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名古屋キャッスルプラザで
９月16日に開催され、332

－B地区より吉田ガバナー、西
本幹事、菅原次期幹事、私の四
名で参加させて頂きました。

山田實紘国際第一
副会長の初めての公
式訪問という事で、
国際理事をはじめ100
名位出席されました。

来賓各位の挨拶の
あと「100周年を迎え
る国際協会」という
題でセミナーが開か
れました。

セミナー講師山田
国際第一副会長のお
話の中で「海外の色々
なクラブ訪問をして
おりますと握手が通
例であり、その習慣
がないのでギクシャ
クしてしまう」との事でした。

講演の間に全員で立ちライオ
ンズローアをしますという事で
ローアをし、その後「足を上げ
て下さい。こうするとリラック
スして話を聞いてもらえます」と

いうようなユーモアを織り込む
場面もありました。
「海外での公式訪問あるいは

クラブ訪問をしておりますと、
日本とは違いあらゆる場所、例

えば公民館、空き地などで集っ
ている」「日本ではバッチを付
けておりますとなかなかそのよ
うにはいかず、高級ホテルで最
高のものを召し上がりながらと
いうのが普通です。外国では、

そのような事にお金を使わずア
クティビティをしている」とい
う事を話されました。
「来年のガバナー会からは、サ

バンナの中で出席率100％と書い
てあり、現在はなか
なかそうもいかない
現状、それを削除す
るには、印刷費用等
がかかると聞いており
ますが、次回、変わ
るようになるかもしれ
ない」という事です。
「現在のジョセフ・

プレストン国際会長
は、25歳でライオン
ズに入会し、素晴ら
しい人であり、大変
謙虚な方で外国人と
してはめずらしいと
思う」との事でした。

現会長のスローガ
ンである「誇りを高める」「ASK・
1」を合言葉とし皆様でがんばり
ましょう。と締められました。

日帰りという事で、大変忙し
い思いをしましたが、有意義な
一日でした。

山田實紘
国際第一副会長
公式訪問・セミナー

第一副地区ガバナー
L .筒井  學（花巻東LC）

山田實紘国際第一副会長 公式訪問・セミナー
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さる10月19日（日）、ホテルシ
ティプラザ北上において北上ラ
イオンズクラブCN50周年記念
並びに屏東市獅子會姉妹提携45
周年記念式典・祝賀会を挙行い
たしました。

北上市長髙橋敏彦様はじめ多
数の来賓、332－B地区ガバナー
L.吉田昭夫様をはじめとするラ
イオンズ役員の皆様、また県内
外の各クラブより多数のメン
バーにご参加をいただき、心よ
り御礼と感謝を申し上げます。

中華民国台湾より屏東市獅子
會会長L.莊育棟様をはじめとす
る総勢36名のライオン、ご家族
の皆様にも遠路はるばる北上へ
お越しいただきました。

当北上LCは今日を迎えるにあ
たり多くのメンバーに支えられ、
一人一人がライオンズのモッ
トー、「We Serve（われわれは
奉仕する）」を忘れず日々アク
ティビティを行ってきた積み重
ねが50周年という大きな節目を
迎えることができ、感慨深いも

北上ライオンズクラブ
CN50周年記念式典を挙行して

北上ライオンズクラブ幹事　L.中野 義明

のがあります。
CN50周年記念事業として、

北上総合運動公園入口国道４号
線沿いにCN35周年記念として
寄贈したシンボルサインをリ
ニュ－アルして、多言語表記及
び各種大会などの名称・日時を
掲示できる「北上総合運動公園
ウェルカムボード」を寄贈させ
ていただきました。ぜひとも北
上へお越しの際はこのボードを
見ていただければと思います。

また、地区ガバナー重点目標
でもある青少年健全育成事業と
して、「いわての学び希望基金」
に寄附、北上翔南高校鬼剣舞部
及び黒岩太神楽保存会（黒岩小
学校）に健全育成支援金を贈呈
させていただきました。

今回の記念式典・祝賀会にお
いては、震災復興支援といたし
まして、北上LCライオンレディ
によるチャリティ・茶会「一碗
からの復興支援」と題して茶道
裏千家淡交会岩手南支部のご協
力をいただきチャリティを開

催。皆様からいただいた義援金
は「いわての 学び希望基金」へ
寄附いたします。ご協力をいた
だきまして誠にありがとうござ
いました。

祝賀会の終盤において、参加
者全員により大きな輪を作り、

「北上おでんせ」を踊っていた
だきました。ものすごい迫力と
一体感があり気持ちがひとつに
なっているなと感じました。ラ
イオンズのパワーを目の当たり
にして感動いたしました。

このCN50周年を契機として
今までより更に発展するべく、
知性を高め、友愛と相互理解の
精神を養い、平和と自由を守り、
社会奉仕に精進してまいりたい
と思います。

北上ライオンズクラブCN50周年記念式典を挙行して
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私たち石鳥谷レオクラブの会
員は、花北青雲高校のPFSC同好
会の会員でもあり、地域からの
要請を受けて、さまざまなボラ
ンティア活動に参加しています。

第35回レオフォーラムでは東
日本大震災支援活動について
ディスカッションを行いました。

石鳥谷レオクラブ会長　久慈 朱里（花北青雲高等学校３年）

石鳥谷レオクラブ活動報告

レオの子供達の報告から、私達メンバーの活動のヒントを掬えるかもしれません。
未来のライオンズメンバーを期待して声を聞いてみましょう。

本クラブでは事前に①被災地
での清掃活動、②募金活動、③
交流活動、④観光地のPR活動、
⑤売り上げ貢献、⑥イベントの
手伝い、⑦被災地の写真展の７
つの案を考えて臨みましたが、
当日のディスカッションによ
り、活動を⑤の売り上げ貢献と

⑦の被災地の写真展に絞ること
にしました。

10月に開催される青雲祭での
実現に向けて動き始めましたが、
さまざまな事情から写真展につ
いては見送ることになりまし
た。今回は、大槌の海産物の販
売に取り組む予定です。また、
手作りブックカバーを販売し、
その売り上げを寄附する予定で
進めているところです。

被災地復興のために私たちの
力でできることはほんの些細な
ことですが、今後も小さなこと
でも活動を継続していきたいと
思います。

レ オ ク ラ ブ レ ポ ー ト

レオクラブレポート
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北上レオクラブの取り組みと
レオフォーラム後の被災地支援
事業について報告します。

初めに、北上レオクラブの活
動についてです。北上レオクラ
ブでは、北上ライオンズクラブ
と北上総合運動公園入口シンボ
ル前の花壇整備を行っています。
北上では、アジアマスターズの
陸上競技大会が行われ、日頃か
ら運動公園を利用している人は
もちろん、たくさんの人に花を
見てもらえたらと思います。そ
して、見てもらえることで利用
する方々を綺麗な花でもてなし、
気持ちよく利用してもらいたい
と思います。12月には歳末クリ

北上レオクラブの取り組み、
被災地支援事業について

北上レオクラブ会長　吉田 華穂（北上コンピューター・アカデミー２年）

スマス献血の街頭での呼びかけ
活動、北上ライオンズクラブの
クリスマス例会へ参加しました。

献血の街頭呼びかけは、身を
もって献血活動の普及に貢献で
き、貴重な経験になったと思い
ます。クリスマス例会では、ス
テージ上で出し物をしました。
この出し物は１年生だけで例年
企画し、発表する物です。出し
物の相談、練習も協力し合い、
本番でもしっかり行うことがで
きました。出し物をした後も、
他の出し物を見たり、ライオン
ズの方と話したり、とても楽し
かったです。

次に被災地支援事業について

です。北上レオクラブでは、被
災地での引越しボランティアの
活動を考えていました。しかし、
レオフォーラムで他のレオクラ
ブなどとこの案について話し
合った 結果、連絡を取り合って
いた釜石の社会福祉協議会の今
後の引越しボランティアの予定
状況、かねてから感じていたボ
ランティアに参加するうえで必
要な内陸から沿岸への移動の問
題により引越しボランティアの
活動は見送りという形にさせて
いただきます。

今後、私達でも取り組みやす
い活動があれば精一杯取り組ん
でいきたいと思います。

レ オ ク ラ ブ レ ポ ー ト

レオクラブレポート
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一関二高レオクラブでは、さ
まざまな活動に継続して取り組
んでいます。今年のレオフォー
ラムで話し合われた内容を中心
に、今年の取り組みについて報
告いたします。

今年のレオフォーラムは、い
つもと少し違う内容で、東日本
大震災の支援活動について話し
合うということで、１・２年生
あわせて10名が参加しました。
また、ライオンズクラブの方々
にも一緒に参加していただきま
した。午前の交流ディスカッ
ション１では、他の地域のレオ
の皆さんや、ライオンズの方の
お話を聞くことができ、緊張し
ましたが大変勉強になることば
かりでした。また、自分の意見
を初対面の人に話すという機会
も普段はあまりないので、良い
経験ができました。

午後の２部では、それぞれの

班の内容を持ち帰り、自分たち
のレオクラブでの活動について
協議しました。その中では、自
分たちのしたいことをライオン
ズの方々がサポートしてくださ
ることになり、まず被災地に行っ
てみようということになりまし
た。

その後、日程も決まり、内容
について検討しています。この
活動を足がかりに今後継続して
いけるように取り組みたいと思っ
ています。

その他の活動では、毎年行っ
ているJR一ノ関駅のプランター
設置を今年も行いました。また
そのプランターを見た一関警察
署の方から声をかけていただき、
その後警察署へもプランターを
設置しました。このように、地
域の方々が私たちの活動をちゃ
んと見てくださっていること、
そして活動がどんどん広がって

行くのを実感しました。
今後は一関ハーフマラソンの

大会ボランティア、IBCラジオ
チャリティミュージックソンの
募金を行う予定です。継続して
いる活動なので、大事に続けて
いきたいと思います。

これからも、地域の役に立つ
活動を続けていきたいと思って
います。

レ オ ク ラ ブ レ ポ ー ト

一関二高レオクラブ会長　渡邊 茉奈（一関第二高等学校２年）

一関二高レオクラブの活動

レオクラブレポート
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今年度の釜石レオクラブは、
新会員11名が入会し、計16名で
活動しています。

８月９日にホテル安比グラン
ドアネックスで開かれた第35回
地区レオフォーラムの交流ディ
スカッションで「東日本大震災
の支援活動」について、他地区
のレオクラブと交流し、被災者
に向けての支援活動などについ
て話し合いました。

それぞれのレオクラブがあげ

た意見によると、カレンダーの
販売を釜石でも実現できるかど
うかや、仮設住宅での生活を余
儀なくされている被災者への引
越しの手伝いや、冬期間に雪か
きを行うなど、さまざまな意見
があげられました。話し合いが
進む中で、被災地を訪れた事が
ない他地区の会員の方から、釜
石レオクラブ会員に対して、当
時の状況や最近の復興の様子、
さらには高齢化の話など多くの

質 問がありました。
その一方で、支援をしに行く

為の交通手段や、具体的にどの
ような支援を必要としているの
かなど、活動を実現するために
は下調べや情報収集、細かな準
備の必要性も感じさせられまし
た。

そこで釜石レオクラブは、釜
石ライオンズクラブのホーム
ページに、釜石へ来るまでの交
通手段や、どのような支援が必
要なのかを掲示板に掲載する事
を決めました。

今後、他地区のレオクラブ会
員と協力し、話し合いで出た活
動の実現化を計っていきたいと
思います。

レ オ ク ラ ブ レ ポ ー ト

釜石レオクラブ会長　小松 雄二（釜石商工高等学校３年）

「釜石レオクラブレポート」

レオクラブレポート
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いまでも耳に残る地震と津波の轟音、そして悲鳴。
真っ黒い波が泡を立てて押し寄せ、引き潮は車とガレキを渦に巻き込みながら海中に持って

いく。
最大だった二回目の波の先は、竜巻が発生し大型タンカーが、陸にある建物をなぎ倒してい

く。プロパンガスが、爆発しながら宙を飛ぶ。
子供の頃何かの資料で地獄絵図を見たことがある。それを描いた人は、たぶんその当時襲っ

てきた津波を地獄に見立てて描いたのではないかと想像する。本当の地獄は、それからだった。
身内と従業員の安否。絶対助かっていると自分に言い聞かせながら…

人々の話から、徐々に判明していく最悪の結末。それから日々通う遺体安置場。父親の発見、
母親見つからず。土葬の噂もあり焦る。父の火葬の日、母の遺体発見。そして従業員二名最悪
の事態である。毎日が空中を浮遊しているような気持ちと体の状態の中、従業員の労災と失業
保険の手続き、そして壊れた店舗のかたずけ、我が家は写真一枚も出てこず。

そんな事態の中多くの友人、先輩・後輩の支援、ボランティアの方々の手伝い、そして全国
のライオンズクラブの大支援部隊。当時クラブ幹事だった小生を見るに見かねた現ZCのL.大和
田の活躍と種市名誉顧問・野田事務員さんの連係プレーはクラブ存続をなし得たのであります。

釜石ライオンズクラブ会長  L .野村 周司

被災地の皆様に、記憶に残しておきたいことなどを書いてい
ただきました。いつまた起きるかしれない災害への備えの一
助としていただければと思います。

被災LC「今だから話せる…」

被災LC「今だから話せる…」
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東日本大震災津波発災以降に
被災地支援を頂いた事がご縁
で、2011年12月２日に姉妹提携
を結び交流を深めております大
阪南ライオンズクラブ〔335－B
地区・４R１Z／会長L.浅田智美〕
と和賀ライオンズの合同アク
ティビティとして、10月25、26
日の両日に渡って大槌町のキッ
ズコーラスグループ「あぐどま
め（代表：佐藤千絵さん）」の児
童20人と、コーラス指導の先生、
保護者ら８人を、紅葉真っ盛り
の夏油高原スキー場に招待した。

初日の25日は、夏油高原にお
昼頃に到着し、スキー場の食堂
で昼食を済ませ、ゴンドラに乗
車してスキー場の山頂へ登り北
上平野や奥羽の山々を眺望、当
日は好天に恵まれ深まりゆく紅
葉を楽しみ、下山後は特設の
パークゴルフ場にて初めて体験
する競技に悪戦苦闘しながらプ
レーを楽しんでいただいた。歓
迎式において両クラブ代表者の
挨拶に続き、大阪335－B地区４
Rアクティビティ益金による「童
謡唱歌集等の活動支援目録」が
RC・L.坂口博文より「歌とい
う大切な日本の文化を受け継ぎ、
これからの世代に伝えていって
欲しい」と挨拶し、児童代表に
手渡され、受け取った代表の大
槌小学校６年佐藤千絵さんから
は「みんなで歌を覚えて、歌っ
ていきたい」とお礼のことばを
いただいた。その後のパ－クゴ
ルフ表彰では、上級生を負かす

ような成績の子もいて場内を沸
かせた。最後は招待の御礼とし
てコーラスグループ「あぐどま
め」による合唱が披露され、透
き通るような歌声に、集まった
メンバーから「心に残る素晴ら
しい歌声でとても感動した」と
感想をいただいた。夕食は野外
でのバーベキュー！ジンギスカ
ンやサンマ、芋の子汁に舌鼓、
食後は満天の星空のもと「星空
探検教室」が催され実際の星空
見ながら説明をしていただき、
子供達も喜んだが、それ以上に
大人が感激したようだった。当
日のラストは室内に移動してナ
イトシアター「アナと雪の女王」
をみんなで鑑賞して楽しんでい
ただいた。夏油高原スキー場内
には温泉もあり、スキーヤーズ
ベットも完備されており、子供
たちは夜景を見ながら露天風呂
に入り、床暖房されているスキー
ヤーズベットでゆっくり一日の
疲れをとった。

２日目の26日（日）は、スキー場
内イベントの『第１回すこっぷ三
味線岩手県大会』を観覧し、演
奏者のパフォーマンスに子供達
も大笑い、同時に開催されてい
た「てしごと市」ではおみやげ

を買っていました。昼前に北上
市街地に移動して「アメリカン
ワールド」内のレストランにて昼
食を済ませ園内のお店や施設で
遊んで、その後大槌に戻った。

やや強行スケジュールであっ
たが、参加した大槌の子どもた
ちの賑やかな声が溢れ、大槌の
大念寺さんに着いてからの会で
は、感想に『修学旅行より楽し
かった。大変良い思い出ができ
た。ライオンズの皆さん有難う。
来年も来たいです』との声をい
ただき、大阪南LCとの合同アク
ティビティの開催にほっと胸を撫
で下ろし、会員ライオン、ライオ
ンレディ共々安堵しました。今
回のアクティビティではこれから
の時代を担う子供達の笑顔が印
象的で、あの震災を子供なりに
乗り越えて来ているんだなと感
じました。物品の支援も当然必
要な事業ですが、今回のような
メンタル面の支援も今後はやっ
ていく必要があると思いました。

開催に当たって、陰に陽にご
支援いただいた夏油高原スキー
場のスタッフの皆さんに、紙面
をお借りし心から感謝と御礼を
申し上げます。有難う御座いま
した。

『大槌児童 夏油高原招待ツアー』開催（2014.10.25〜26）

和賀LC幹事  L .髙橋  元

和賀LC・大阪南LC合同アクティビティ

和賀LC・大阪南LC合同アクティビティ
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日　　時：10月８日（水）　６：00〜
場　　所：北上市江釣子地区国道107号線沿い
活動内容：ゴミ拾い
参加人数：12名

日　　時：８月７日（木）　5：00〜6：30
場　　所：奥州市胆沢区地内　国道397号線沿い
活動内容：道路清掃活動
参加人数：Ｌ９名

日　　時：10月８日（水）　６：00〜
場　　所：道の駅周辺
活動内容：清掃活動
参加人数：９名、事務局
朝の掃除は気持ち良いですね！

日　　時：10月９日（木）　6：00〜7：30
場　　所：国道282号貝梨峠約３㎞と分水嶺公園内
活動内容：清掃活動（ごみ拾い）
参加人数：Ｌ８名、事務局１名
例年安代LCはライオンズデーに国道282号貝梨峠を中心に清掃活動をしています。
写真はごみ分別後のものです。

日　　時：10月９日（木）　10：00〜13：00まで
場　　所：滝沢市　鞍掛山登山口、相の沢キャンプ場　駐車場周辺
活動内容：相の沢キャンプ場や鞍掛（くらかけ）山周辺を訪れる皆さんを、きれいな駐車場で迎えるため清掃・環境整備活動を実施しました。
参加人数：Ｌ５名　家族会員 ２名　事務局、商工会職員 ３名　計10名
滝沢LCならでは？自然の中で「青空例会」の後には、お弁当と会長手づくりの「芋の子汁」
をいただきながら、楽しいライオンズデー＆例会となりました。家族会員、商工会の職員
の皆さんと活動を通して交流も深められました。その様子は、滝沢市のホームページへ掲
載いただいております。（http://www.city.takizawa.iwate.jp/news261009）

1R1Z

1R2Z

2R1Z

2R2Z

3R1Z

安代LC

石鳥谷LC

江釣子LC

胆沢岩手LC

滝沢LC

イ オ ン ズ 奉 仕ラ

ライオンズ奉仕デー活動報告
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日　　時：10月８日（水）　11：00〜12：30
場　　所：千厩中学校イベントホール
活動内容：「26年度千厩中学校薬物乱用防止講座」の開催
参加人数：６名
クラブ事業として５年目を迎える。５年前、陸前高田LCの地区名誉顧問 故金野ガバナーの熱意
とご尽力によって始まった事業です。金野ガバナーが大震災で亡くなられた後、水沢LCの及川
ライオンの熱意とご厚意によって見事に引き継がれた事業です。今日では千厩中学校の教育カリ
キュラムに組み込まれ、教育活動の一環、保健の授業（２時間）として立派に行われております。

日　　時：10月４日（土）　６：00〜７：00
場　　所：弁慶の森
活動内容：草刈及び植木剪定等、環境整備作業
参加人数：11名
平泉は弁慶が逝去したところ、和歌山県田辺市は弁慶が生まれたところという伝説が縁で、
1979年に田辺LCより松を送られ「弁慶の森」と称し、以後管理を行っています。今回、メ
ンバー11名で除草、剪定作業を行いました。

日　　時：10月17日（金）　14：30〜15：15
場　　所：鎮魂の碑　（竹駒町）
活動内容：碑の清掃、草取り、草刈り、枯れ木、枯葉等清掃作業
参加人数：６名
今回は、翌日18日に大船渡五葉LCが大阪西LCの方々を同行し鎮魂の碑に来られる予定の為、
改めて清掃活動を致しました。たびたび、地主の岩崎氏等に清掃活動していただいており
ますので、草もあまり伸びていないので、理事会・例会にて少人数で作業をする事にしま
したので、６名の参加となっております。

日　　時：10月８日（水）　10：30〜11：30
場　　所：久慈市十八日町交差点付近
活動内容：赤い羽根共同募金活動
参加人数：７名
同日、平和ポスター展示作業もあり少人数でしたが、秋晴れの中、気持ちよく募金活動で
きました。久慈市名物の市日でもあり、観光にいらした方にも快く募金していただきました。

日　　時：10月４日（土）　10：30〜12：30
場　　所：釜石市保健福祉センター前
活動内容：花壇整備、植栽
参加人数：14名
東日本大震災の大津波で浸水した釜石市保健福祉センター前の花壇の整備と、小菊外草花を
植栽しました。同場での震災後継続年数３年。

3R2Z

4R1Z

4R2Z

5R1Z

5R2Z

千厩LC

陸前高田LC

久慈LC

釜石リアスLC

平泉LC

活 動 報 告デ ー

ライオンズ奉仕デー活動報告
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大船渡グラウンド・ゴルフ協会
畑中会長より競技説明を受ける綾里中学校生 開会式の綾里中学校生開会式風景

プレイ中アドバイスを受ける綾里中学生
右側より、優勝の池田廣、準優勝の炭釡富士夫、

第３位の佐藤勝利の各氏お昼のトン汁、おにぎり配布に長蛇の列

第13回大船渡ライオンズクラブ杯
チャリティーグラウンド・ゴルフ大会開催される

大船渡ライオンズクラブ会長　L. 鈴木　弘

10月18日（土）大船渡市の
盛川河川敷グラウンド

にて素晴らしい秋空のもと気仙
各地より250名の参加者にて、
一関ライオンズクラブと、市内
企業の協賛をいただき開催され
ました。

この大会は、【青少年健全育
成事業の継続実施】、【市民総参
加による健康増進を図るため】、

【チャリティー募金を活かした

青少年健全育成活動の推進】と
あわせた大会で、今回の募金の
贈呈先は、綾里中学校を予定し
ており、同校から11人が大会に
参加しました。

出場者、24ホール（12ホール
×２ランド）を回り総打点を競っ
た。

綾里中学校の生徒が参加した
グループでは、じいちゃん、ば
あちゃんと孫ほどの年齢差ある

生徒に声を掛けアドバイス、
ホールインワンを出す生徒もお
り素晴らしい交流大会となりま
した。優勝（池田廣）、準優勝（炭
釜富士夫）第３位（佐藤勝利）
各氏はじめ上位入賞者の皆様に
カップ等授与されました。

尚、平成28年秋のいわて国体
グラウンド・ゴルフ競技がこの
地で行われる事に決定しており
ます。

デッカイ感動！　デッカイ夢！　デッカイ未来！
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スポーツを通じた青少年健全育成

西根ライオンズクラブ会長　L. 工藤　毎代

「青少年健全育成」のテー
マに従い、わが西根ラ

イオンズクラブでは４種目の小
学生スポーツ大会を主催してお
ります。

９月27日（土）の第13回目とな
る野球大会を皮切りに、10月４
日（土）、５日（日）は第11回目の
バレーボール大会、10月12日

（日）、13日（月）には第25回目の
ミニバスケットボール大会、更
に10月13日（月）には第29回目の
サッカー大会と３週に渡って立
て続けに開催されました。それ
ぞれのスポーツ関係役員の方々

並びに保護者の方々には準備か
ら開催、そして運営に至るまで
すべてお願いし、我々ライオン
ズの役目は何なのだろうかと思
いながら、まかせっ切りで終了
しました。しかし、それぞれの
種目に出場した選手達は全員キ
ラキラと輝いて見え、我々主催
者の方が勇気と感動をいただい
た感じがします。ある種目では、
南は陸前高田市、一関市から、
北は久慈市、二戸市に至るまで
岩手県全域から参加して頂きま
した。また子供たちを引率して
くださった保護者の方々も含め

延べ1300～1400人くらいの方々
が八幡平市においで下さったも
のと思われます。本当に有難う
ございました。

これらの大会は今後もぜひ続
けて行かなければならないとつ
くづく感じました。我々の行っ
ていることはささいな事業です
が、それを支えて下さっている
方々が一生懸命に尽くされてい
る姿に、本当に頭の下がる思い
でいっぱいでした。

さらなる感動と誇りを持って
次年度へ引き継ぎたいと願って
おります。

デッカイ感動！　デッカイ夢！　デッカイ未来！
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1R1Z

盛岡LC

4日 アイバンク街頭PR活動
8日 岩手国体関連事業への寄付
8日 世界ライオンズ奉仕デー　岩手護国神社清掃と清掃用具寄贈

13日 緑生園・盛岡ラグビースクール支援
10日 暴力団追放街頭キャンペーン

盛岡不来方LC
4日 アイバンク街頭PR活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー　盛岡城跡公園大広間清掃奉仕・清掃用具寄付

10日 暴力団追放街頭キャンペーン

盛岡中津川LC
4日 アイバンク街頭PR活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー　盛岡城跡清掃奉仕と竹ぼうき寄贈

10日 暴力団追放街頭キャンペーン

盛岡観武LC
4日 アイバンク街頭PR活動

10日 暴力団追放街頭キャンペーン
25日 ひかりの箱募金　街頭募金・PR活動

盛岡南LC

4日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
4日 アイバンク街頭PR活動

10日 暴力団追放街頭キャンペーン
16日 LCIF$20献金

滝沢LC 9日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃活動
玉山姫神LC ー

1R2Z

岩手LC
4日 岩手町秋まつり百年山車作製

19日 岩手ライオンズカップ野球大会
25日 献血推進活動

二戸LC

2日 「ポスター」と「書」コンクール
5日 世界ライオンズ奉仕デー　桜の木支柱立て
8日 カシオペア安全安心ちびっこまつり

12日 第38回ライオンズクラブ県下少年剣道選手権大会

西根LC

4〜5日 第11回西根ライオンズ小学生バレーボール選抜交流会
12〜13日 第28回西根ライオンズカップ争奪少年ミニバスケットボール大会

13日 第28回西根ライオンズカップ争奪少年サッカー大会
15日 八幡平市市民憲章推進協議会
16日 ライオネスクラブ助成金

安代LC
9日 清掃奉仕

15日 八幡平市市民憲章推進協議会協力金
23日 イチョウの木と桜の木の手入れ

2R1Z

花巻LC
8日 世界ライオンズ奉仕デー　自転車道清掃奉仕

17日 「ふれあいの里」創立25周年記念
22日 第1回福祉バザー推進協議会

紫波LC

4日 紫波町タグラグビーフェスタ‘14開催支援
5日 世界ライオンズ奉仕デー　ライオンズ通り清掃

18日 献血推進運動
18日 第二回薬物乱用防止PR活動

石鳥谷LC 6日 献血推進活動
29日 LCIF$1000献金　2名

大迫早池峰LC 12日 ライオンズ杯争奪学童軟式野球大会
19日 ルンビニー祭資金援助

花巻東LC

8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃活動
19日 LCIFチャリティゴルフコンペ支援
19日 LCIFチャリティゴルフコンペに寄付
20日 高村光太郎記念館　清掃活動・植樹
22日 福祉バザー推進会議

東和猿ヶ石LC 26日 ライオンの森「桜香の森」草刈作業
28日 東和小学校卒業記念　植樹

矢巾LC

19日 矢巾町秋祭りでバザー　（事業資金獲得）
19日 献血推進活動
19日 薬物乱用防止呼びかけ運動
19日 ひかりの箱募金活動　（事業資金獲得）
26日 「第二新生園まつり」ボランティア

2R2Z

北上LC

9月1〜30日 資源回収リサイクル
1日 LCIF$1000献金

2、14日 献血推進活動　3箇所
5日 第23回LC少年剣道練成大会
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

19日 北上翔南高等学校鬼剣舞部に青少年健全育成支援金
19日 黒岩太神楽保存会に青少年健全育成支援金
19日 いわて国体メイン会場「ウエルカムボード」寄贈

25、27日 いわて学び希望基金に寄付　3件

和賀LC

3、13日 資源回収
5日 第23回LC少年剣道練成大会
8日 世界ライオンズ奉仕デー　花壇除草・早朝清掃奉仕

25、26日 大槌児童　夏油高原招待ツアー

北上国見LC

5日 第23回LC少年剣道練成大会
8日 献血推進活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

15日 社会福祉方光会「萩の江」交流会

江釣子LC
4日 第23回LC少年剣道練成大会
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

12日 献血推進活動
3R1Z

水沢LC 15日 地域安全・暴力団追放胆江地区民会議
17日 奥州市社会福祉大会

江刺岩手LC 2日 赤い羽根共同募金　街頭ボランティア

前沢LC 19日 献血推進活動
16日 白梅の園　清掃奉仕活動

水沢中央LC 7日 世界ライオンズ奉仕デー　水沢公園時計塔周辺の清掃

水沢中央LC 15日 地域安全・暴力団追放胆江地区民会議
30日 薬物乱用防止講演会（水沢中）

金ケ崎LC

3日 赤い羽根共同募金　街頭ボランティア
12日 献血活動
15日 地域安全・暴力団追放胆江地区民会議
30日 使用済み切手　421枚送付

胆沢岩手LC 19日 直接献血　
3R2Z

一関LC
8日 大船渡LCグランドゴルフ大会支援
9日 世界ライオンズ奉仕デー　釣山公園清掃奉仕

18日 歳末チャリティバザー

平泉LC
4日 世界ライオンズ奉仕デー「弁慶の森」草刈剪定作業

11日 第14回平泉町教育長杯学童野球大会
12日 社会福祉法人幸得会第22回黄金祭

花泉LC 21日 カーブミラー清掃

一関中央LC

1、18日 ピンクリボン啓蒙活動
5日 一関市障害者福祉まつり協賛
5日 第2回わんぱく寺子屋

14日 LCIF$1000献金
19日 月一労力奉仕活動

一関厳美渓LC 3日 使用済み切手　2000枚送付
4R1Z

千厩LC

4日 一関東地区防犯少年柔道大会協賛
8日 千厩中学校薬物乱用防止講座開催

11日 東日本大震災被災地復興支援チャリティバザー開催
25日 千厩小学校学習発表会
24日 復興チャリティコンサート「小田代直子民謡＆歌謡ショー」協力

大東岩手LC 9月29日 献血推進活動
東山LC 24日 復興チャリティコンサート「小田代直子民謡＆歌謡ショー」開催
藤沢岩手LC ー

川崎岩手LC

12日 川崎地域主要道カーブミラー清掃
18日 多摩区民祭で東日本大震災復興支援募金活動
19日 川崎あじさい公園野外トークカフェ支援
24日 復興チャリティコンサート「小田代直子民謡＆歌謡ショー」開催
26日 川崎スポ少年団野球大会支援

室根LC 4日 第8回室根支部スポーツ少年団新人交流大会
26日 ライオンズの森草刈作業

4R2Z
大船渡LC 18日 第13回大船渡LC杯チャリティグラウンドゴルフ大会

陸前高田LC
4日 広田長根岬・鶴樹神社例大祭

17日 鎮魂の碑清掃
18日 大阪西LC被災地訪問案内

住田LC
2日 住田LC会長杯グランドゴルフ大会
7日 献血推進活動
7日 世田米、有住保育園　栗拾い

大船渡五葉LC 7日 横浜LC支援事業に協力
5R1Z

宮古岩手LC

1、3日 赤い羽根共同募金
10日 暴力団追放宮古地区推進パレード協力
10日 宮古地方交通安全大会
29日 大熊手奉納まつり

久慈LC

4日 第12回久慈LC杯学童野球新人交流大会
8日 赤い羽根共同募金

16日 献血推進活動
30日 八戸・久慈自動車道整備促進住民大会実行委員会
30日 LCIF$1000献金

陸中宮古LC

1、3日 赤い羽根共同募金
1日 レディの会奉仕活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー　ライオンズの森　草刈・周辺清掃

10日 暴力団追放宮古地区推進パレード協力
10日 宮古地方交通安全大会
21日 第1回百獣の王ライオンコンペ開催（事業資金獲得）
29日 大熊手奉納まつり

田野畑LC ー

岩泉龍泉洞LC 1日 児童生徒集団登校　安全運動
30日 LC管理花壇除草及び片付け

5R2Z

釜石LC

7日 釜石フットボールクラブに活動助成金
7日 釜石市立図書館へ図書寄贈
7日 釜石レオクラブへの活動助成金

13日 世界ライオンズ奉仕デー　尾崎神社清掃奉仕
15日 第400回LL奉仕活動

遠野LC
1日 リサイクル品の回収

11日 献血推進活動
15日 梅園の手入れ

釜石リアスLC
4日 世界ライオンズ奉仕デー　花壇整備

15日 釜石市私立図書館へ書籍寄贈
20日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC 25日 東日本大震災復興支援プロジェクト
陸中山田LC 11日 山田町キッズサッカー大会後援

ライオネスクラブ
西根LS 12日 献血推進活動

レオクラブ
盛岡LEO 25日 ひかりの箱街頭募金
早池峰LEO ー
石鳥谷LEO 6日 献血推進活動
北上LEO ー
一関二高LEO ー
釜石LEO 13日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

10月のアクティビティ

10月のアクティビティ
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世界的経済都市への発展、加速が随所に見
られる、魅力あふれる先端未来都市と、韓国
人の暮らしがにじみでている街の風景が判然
している “仁川” ここで第53回東洋・東南アジ
アフォーラムが行われました。フォーラムテー
マは “寛容” です。『尊重しましょう・そうし
たら尊重されます』国語辞典によりますと “人
の失敗などをとがめだてしないで、いい面を
積極的に認めようとする様子” と解されてい
ます。国際会長と地区ガバナー懇談会で “Ask・
１” と “寛容” の言葉が何回となく発声され、
寛容の理解に苦しみ、第51回福岡フォーラム
が頭をよぎりました。私の邪推かも…

“ロマン” に馳せることを忘れていました。
韓国の世界遺産は宗廟を初めとし10箇所

に及び、随所に朝鮮王朝の深い歴史が偲ばれ
ます。水原華城（朝鮮王朝第22代・築城5.7
㎞に及び朝鮮時代を代表する城郭建築（石材
とレンガの組合せ）・宗礼門（朝鮮王朝初代

王の太祖建立、国宝第１号、韓国最古の城門
…焼失復元）・韓国民俗村100万㎡の広大な土
地に貴族、農家の家など多種に亘り朝鮮時代
を彷彿させる。因におなじみ朝鮮時代劇ロケ
地…明洞を初めとする献門、東大門など繁華
街では多種に及ぶ小売商が密集、店の多くが
24時間営業で人、人の波、日本とは一風変
わった商魂のたくましさが随所に感じられ
る。今韓国の景気は最低とか、みじんに感じ
られない。…次回に又、しめくくり、これか
ら訪韓の人は、韓国では車は右側通行のため
横断歩道で安全確認に注意‼

地区ガバナー L. 吉田  昭夫
 （盛岡中津川LC）

訃
　報

大船渡LC
故 L. 田村 蔵右エ門
享年81歳

（1974年10月１日入会）
９月28日ご逝去

胆沢岩手LC
故 L. 小池 専治
享年85歳

（1990年11月入会）
10月13日ご逝去

家族会員 　住田LC　故 L. 佐々木 絹代　享年67歳（2008年11月入会）８月30日ご逝去
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

10月　MJF＄1000献金者
クラブ名 会員氏名 MJF回数

石鳥谷LC 中村　初彦 1
石鳥谷LC 羽川　廣志 1
北上LC 千田　正俊 2
一関中央LC 芦萱　敬一 5
久慈LC 古山　幸夫 1

会　員　動　向
10月　新入会員一覧

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛岡不来方LC
佐々木　　　潤
長　生　正　広
山　口　英　二

盛岡中津川LC

一　戸　三　矢
一　戸　陽　子
岡　田　恵美子
勝　又　由　紀

西根LC 荒　木　巳津雄

西根LC 本　田　哲　也
花巻LC 高　橋　英　子
大迫早池峰LC 瀬　川　　　恭
花巻東LC 藤　原　　　伸
和賀LC 八　幡　　　正
前沢LC 髙　野　教　導
東山LC 佐　藤　喜一郎

藤沢岩手LC
岩　渕　隆　行
菅　原　　　薫
菅　原　み　ね

陸中宮古LC 佐々木　重　勝

陸中山田LC
阿　部　節　子
千　坂　マリ子

浪漫に馳せて！／会員動向
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ア ク テ ィ ビ テ ィ フ ォ ト グ ラ フ

編集後記

盛岡不来方LC

花巻東LC

宮古岩手LC

盛岡レオ

暴力団追放街頭キャンペーン

清掃活動　植樹

赤い羽根共同募金

ひかりの箱街頭募金

二戸LC

江刺岩手LC

花泉LC

陸中宮古LC

花巻LC

金ケ崎LC

大東岩手LC

西根LSC

県下少年剣道選手権大会

赤い羽根共同募金

カーブミラー清掃

赤い羽根共同募金

自転車道清掃奉仕

平和ポスターコンテスト審査会

献血推進活動

献血推進活動

●〈感動〉〈夢〉〈未来〉、この３つは青少年の育成につながっていくデッカイ大きなテーマで
ある。9名の編集委員が活発な意見を出し合って、7月から数えて5回目の11月号まで来た。

●東日本大震災被災のひとつの地区として、復興に力を注いでいることから、10月号の表紙
には近未来にデッカイ希望が実現するように祈りを込めて、山田町の風景を提供させて頂
きました。

●18日のニュースで、大俳優の高倉健さんの訃報を聞きました。「往く道は精進にして、忍
びて終り悔なし」という名言を残しました。無口で不器用、控えめな姿勢と人柄に感動を
覚える好きな俳優でした。

●古いだけが良い訳ではないが、編集委員拝命の最初は1984年、2回目1989年、3回目は
1994年、そして今回となった訳である。歳は重ねても文字との対面はボケ防止になる。
かすかに見え始めた終着駅に向かって、共有できるACTにデッカイ夢のせて…。

編集委員　L. 佐藤博藏

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
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表紙写真：命を守る道
10月号で大きな反響をよんだ『命を守る道』をカラー写真で紹介します。

（撮影地宮古市）
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