続25回の開催に至

りました。

　東日本大震災の時には、クラブ

会長も津波で亡くなり、開催も危

ぶまれましたが、こんな時こそ子

供達には夢と希望を与えようとい

う事でクラブメンバー一丸となって

この大会を開催させました。特に

も震災後は、開催会場の確保も難

しく、釜石市バスケットボール協会

と連携しながら毎年、開催場所を

確保してきました。又、震災後4年

間、LCIFからの支援で参加校に

検定球計108個、総額786,873円を

贈る事が出来ました事に感謝申し

上げます。

　各学校生徒の減少に伴いバス

ケットボール部も、男子はチーム

が組めるが女子はチームが組めな

い等、色々な事情があることも現

状です。それでも大会が始まると

生徒達の一生懸命ボールを競り合

い、追う姿、実力差はあるけれど

最後まで試合を諦めない姿勢を見

て、見ている我々の方が感動々々

でした。今後も種々課題はあると

思いますが、青少年健全育成を目

標としたこの事業は長きに亘って

継続したいものです。

継続25年の
「釜石リアスLC杯釜石地域中学校バスケットボール大会」について

会長 L 石田 英人（釜石リアスLC）

ライオンいわて 1 月号 　13



1R1Z

盛岡LC
16日 クリスマスチャリティオークション

（事業資金獲得）

24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

盛岡不来方LC

5日 献血推進活動　クリスマス献血
14日 直接献血

16日 養護老人施設清和荘に
クリスマスプレゼント

24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
盛岡中津川LC 12日 和光学園餅つき会開催
盛岡観武LC 23日 「もりにし柔道剣道教室納会」協賛

盛岡南LC
7日 視覚障碍者のための手で見る博物館
19日 献血推進活動　クリスマス献血

滝沢LC
24日

IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン、
クリスマスチャリティオークション

（事業資金獲得）
25日 2016世界のカレンダー展協力

玉山姫神LC 25日 2016世界のカレンダー展協力

1R2Z

岩手LC

6日 第39回歳末助け合い芸能大会

13日 岩手町少年剣道交流大会、
沼宮内中学校サッカー育成へ助成金贈呈

22日 LCIF＄20献金
25日 岩手町社会福祉団体へ義援金贈呈

二戸LC

2日 輝け！カシオペアの子合同学習発表会
7日 カシオペア青年会議所卒業式

24日
ガールスカウトへの助成、
IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

西根LC
20日 クリスマス家族会チャリティオークション

（事業資金獲得）

24日 八幡平市社会福祉協議会へ募金持参
安代LC 1日 安代地区内小中学校へ横断幕と幟寄贈

2R1Z
花巻LC 8日 花巻市福祉バザー

紫波LC

7日〜14日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
7日 ペットボトルキャップの回収

23日 バザー用品・カレンダー
チャリティ販売（事業資金獲得）

石鳥谷LC
6日 歳末助け合い芸能大会
16日 クリスマス例会へ平和ポスター受賞者招待

大迫早池峰LC 5日 大迫地域歳末たすけあい芸能大会運営費寄付

花巻東LC

6日 花巻市福祉バザー
10日 福祉施設慰問
23日 献血推進活動　クリスマス献血
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

東和猿ヶ石LC
8日 チャリティオークション（事業資金獲得）

18日〜23日 YCE生受け入れ

矢巾LC
2日 矢巾町秋祭りでのチャリティバザー益

金社会福祉協議会へ寄付
16日 ひかりの箱募金

2R2Z

北上LC

11月1日〜30日 資源回収リサイクル活動
19日 北上レオ・カレンダー展示販売協力

21日 黒沢尻工業高校「全国高等学校ラグ
ビーフットボール大会」出場支援

22日、23日 献血推進活動　クリスマス献血

和賀LC

1日、15日 資源回収
1日、4日、23日 献血推進活動　クリスマス献血

10日 LCIF＄1000献金
13日 北上市手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会
14日 歳末助け合い義援金　贈呈
23日 大槌キッズコーラスクリスマスコンサート

3R1Z

水沢LC

10月〜12月 「ライフスキル教育入門」書籍配布
11月27日 復興支援事業「ILC出前授業」

4日 歳末福祉慰問「福寿荘」
11日 前沢LCたすけあいチャリティショー
17日 LCIF＄1000献金
21日 歳末たすけあい募金
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

江刺岩手LC
3日 献血推進活動　クリスマス献血
13日 前沢LCたすけあいチャリティショー
25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

前沢LC
13日 歳末たすけあいチャリティショー開催　

益金7団体に寄付
20日 献血推進活動　クリスマス献血

水沢中央LC

2日 「薬物乱用防止講演会・4」
21日 水沢LC合同チャリティバザー益金贈呈
23日 水沢中央LC旗フットサル大会
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

金ケ崎LC

6日 歳末たすけあい演芸大会イン金ケ崎
10日 歳末たすけあい募金
12日 クリスマス献血キャンペーン

14日 歳末たすけあいチャリティショー開催　
益金7団体に寄付

24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 老人ホーム「友愛園」慰問

胆沢岩手LC −

北上国見LC

11月10日 直接献血
22日、23日 献血推進活動　クリスマス献血

24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 歳末助け合い基金

江釣子LC

13日 献血推進活動　クリスマス献血
14日 ひかりの箱　チャリティオークション

24日
資源回収、
IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

28日 歳末助け合い義援金

3R2Z

一関LC

10日 交通事故防止啓発活動
17日 歳末たすけあい寄付
19日 ブナの木園との交流
20日 献血推進活動　クリスマス献血
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

平泉LC

3日 交通事故防止啓発活動はがき協賛
9日 歳末たすけあい募金
22日 知的障害者厚生施設「黄金荘」クリスマス会

24日
IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン、
献血推進活動　クリスマス献血

花泉LC
11日 花泉町手をつなぐ会クリスマス学習発表会
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 歳末たすけあい募金

一関中央LC
1日 歳末たすけあい募金
5日 献血推進活動
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

一関厳美渓LC 24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

4R1Z
千厩LC 10日 ひかりの箱募金
大東岩手LC 16日、22日 老人施設クリスマス慰問（3箇所）
東山LC 1日 落葉清掃 「沢の入り」通学路清掃奉仕

藤沢岩手LC
3日 スポーツ少年団ボランティア活動支援（3団体）
11日 薬物乱用防止講座開催

川崎岩手LC −

室根LC
24日 孝養ハイツクリスマス会
25日 LCIF$1000献金、LCIF＄20献金

12月のアクティビティ
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ライオンいわて 12 月号の 11 ページ、「“献血は愛の心の社会奉仕”」のお名前に誤りがありました。
（正）地区保健委員長 L 田口 忠雄　　（誤）地区保健委員長 L 田口 忠勝
ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。お詫びして訂正いたします。

訃 報

お詫びと訂正

花巻東LC

故 L 引地 光雄
（地区会計監査委員）

享年88歳
（1980年3月入会）

2015年12月4日ご逝去

北上国見LC

故 L 今西 由眞
享年82歳

（1984年9月入会）
2015年12月22日ご逝去

盛岡LC

故 L 髙橋 次郎
享年65歳

（2005年10月入会）
2015年12月22日ご逝去

住田LC

故 L 佐々木 繁吉
享年93歳

（1977年4月入会）
（チャーターメンバー）

2015年12月28日ご逝去

5R1Z
宮古岩手LC 3日〜13日 第5回大熊手奉納祭

久慈LC
17日 ライオンズ杯少年野球優勝チームクリ

スマス家族会招待

24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

陸中宮古LC

2日、8日、20日 レディの会
3日〜13日 第5回大熊手奉納祭

15日 はまゆり学園・恵風支援学校にクリス
マスリースと菓子支援

24日 クリスマス家族会チャリティバザー
（事業資金獲得）

田野畑LC
6日 歳末たすけあい演芸会
14日 田野畑小・中学校へLEDライト寄贈

岩泉龍泉洞LC
1日 児童生徒集団登校に係る交通安全運動協力

23日 「若者のうれいら通りブレークダンスと
大プレゼント大会」協賛

4R2Z

大船渡LC
5日 大洋学園慰問餅つき大会
22日 声の図書館の点検と整備

陸前高田LC −

住田LC
1日 社会福祉協議会と「すみた荘」へ

高齢者福祉活動費助成
22日 世田米・有住保育園クリスマス会

大船渡五葉LC 6日 献血推進活動　クリスマス献血

5R2Z

釜石LC

13日 献血推進活動　クリスマス献血
16日 LL奉仕活動

16日 クリスマス家族会オークション
（事業資金獲得）

23日 釜石市へソーラー時計一式寄贈
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 歳末たすけあい運動協力

遠野LC
16日 リサイクル品の回収
25日 東日本大震災支援プロジェクト

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）

玉山姫神 LC
千　田　昌　太
中　野　頌　子

西根 LC 金　森　　　満
北上国見 LC 大　森　哲　子
一関中央 LC 熊 谷 チェリル

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
和賀 LC 髙　橋　　　寛 6
水沢 LC 千　葉　龍二郎 10
室根 LC 藤　代　武　志 1

12 月 新入会員一覧

12 月 LCIF ＄1000 献金

会員動向

ライオネスクラブ

西根LS 20日 クリスマス家族会でオークション
（事業資金獲得）

レオクラブ
盛岡LEO −
早池峰LEO −
石鳥谷LEO −

北上LEO
19日 震災復興支援カレンダー展示即売会
25日 いわて学び希望基金に寄付

一関二高LEO 24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
釜石LEO −

釜石リアスLC
7日 歳末たすけあい義援金
13日 献血推進活動　クリスマス献血
16日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC −
陸中山田LC 7日 ライフジャケット贈呈
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水沢LC 滝沢LC

花巻東LC 遠野LC

盛岡中津川LC

花泉LC 陸前高田LC

復興支援「ILC 出前授業」
IBC ラジオ・チャリティ・

ミュージックソン

仮設住宅入居者へ
正月用 餅とみかん配布

和光学園餅つき会開催

福祉施設慰問
花泉町手をつなぐ会

クリスマス学習発表会 献血推進活動

釜石LC 前沢LC 水沢中央LC 北上LC

釜石市へソーラー時計一式寄贈 水沢中央LC旗フットサル大会 北上レオ・カレンダー展示販売協力

和賀LC 安代LC 室根LC 宮古岩手・陸中宮古LC

東山LC

安代地区内小中学校へ
横断幕と幟寄贈 孝養ハイツクリスマス会 第5回大熊手奉納祭

落葉清掃「沢の入り」
通学路清掃奉仕

大槌キッズコーラス
クリスマスコンサート

献血推進活動

《表紙の写真：南部杜氏（花巻市石鳥谷）》  　南部杜氏とは、越後杜氏・丹波杜氏とならび、日本三大杜氏の筆頭に数えられる酒造
りの技を受け継ぐ職人達です。その伝統や歴史を伝承する、南部杜氏伝承館や石鳥谷歴史民俗資料館などが花巻市内にあります。
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　メンバーの皆様、明けましておめでとうございます。

今年も、皆様におかれましては、ますます御繁栄のこととお慶
び申し上げます。
　さて、編集委員を今期させていただいておりますが、今さら
ながら難しさを感じています。しかし、１月号のメンバー皆様の
あいさつを読ませていただき、各クラブのライオンズ魂をかいま
見る事が出来ました。
　これからも、ライオンズの心を広げて多くのメンバーが誕生し
て活動が出来ますように、ご期待申し上げます。
　最後になりましたが、各クラブのますますのご活躍と、世界
平和のためにも力になれますようご祈念申し上げます。

（ライオンいわて編集委員会　委員一同）

編 集 後 記
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