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議案審議
第１号議案　前年度地区会計決算報告の承認、
　並びに第64回年次大会の議案とすることの件
第２号議案　第64回年次大会について
第３号議案　キャビネットローテーションの確認
　について
第４号議案　次年度地区ガバナー選出手続きに
　ついて
第５号議案　次年度第一副地区ガバナー並びに
　第二副地区ガバナー選出手続きについて
第６号議案　第３回キャビネット会議について

以上の案件がすべて原案通り承認され、無事閉
会しました。

　11月24日、住田町ホテルグリーンベル
髙勘にて第2回キャビネット会議が行わ
れました。
　会議はキャビネット副幹事Ｌ．佐々木
邦夫（住田ＬＣ）の進行で始まり、最初
に森谷ガバナーの挨拶があり、本年度の
最大の目標である会員数１０％増強につ
いて、達成もしくは達成しつつあるクラ
ブは全体の70～80％、残り20～30％の
クラブは達成がかなり困難である。高齢
化、担い手不足などあると思うが何とか初期の目
標を達成してほしいと話されました。
　引き続きGST Ｌ．吉田昭夫、GLT Ｌ．千葉龍二
郎、GMT Ｌ．髙橋寛の各コーディネータよりそれ
ぞれ前半の活動を報告し、後半に向けての決意
を話されました。
　またFWT  Ｌ．須賀原チエ子より、「東日本復興
支援332複合地区FWTフェスタin宮古」の大会
報告があり、お蔭さまで100名以上の参加があり
盛大に行われた。詳しくは本誌10月号を見て頂き
たい。と成功裡に終わったことの報告があり
ました。
　次に、運営報告がありキャビネット幹事他各委
員長よりこれまでの活動と現状について報告がな
されました。

第２回  キャビネット会議
ライオンいわて編集委員長　Ｌ．熊 谷  千 洋

2017～2018年ライオンズクラブ国際協会 332-Ｂ地区
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　超大型で非常に強い台風21号が日本の南を北
上した１０月２１日、江釣子ライオンズクラブＣＮ
３０周年記念式典を挙行することが出来ました。
　1987年、当クラブは頼もしいスポンサークラブ
の皆様のご尽力により23名のチャーターメンバー
で結成されました。「We Serve」のこころを大切
にし様々な奉仕アクティビティを通じ地域社会に
寄り添い、今では33名が力を合わせ、伝統と誇
りを紡いでおります。そんな誇りある江釣子ライ
オンズクラブの30周年という記念すべきタイミン
グに、会長という名誉と責任のある職を任せてく
ださった先輩ライオンの皆様には、言葉では表せ
ない感謝の念でいっぱいでございます。式典に
向けての数々のサポート、ご指導があってこそ、
無事に北上市長高橋俊彦様はじめ来賓各位、同
志であるたくさんのライオンの皆様のご出席の下
盛大に式典を実施することが出来ました。また、
式典に先立ち、秋田千秋久保田ライオンズクラ
ブ、陸中山田ライオンズクラブとの友好クラブ提
携の調印式を執り行い今後の末永いご縁をお約
束し、輪が広がったことを嬉しく思っております。
　そして、ライオンズクラブ101年目という新たな
100年のスタートでもある今年度の記念事業とし
て、このような不安定な社会情勢の中、未来を担っ
てゆく子どもたちに対し「未来のために今できる
ことを」という思いから、北上市社会福祉協議

会「フードバンク」への会員を中心に募集した食
料品と30万円の寄付、北上市立江釣子中学校へ
の演台の贈呈と同中学校70周年記念実行委員会
への30万円の寄付を行いました。一人では小さな
力かもしれませんが、同じモットーを持つ皆様と
共に取り組んでいけば、次世代へ大きな架け橋
を築くことが出来ると確信しております。
　月日が流れるのはあっという間で30周年はまだ
まだ通過点にすぎません。これからも江釣子ライ
オンズクラブは社会奉仕に精進することを固く誓
い、未来を明るく照らすべく活動を続けてゆきま
す。どうぞ今後とも変わらぬご指導とご協力をお
願い申し上げます。
　結びに、式典にご出席いただきました全ての皆
様と式典の開催にあたり御尽力いただきました全
ての皆様に感謝の言葉を申し上げまして、ご報告
といたします。

江釣子ライオンズクラブ   会長　L.阿部  裕明

未来のために我 に々今できることを
江釣子ライオンズクラブＣＮ３０周年式典報告
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　色とりどりの色彩も豊かな美しい紅葉

を背に10月29日厳美渓温泉「いつくし

園」において、一関厳美渓ライオンズク

ラブCN30周年記念式典、並びに祝賀会を

開催致しました。

　式典にはお忙しい中、一関市長勝部修

様（代理）はじめ県、市議会議員の皆様、

厳美本寺小・中学校長そしてL.森谷潤地

区ガバナーを筆頭に地区役員の皆様、又

遠く埼玉県からご出席をいただいた、姉

妹クラブ越谷中央ライオンズクラブの皆

様と多くの御来賓ブラザークラブの方々

に、ご臨席を賜り心より感謝を申し上げ

ます。当クラブは1988年10月12日一関

中央ライオンズクラブのスポンサーのも

と日本で2901番目、県内で54番目のク

ラブとして誕生いたしました。少人数の

クラブですが和気あいあいとした笑顔

の絶えないクラブです。30周年記

念事業といたしまして一関市

立厳美小学校に、グランド

からもプールからも、ど

こからもはっきりよく見

える両面仕様、高さ5

メートルの屋外ソー

ラー時計を寄贈いた

しました。この事業

は山谷・達古袋・本

寺小学校と同地区校の統合記念の意味も

込められております。祝賀会は一関市立

厳美小学校のブラスバンド演奏、そして

今年度いっぱいで廃校が決まった一関本

寺中学校の鶏舞は、全校生徒14人のうち

の13人が迫力満点の堂々とした舞を披露

していただきました。最後の舞と言う事

もあって胸が熱くなる思いを感じずには

いられませんでした。CN３０周年記念式

典を祝っていただいたご臨席の皆様方に

心より感謝と御礼を申し上げます。

　これを節目に当クラブメンバー一同

益々「ｗｅ  ｓｅｒｖe」の精神で活動し

ていきたいと思います。ありがとうござ

いました。

一関厳美渓ライオンズクラブ　事業委員長　L.伊藤  和江

CN30周年記念式典を終えて
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　すがすがしい秋晴れが続

き、豊穣の歓びに沸く10月10日

（火）、ホテルニュー江刺・イー

ズにおいて森谷潤ガバナーをは

じめ、ご来賓の皆様、スポン

サークラブの皆様、更にはブラ

ザークラブの皆様方多数のご臨

席を頂き、「江刺岩手ライオン

ズクラブ55周年記念式典」を

開催致しました。

　当江刺岩手ライオンズクラブは、県下6番

目のライオンズクラブとして誕生致しまし

た。以来歴代会長を始めとするクラブ会員

が、変化する様々な社会情勢にたゆみない

努力を持って対応しながら今日を迎えること

が出来ました。

　記念事業と致しましては、江刺地区10地

区センターに「屋外用ベンチ」各2台を寄

贈致しました。地域の皆様が足を運ぶ場所

により地域の皆様のコミュニケーションを図

るサポーターとして役立てて頂きたいと思い

ます。

　式典はガバナー始めご来賓の皆様方から

ご祝辞を頂き、滞りなく終了し、その後祝

賀会では、古くから江刺に伝わる伝統芸能

「行山流角懸鹿躍」をご披露し、鹿の太

鼓によるお迎えで始まり、華麗

な躍りの舞で歓びを祝いまし

た。会場では、ご来賓の皆様、

各クラブの皆様の懇親を深め

る様子が見受けられました。

　多くの皆様に江刺岩手ライオ

ンズクラブ55周年をお祝して

頂き、心から感謝致します。

　この場をお借りしお礼の言

葉とさせて頂きます。

江刺岩手ライオンズクラブ   会長　L.菊池  　豊

CN55周年記念式典を終えて

ライオンいわて12月号 7

IWATE



優 秀 賞

佐々木  愛心さん

篠澤  麻衣さん
菊地  千翔さん

ライオンズクラブ国際協会 332-B 地区

2017-2018コンテストテーマ「平和の未来」

優 秀 賞

最

優

秀

賞

最

優

秀

賞

30
審 査 結 果

IWATE

ライオンいわて12月号8



佳

　作

キャビネット特別賞

審
査
委
員
長
特
別
賞

高橋  柊里さん

千田  紬美さん 根井  亜弥さん

戸田  洸颯さん

菅原  朋伽さん

髙橋  彩花さん

相澤  尚毅さん瀬川  千優さん

近江  穂乃花さん 掘口  愛梨さん 細川  　琉さん

菊池  佳浪さん

ガ
バ
ナ
ー
特
別
賞

ガ
バ
ナ
ー
特
別
賞

キャビネット特別賞

佳

　作

審
査
委
員
長
特
別
賞
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　応募規定によるコンテストのテーマ「平和の未来」に従って審査しました。

　全般に、作品を通して「平和」への未来志向の子どもたちの想いが、素直に伝わってきて、どの作

品からも一生懸命に努力して製作した様子がうかがわれて、表現力も完成度と共に質的に充実して

おり好感を持てました。

　しかし、テーマに対する自己の認識に基づくモチーフには、全般に過去に発表された類型的な要

素である地球・平和の象徴の鳩・万国旗・拍手・ハート・手を繋ぐ他民族の子ども達などが多く見ら

れて、身近で独創的なモチーフの発想が少なかったことが残念です。

　ポスター制作の条件として、

　１　一目で知らせる内容がわかること

　２　独創的で印象性が強いこと

　３　造形的な構成が新鮮で美しさがあること

が大切で、この条件が満たされていることが必要です。従って人真似しない、自分の体験や考えを生

かしたオリジナリティが最優先されます。

　まとめとして、国際平和ポスターのテーマは、世界平和というグローバルな課題ですが、自分の日

常生活の中で、いろんな情報を基に平和とは何かを考えて、自分なりの体験を生かし多方向性を見

出して、具現化するためのモチーフを、身近なところから見つけるようにすることが、独創的な作品

制作に繋がり、その様な創作行動が世界平和に貢献することになると思います。

ライオンズクラブ国際平和ポスターコンテスト
審査の講評

審査委員長　熊谷　睦男
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ク/ラ/ブ/紹 /介
台風支援への感謝
５R１Z　L. 佐々木松夫（岩泉龍泉洞LC幹事）

コミュニケーションも計られ、情報交換の場にも
なったようであります。
　設置から丸１年今年１０月３１日をもって閉鎖い
たしましたが、利用者からは、感謝の言葉のみで
ありました。また、行政当局からも感謝の言葉を
いただきました。
　災害は、いつどこでどのように発生するか、想
定できません。常にとは言いませんが、自分の住
んでいる周辺を見渡してみる事も大事かと思い
ます。
　私も子供の頃からチリ津波、三陸フェーン大
火、十勝沖地震などを体験し、被災現場を見た
り、ボランティアなどを経験して参りましたが８月
３０日の災害は、３.１１の災害とは別な意味での
怖さと大変さを実感させられました。今後は、自
然災害に対する支援の在り方等についてＢ地区
でも議論してみてはどうかと思います。

※写真は、１０月３１日の閉鎖前と、１１月１日閉鎖写真です。

　岩泉町は昨年８月３０日の台風１０号により大
きな災害に合いましたが、岩泉にライオンズクラ
ブが有る事から３３２‐Ｂ地区キャビネットをはじ
め、多くのクラブからご支援をいただきました。
　改めて感謝とお礼を申し上げます。
　また、他地区からもボランティア活動や支援物
資もいただき、町当局に届けたところです。
　この台風により、私どものクラブ会員も１９名中
１２名が被害に遭いましたが、現在は自立復興し
通常営業を致しております。
　私は当時、会長をしておりましたが、台風の影
響により、電気や電話が使えず会員の状況が把
握できませんでした。特に、９月初めは、支援クラ
ブへの対応のため幹事との打ち合わせ等で、通
常であれば２０分で行ける所、道路の寸断によ
り、迂回をしなければならず片道８時間かけて幹
事と１時間の打ち合わせをし、翌日の支援者の対
応に当たりました。
　また、当時は幹事も被災をしておりましたが、
役目がら自分の所は後回しにしてボランティアの
対応にあたったところです。
　支援したいとの申し出には、被災者の要望を聞
きながら、被災者が必要とするものを、キャビネッ
トを通じお願いをし、支援していただきました。そ
の中でも、冬を迎える事から避難所生活の中で何
を必要とするのか、聞き取りなどを行い「洗濯に
困ります」という声から、キャビネットにお願いを
し、ランドリーの設置をしていただきました。設置
により避難所内での干場の問題が解消され、子
育て中の方や高齢者家族の方には気兼ねなく洗
濯が出来る事から大変喜ばれた所であります。
　仮設住宅に入居しても、洗濯機はある物の干
場が制限される事から乾燥機の利用頻度は上が
るばかりで、清掃管理が大変でありました。
　特に、今年８月は雨天続きによりフル回転にな
り、利用者間のトラブル等もあり、現会長はトラブ
ル処理に頭を抱えた時もありました。
　しかし、ランドリーがあった事で、被災者同士の
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10月26日／釣山公園の清掃アクティビティ

ます。嬉しいことに、近所の方から「いつも
ご苦労様です」と「感謝の言葉」をいただい
たり、活動を見ていたお客様から発注や見積
もりをいただけたり「ゴミや犬の糞」を拾う
ことで、思わぬ「徳や喜び」が舞い込むこと
があります。「ライオンズクラブの活動」も
同じ「徳を積む」につながると信じ、「利他
の心」と「功徳の気持ち」で新規会員のリク
ルートにつなげていこうと思います。
　昨今の「相撲界」はこれらが少しずつ欠け
ていたのでしょうか「相撲道の復活」を願い
ながらペンを置きます。

　ずいぶん前になりますが、現在の仕事をす
る前にお世話になった社長から頂いた一言が
今でも心に残っています。「菅原君の仕事は
いい仕事だよね」当時、私の仕事は高原のリ
ゾート地で宿泊に来るお客様へのおもてなし
をし、楽しい思い出づくりのお手伝いをする
仕事でした。師と仰ぐ社長が語った「だっ
て、ありがとうと感謝の言葉とお金をいただ
ける仕事だし」さらに、次の年には「お土産
まで」・・・本当にうらやましいよ。
　建設系の仕事で当時は下請けの比率も多
く、「どうしても直接お客様から感謝され
る」という機会が少なかったのだと思いま
す。その後順調に業績を伸ばし今では事業も
拡大していると聞いています。その師と仰ぐ
社長も「滝沢ライオンズクラブ」のメンバー
でもあり、現在でも精力的に活動されていま
す。年次大会でもお会いする時があり、今で
も交流を続けていただいており「感謝の喜
び」を教えていただいた師でもあります。
　さて、我々一関ライオンズクラブは現在、
正会員２１名、家族会員１６名，賛助会員４
名の４１名で活動をしております。ほとんど
のクラブでも直面している、高齢
化とアクティビティの形骸化は我
がクラブでも同じ悩みです。
　今年度会長を引き受け、国際会
長の提言する「We Serve」の原
点に戻り、私が発表したスローガ
ンは「いちのせきを世界一美しい
街にWe Serve」でした。
　具体的には、ゴミ拾いのロング
トグをメンバー全員で用意して
「とにかく街をきれいにする」こ
とで活動しています。私は２頭の
愛犬の朝晩の散歩の際に、クラブ
に入る前から愛犬の糞拾いのつい
でに「運を拾う」活動を続けてい

会員拡大 ̶純増10%達成に向けて̶
L. 菅原  　隆（一関LC会長）感謝の心とライオンズ
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新入会員３名と収穫作業

大洋学園園児の皆さんとの田植え作業

　例会やアクティビティでも慣れないことが
ありますので、その時は声掛けやアドバイス
をしながら交流を通じ同じ仲間としてサポー
トすることに心がけております。
　多くの仲間が正会員になることで、活動の
幅も広がり、地域社会への積極的な奉仕活動
が出来ると思いますし、多くの仲間との交流
を通じひとりひとりが成長の機会を頂いてい
るものと思います。
　私も入会する前からまた入会した直後は色 と々
不安でしたが、出席委員やライオンテーマ等をし
ながら、解らないことなど先輩ライオンが教えて

下さいましたので、その役をしながら
会の一員・ライオンズクラブの組織の
一員としての自覚を持つことが出来ま
した。今でも感謝しております。私もそ
の様に入会予定者や新入会員に対して
先輩ライオンのようになって行きたい
と思っております。
　まだまだ会員数を増やしていかな
ければならないと思いますので、こ
れからも全ライオンが積極的に声掛
けや、ライオンズ以外のそれぞれの
交流を通じて仲間を増やしていきた
いと思っております。

　大船渡ライオンズクラブの現
在の会員数は２３名となってお
り当クラブも会員拡大に向け取
り組んでおります。
　より多くの新たなライオンを
迎え入れるために、ひとつは、
賛助会員としてライオンズ活動
に参加いただき、例会・事業活
動・アクティビティなどを通じ
てライオンズクラブを少しずつ
理解頂き、メンバー皆で社会奉
仕や交流をしながら正会員に
なって参加促進を図っておりま
す。今年度も賛助会員から１名の正会員が生
まれました。
　現在も賛助会員が３名在籍しております。
　また、各ライオンがそれぞれの会社事業・
友人知人に対して入会対象者にライオンズク
ラブの魅力を伝えながら、地域への貢献や活
動の可能性を知っていただき、ライオンズク
ラブの存在意義やこれまでの歴史・先輩ライ
オンの活動などを話しをして、友好的な環境
を作りながら新入会員の拡大を図っておりま
す。昨年度２名・今年度２名と新たに会員と
なりました。

会員拡大 ̶純増10%達成に向けて̶
L. 榊原  昌宏（大船渡LC会長）会員拡大の取組について
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1Ｒ1Ｚ

盛岡LC
20日 ＬＣＩＦ＄２０献金
20日 ひかりの箱募金

盛岡不来方LC
～8日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
22日 IBCラジオ  チャリティーミュージックソン募金
29日 ＬＣＩＦ＄２０献金

盛岡中津川LC 1日 南部藩墓地清掃作業

盛岡観武LC

5日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
12、23日 こども食堂
16日 直接献血
17日 小鳥の巣箱点検・清掃
24日 ＬＣＩＦ＄１０００献金

盛岡南LC

3日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
12日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
13日 ひかりの箱募金
21日 ＬＣＩＦ＄２０献金

滝沢LC
2日 ＬＣＩＦ＄２０献金
29日 ひかりの箱募金

玉山姫神LC ９日 ＬＣＩＦ＄２０献金
1Ｒ2Ｚ

二戸LC

10月1日 第40回少年剣道選手権大会
5日 ガールスカウトへ制服助成金贈呈

5日 いわて国体剣道競技記念プレート
二戸市へ寄贈

5日 九戸城のぼり旗・ポール二戸市へ寄贈
22日 ＬＣＩＦ＄２０献金

西根LC

3日 八幡平市民憲章推進大会
7日 献血推進活動
～15日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
13日 ＬＣＩＦ＄２０献金

安代LC
14日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金
～９日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

2Ｒ1Ｚ

花巻LC

5日 第40回花巻市少年剣道親善大会
10日 「こぶし苑」苑生との昼食交流会
11日 花巻市民憲章運動推進大会
22日 ＬＣＩＦ＄２０献金

紫波LC
24日 ＬＣＩＦ＄20献金
～27日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
29日 ひかりの箱募金

石鳥谷LC 30日 ひかりの箱募金

花巻東LC

13日 清光学園に新米60㌔寄贈
24日 薬物乱用防止教室
5日 少年剣道親善大会
20日 ＬＣＩＦ＄２０献金
28日 レディース委員会（事業資金獲得）

東和猿ヶ石LC
20、24日 薬物乱用防止教室　２ヶ所
24日 東和小学校卒業記念植樹写真提供

矢巾LC

8日 矢幅駅環境整備
15日 ひかりの箱募金

22日 矢巾町秋祭りでのチャリティバザー
益金を社会福祉協議会に贈呈

2Ｒ2Ｚ

北上LC

10月1日～31日 資源回収リサイクル活動
5日 LC少年剣道練成大会
12日 環境整備奉仕
15日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金

19日 東日本大震災復興支援事業
被災地視察と買い物ツアー

和賀LC

2、8、16、24日 資源回収活動
5日 LC少年剣道練成大会
10日 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金
15日 ＬＣＩＦ＄２０献金
15日 年賀状で特殊詐欺防止啓発活動

北上国見LC

4、5日 LC少年剣道練成大会
12日 早朝清掃奉仕
15日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金
22日 山百合の植栽
23、24日 献血推進活動
27日 ひかりの箱募金

江釣子LC

１０月21日 江釣子中学校へ演台を寄贈
１０月２８日 資源回収
5日 LC少年剣道練成大会
～８日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
12日 献血推進活動
20日 ＬＣＩＦ＄２０献金
27日 資源回収

3Ｒ1Ｚ

水沢LC

4日 水沢フラワーロード全体作業
5日 献血推進活動
14日 ＬＣＩＦ＄２０献金
29日 歳末たすけあい募金

江刺岩手LC
４、５日 江刺警察署長杯さわやか野球大会
8日 奥州市体育協会賛助金
20日 ＬＣＩＦ＄２０献金、ＬＣＩＦ＄１０００献金

前沢LC
3日 白梅の園、明峰支援学校主催福祉

の里まつりに協力

19日 献血推進活動
22日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金

水沢中央LC

4日 水沢フラワーロード全体作業
14、15、30日 薬物乱用防止講演会
24日 ＬＣＩＦ＄２０献金
29日 水沢LC合同チャリティバザー益金贈呈
30日 ひかりの箱募金

金ヶ崎LC

5日 金ヶ崎町１周駅伝競走大会、女子駅伝大会　協賛
23日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
22日 ＬＣＩＦ＄２０献金
26日 高田松原復興支援

胆沢岩手LC ー
3Ｒ2Ｚ

一関LC
28日 ＬＣＩＦ＄２０献金
30日 ひかりの箱募金

平泉LC
24日 ＬＣＩＦ＄２０献金
24日 ひかりの箱募金

11月のアクティビティ
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花泉LC

3日 花泉LC杯ソフトボール大会
27日 献血推進活動
27日 ＬＣＩＦ＄２０献金
30日 ひかりの箱募金

一関中央LC

11、12日 一関中央LC旗争奪一関地方中学校新人サッカー大会
13日 ひかりの箱募金
15日 交通事故防止啓発活動協力金
17日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金
25日 特別老人ホーム「福光園」慰問

一関厳美渓LC ー
4Ｒ1Ｚ

千厩LC
6日 チャリティバザー益金を社会福祉協議会へ贈呈
24日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金

大東岩手LC
23日 ほのぼの寄席支援
24日 ＬＣＩＦ＄２０献金
24日 ひかりの箱募金

東山LC

7日 通学路清掃奉仕
14日 東山町野球協会長杯少年野球岩手南大会支援
21日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金
21日 ひかりの箱募金
28日 献血推進活動

藤沢岩手LC
4日 ライオンズバザー（事業資金獲得）
21日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金
21日 ひかりの箱募金

川崎岩手LC 18日 川崎市多摩区民祭「ふるさと物産展」支援
室根LC 11日 ブックスタート事業絵本贈呈

4Ｒ2Ｚ

大船渡LC
14日 ＬＣＩＦ＄１０００献金２名
19日 ライオンズ農園の野菜を大洋学園へ寄付
21日 声の図書館の点検と整備

陸前高田LC
7日 直接献血　３名
16日 LCIF＄20献金

住田LC ー

大船渡五葉LC
22日 ＬＣＩＦ＄２０献金
23日 有料従業員表彰式　協賛

5Ｒ1Ｚ

宮古岩手LC
1日 正しい交通ルールを守る運動宮古地方交通安全大会
20日 ＬＣＩＦ＄２０献金

宮古岩手LC 23日 宮古市社会奉仕大会

久慈LC
2日 使用済み切手　1500枚送付
14日 社会福祉協議会法人募金協力

陸中宮古LC

1日 正しい交通ルールを守る運動宮古
地方交通安全大会

1、14日 レディの会奉仕活動
12日 宮古サーモン・ハーフマラソン大会
16日 百獣の王ライオンコンペ（事業資金獲得）
20日 ＬＣＩＦ＄２０献金
23日 宮古市社会福祉大会
28日 ひかりの箱募金

田野畑LC -
岩泉龍泉洞LC 21日 献血推進活動

5Ｒ2Ｚ

釜石LC

6、16日 ラグビーワールドカップ支援
9日 ひかりの箱募金
15日 第４３７回LL奉仕活動
17日 ＬＣＩＦ＄２０献金
18日 ライオンズカップ杯少年サッカー交流大会

遠野LC
15日 リサイクル品回収
22日 ＬＣＩＦ＄２０献金

釜石リアスLC
22日 使用済み切手　1000枚送付
24日 ＬＣＩＦ＄20献金
28日 釜石復興支援コンサート

大槌LC
3日 大槌町民剣道大会協賛
5日 おおちゃんカップ（少年野球大会）協賛

陸中山田LC
8日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
27日 ＬＣＩＦ＄１０００献金、ＬＣＩＦ＄２０献金
27日 ひかりの箱募金
ライオネスクラブ

西根LS
15日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
16日 ＬＣＩＦ＄２０献金

レオクラブ
盛岡LEO 5 ひかりの箱募金活動
石鳥谷LEO ー
北上LEO 12 環境美化奉仕・緑化推進
一関二高LEO ー
釜石LEO ー

11月　新入会員一覧
クラブ名 会員名（新入／再入／転入）

盛岡南LC
及　川　公　博
田　口　昭　隆
藤　澤　達　彦

紫波LC 鮫　口　　　保

一関LC
菅　原　奨　太
菅　原　由　香

一関中央LC
小　山　始　彦
志　田　秀　樹

陸前高田LC 村　上　　　勤

11月　LCIF＄1000献金

クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡観武LC 三　上　　　誠 1
安代LC 山　本　昭　人 1
北上LC 菅　原　好　昭 1
北上国見LC 佐々木　正　幸 2
江刺岩手LC 菊　池　　　豊 1
前沢LC 菊　地　淨　雄 1
一関中央LC 菊　地　慶　矩 6
千厩LC 小野寺　　　守 2
東山LC 佐々木　賢　治 3
藤沢岩手LC 佐　藤　滝　雄 2
大船渡LC 崎　山　陽　一 1
大船渡LC 金　野　栄　一 1
陸中山田LC 梶　山　忠次郎 1

会　員　動　向
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　キャビネット事務局より、今月の「訃報」なし。のメールが来る
とホッとします。次回もないことを祈りながらの編集作業に追わ
れて半年が過ぎました。
　さて、各地から雪の便りが聞こえる季節ですが気仙地方も少し
雪がパラついてきました。皆様におかれましてはお体に気を付け
て良い新年を迎えられるようご祈念申し上げます。これからもラ
イオン誌のご愛読・ご協力よろしくお願い致します。

（編集委員長　L.熊谷千洋）

編　集　後　記

二戸LC 室根LC

国体プレート寄贈

北上LC

花壇整備 ブックスタート

盛岡中津川LC 江釣子LC

南部藩墓地清掃

盛岡観武LC

青山児童公園清掃 資源回収

千厩LC 花巻LC

社会福祉協議会へ寄贈

釜石LC

障害福祉サービス事業所「こぶし苑」  昼食交流会 ラグビーW杯カウントダウンボード 制作費支援

釜石リアスLC 大槌LC 花巻東LC

釜石復興支援コンサート レディース委員会  陶芸（箸置き）制作歳末助け合い募金活動

《表紙の写真》 普門寺　雪の三重塔
　杉の巨木の参道を昇っていくと、奥州三十三観音二十九番礼所
である曹洞宗の古刹海岸山普門寺があります。静寂な佇まいを見
せる庭の奥には、三重塔（県指定有形文化財）があります。各層と
も軒の意匠にそれぞれ違った工夫が凝らされており、気仙大工の
独特な技が見られます。また境内のサルスベリは県内最大の木で
県指定天然記念物となっており、夏から秋にかけて真赤な花が見
事に咲きます。
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