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332-B地区 アクティビティスローガン

福祉に貢献 We Serve
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　年明け早々、地区ガバナー候補者資格審査会が
メトロポリタン盛岡・NEW WINGで開かれ、近
年にない緊張感を以って応じガバナー候補者とし
て所信表明を発表させて頂きました。その後、第
64回年次大会代議員会に次期ガバナーエレクトと
して、参加者多数の賛同を頂き地域のリーダーと
して責任の重さを痛感し、同時に身に余る光栄と
感じております。
　私事、振り返ってみますとライオンズクラブに
入会して満20年になりました。その間、クラブ
の精神は、固い絆で結ぶWe Serveが基本で、初
代会長メルビン・ジョーンズ氏開祖来100年を経
過し会員も1,426,000人に達し、今年は折り返し
102年になります。「我々は奉仕する」は拡大の一
途をたどるなかで、ガバナーが果す役目は日本
ライオンズの指針としてグローバルアクション

（GAT）の認識と高揚。これはGLT（指導力育成）、
GMT（会員増強）、GST（奉仕活動）、この内容
を熟読吟味する事により最終的にはその支援がク
ラブに活気をもたらし、レベルアップが奉仕に繋
がることでしょう。外にLCIFも同様と考えて頂
ければ各々クラブが健康的活動を営む糧になると
信じます。これを基本に私はガバナーテーマとし

てのアクティビティスローガン「福祉に貢献 We 
Serve」の標語を我々地域生活習慣で会員の皆様
が大なり小なりGLT、GMT、GST、LCIFを心身
ともにアクションを起こす事により生まれるもの
と確信致しております。
　次に、◎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」はグローバルア
クション（GAT）を会員の末端まで声掛け運動
をおこない、まず自らライオン基本理念を“内か
ら外へ、外から内へ”と活動する事により、クラ
ブ会員のモラールアップが出来るものと考えま
す。この標語の根幹は、東日本大震災の義援金、
台風10号時の消毒用消石灰100袋、作業着（上下）、
ジャンバー100着、コインランドリー設置等々の
援助は社会に貢献できる最高のアクティビティと
誇れるもので、ライオンズマンとして会員増強に
大いに役立つと思います。
　最後になりますが、福沢諭吉の遺訓を引用する
なら“人の為に奉仕して決して恩にきせない事”こ
の精神を活かし、勝っておごれる事なく　負けて
悲しまず　の心根を以って、キャビネット役職員
一同会員の皆様と共に精進しますので、ご協力の
程お願い申し上げます。

�

ライオンズクラブ国際協会332−B地区

地区ガバナー就任にあたって

 地区ガバナー　L．猿舘 伸俊（盛岡南LC）
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ライオンズクラブ国際協会・332複合・332-B地区
2018～2019年度　スローガン・テーマ

 
《国際会長テーマ》

We Serve
 

《332複合地区アクティビティスローガン》
東北の次世代に 未来を拓く ライオンズの力
 

《332-B地区アクティビティスローガン》
福祉に貢献 We Serve

 
《332-B地区ガバナーテーマ》

我れ・我が友 L字の誇り
ライオンの架け橋となれ

 
地区ガバナー重点目標

1．東日本大震災完遂支援
・脱仮設住宅への支援

・心のケアの支援

2．会員の増強
・会員の増強は組織の絶対使命

・退会防止（リテンション）の工夫
・女性会員の増強

3．青少年健全育成
・薬物乱用防止の啓蒙活動

・ライオンズクエストの推進
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　先の住田町年次大会代議員会で第一副地区ガバ
ナーとして承認頂きましたL.平野です。これま
で一年間、第二副地区ガバナーとして、森谷ガバ
ナー、猿舘第一副地区ガバナー、各ライオンにご
指導ご協力賜り慈に感謝と御礼申し上げます。特
にも森谷ガバナーにおかれましては複合地区の議
長としてご活躍されましたことに敬意を表したい
と存じます。
　さて、昨年２月アガルガ国際会長が突如来日さ
れセミナーが開催されました。セミナーには元国
際会長山田L始め日本ライオンズ役員の面々が同
席されました。
　セミナーでは様々なお話が有りましたが、特に、

「会員増強」の話題に集中致しました。オセアル
地区の中で日本ライオンズがリーダーシップをと
り、引いては、世界ライオンズクラブを日本が牽

引していって欲しいとの強いメッセージが提示さ
れました。すでに332複合地区では会員増強につ
いてはスタートしておりますが、ここにきて更な
る数値目標が設定されております。
　ライオンズクラブの事業は多岐に渡りますが、
この「会員増強」はやらなければならない大命題
であります。各種事業を消化しながら、新入会員
を増やすと共に、退会者防止策としてもより楽し
いライオンズクラブ活動が出来るよう、猿舘ガバ
ナーの元で努めて参ります。
　各ライオンのご協力をいただき332-B地区事業
活性化に邁進する所存ですので各ライオンにおか
れましては一層のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願
い申し上げます。

　昨年シカゴの国際大会閉会式の場で、金野幸造
前ガバナーから胸のエレクトリボンを外していた
だき晴れてガバナーとなり、早いもので一年が経
ちました。複合の議長と地区ガバナーの兼務とい
うこともあり、振り返ると無我夢中の一年だった
ように思われます。兼務ということもあって、い
ずれも半ばという反省もありますが、会員の皆様
方の絶大なご協力で、お陰様で職務を全うさせて
いただきました。
　ガバナーの仕事として、最大のものは勿論、会員
の維持、増強でございます。このことについても、
皆様方には深くご理解をいただき、結果として複
合地区の中で上位の成績を残すことができました。

　さて、いよいよ盛岡南キャビネットのスタート
となりました。『アクティビティスローガン』は《福
祉に貢献 We Serve》であり、ライオンズクラブ
の究極の思いが込められており、『ガバナーテー
マ』は《我れ・我が友 L字の誇り ライオンの架
け橋となれ》であります。何と心強い言葉であり
ましょう。舞台は整いました。盛岡南キャビネッ
トの皆さんには、ガバナーを先頭に楽しく、さら
に力強い運営をしていただく事をご期待申し上げ
ますし、私も名誉顧問会議長として、及ばずなが
らお手伝いさせていただきます。みんなで頑張り
ましょう。

第一副地区ガバナー就任にあたって
 第一副地区ガバナー　L．平野 喜嗣（盛岡LC）

ご挨拶
 地区名誉顧問会議長　L．森谷 　潤（住田LC）
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　私事、和賀郡東和町（当時）出身で縁あって北

上に店を構え、北上国見ライオンズクラブに37歳

で入会し、今年で早29年目と成りました。

　その間仕事・ライオンズクラブで色々な方々と

知り合いに成りお付き合いをさせて頂き、物の考

え方、人との付き合い方を学び北上の地で何とか

過ごして参りました。

　そんな中去る５月13日の第64回年次大会に於い

て第二副地区ガバナーエレクトに任命されまし

た。浅学な私には身に余る光栄であると共にその

重責に身の引き締まる思いであります。が、向う

２年間332-B地区ガバナー L.猿舘伸俊、第一副

地区ガバナー L.平野喜嗣、両氏にご指導を頂き

2020年には精一杯の努力を惜しまず続けていく決

意で有ります。皆様及び各クラブの活力、熱気を

そのまま受け入れながら絆を深め、アクティビ

ティを模索して行きたいと思います。

　2018年度332-B地区ガバナーテーマ「我れ・我

が友 L字の誇り ライオンの架け橋となれ」を行

動指針として先ずは如何か今年１年宜しくお願い

致します。

第二副地区ガバナー就任にあたって
 第二副地区ガバナー　L．菊池 徳男（北上国見LC）

　2018〜2019年、ガバナーL.猿舘伸俊のもとで

キャビネット幹事を務めることになりました、盛

岡南ライオンズクラブ所属、L.舘澤繁信です。

2011年震災の年の７月１日より、ライオンズの会

員になりました。ライオン歴７年と経験は浅いで

すが、前年度よりオブザーバーとして、積極的に

L.猿舘伸俊のご指導のもと、各会議に同伴させ

ていただき、短期間での教育を受けました、努力

はしておりますが、諸先輩の皆様のご協力がまだ

まだ必要です。

　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」L.猿舘伸俊のライオン

ズクラブウィサーブへの熱い思いと、グローバル

アクションチームの指導のもと、次世代につなが

るように332-B地区の発展に、少しでも力になる

よう努める所存でございます。

　ZCの皆様、各委員長の皆様、ホストクラブの

皆様、会計、副幹事、事務局員。キャビネット運

営の為、どうかよろしくお願い致します。

　最後に、みんなで岩手〜世界平和の為頑張りま

しょう。

キャビネット幹事　就任のご挨拶
 キャビネット幹事　L．舘澤 繁信（盛岡南LC）
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1R1Z
L．川村 　勲

（盛岡南LC）
　この度、L.猿舘伸俊ガバナーより1R1Zゾーン・

チェアパーソンの任命を受けました。盛岡南LC

所属L.川村勲です。一年間、どうぞよろしくお

願い致します。

　今期、ガバナー重点目標は３点です。そのう

ち「東日本大震災復興完遂支援」と「青少年の健

全育成」については７クラブの会長、地区担当役

員と相談をしながらゾーンとして事業を実行した

い考えでおります。また、猿舘ガバナー肝いりの

最重点目標である「会員増強」は332-B地区111

名純増という具体的な数字目標を示されておりま

す。「会員増強は組織の絶対使命」という猿舘ガ

バナーの力強い方針の下、特にも「退会防止の工

夫」・「女性会員の増強」を強化ポイントとして

1R1Zとしては30名の純増目標を掲げて会員増強

に邁進します。

　この一年間、ガバナー重点目標、なかでも「会

員増強」目標を達成し、1R1ZをPOWER UPさせ、

1R1Z 盛岡LCより輩出される次期L.平野喜嗣ガ

バナーに繋げてまいる所存です。重ねて、一年間

のご協力をお願い申し上げてゾーン・チェアパー

ソン就任にあたってのご挨拶と致します。

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
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　2017〜2018年度、猿舘伸俊ガバナーのご指名に

より地区キャビネット会計を拝命いたしました、

盛岡南ライオンズクラブのL．藤澤正幸です。キャ

ビネット会計という大役を仰せつかり、今更なが

らその責任の重さに身の引き締まる思いです。

　さて、ご承知のとおりキャビネットの運営資金

は会員の皆様から頂いております地区会費等で賄

われております。この資金額は各ライオンズクラ

ブの会員数が基礎となっておりますが、会員収入

としては年々減少傾向にあります。したがいまし

て、今期は大変厳しい予算でありますが、大切か

つ有効に使用させていただき管理していくことが

最大の任務と思っています。

　アクティビティスローガン「福祉に貢献 We 

Serve」、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」の下、三つの重点

目標を遂行すべく使命を全うして参りますので、

ご指導ご協力をお願い申し上げご挨拶とさせてい

ただきます。

　１年間よろしくお願い致します。

キャビネット会計　就任のご挨拶
 キャビネット会計　L．藤澤 正幸（盛岡南LC）
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1R2Z
L．戸舘 誠二

（二戸LC）
　ライオンズの仲間に入れていただいて30年にな

らんとしています。

　ライオンズとはなんぞやから始まり、幹事・委

員長・会長・ゾーンチェアマン（当時）・キャビネッ

ト幹事と数々の役職もやらせていただきました。

　その間私なりにライオンとしての役割も応援頂

きながら一所懸命やらせていただいたつもりでお

りました。

　そしてこのたび２度目のゾーン・チェアパーソ

ンです。

このことは、あなたはライオンとしてまだやるべ

きことをやり残してきたのではないですか? と問

われているのだろうとなと受け止めることにしま

した。

　30年といえば生まれてきた人も30歳、世の中の

すべての環境が変わって当然、変わりました。そ

の変わりようが必然だったのか、私のようなもの

に著しく変化するこの時代の中にあって一ライオ

ンとして力になれるものがあるのだろうか、ある

とすればそれを探し出し、最後のご恩返しはさせ

ていただこう、そう思う次第です。

2R1Z
L．諸岡 勝正

（紫波LC）
　2018年６月を以って紫波LC会長を退いて、少

し休憩と思っておりましたが、クラブ内のメン

バーの強い要請（強要?）もあり、７月からゾーン

チェアパーソンを引き受けることとなりました。

　４年前に大病をし、体力的にはまだ回復期でも

あり、自分の身体は自分が守るをモットーとしな

がらも、引き受けた役職を全うすべき努力し、研

鑽して参ります。

　猿舘次期ガバナーをはじめとして、キャビネッ

ト役員の方針に基づき、「We Serve」の精神で

2R1Zの６クラブの運営をうまく行くかは不安は

ありますが、この１年間を精一杯努力していきた

いと考えます。

　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」の基に取り組んでいく課

題は沢山あります。

　またガバナーの強い方針である「東日本大震災

完遂支援」「会員の増強」「青少年健全育成」とい

う３つの目標を果たしていくためには、まずは会

員の増強という目標、クラブ運営の健全化を図る

にはどうするか、それぞれの課題が山積みであり

ます。

　まだまだ被災地への支援は継続しております

が、完遂を達成するために何を行動し、本当に何

を必要としているのかは依然と答えはなかなか出

ません。しかしながら、本当の支援を実行するに

は色々と継続的な支援体制を構築していかなけれ

ばと思います。

　今後６クラブ合同アクティビティとして、何を

すれば本当の意味のアクティビティとなるかを

色々と探っていきたいと考えております。

　皆様の意見、要望に応えられるかは不安ですが、

どうぞ１年間よろしくお願い致します。
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4R2Z
L．佐々木 初雄

（住田LC）
　この度、ゾーン内のローテーションにより、
4R2Zのゾーン・チェアパーソンという重責を担
うことになり、責務の重大さに身の引き締まる思
いです。
　ゾーン内の大船渡、陸前高田、大船渡五葉、住

田の４つのクラブに332-B地区アクティビティス
ローガンの「福祉に貢献 We Serve」、猿舘ガバ
ナーの「我れ・我が友 L字の誇り ライオンの架
け橋となれ」そして重点目標の①東日本大震災完
遂支援②会員増強③青少年健全育成の三つの方針
のもとガバナーの思いをゾーン内のクラブ員に伝
えるパイプ役として、またゾーン内クラブの要請
をキャビネットに伝えるつなぎ役として目標達成
に微力ながら努力してまいります。
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2R2Z
L．佐藤 安友

（和賀LC）
　猿舘ガバナーのもと、2R2Z ZCの大役を務めさ
せていただくことになりました。皆様のご指導と
ご協力を得ながら責務を全うしたいと思っていま
す。
１．ガバナーアクティビティスローガン・テーマ・

重点目標の普及推進に努める。
２．事業の硬直化、それに伴う財政の硬直化を防

ぎながら組織のマンネリ化を防止し、新鮮味、
活性化に努めたい。

３．会員ひとりひとりのライオニズムの高揚を図
り、We Serveはもとより、I Serveの意識を
もっと高めたい。

　以上３つの目標をもって組織運営を進めたいと
決意を新たにしています。
　特にもライオンメンバーひとりひとりが家庭
で・職場で・地域でI Serveの精神で日常茶飯事
行動するならば、１人の力は小さいけれど、ライ
オンメンバーが居る箇所々で無数のアクティビ
ティが実現していることになります。これぞ大き
なアクティビティではなかろうか。
　このことはやがて道理や道徳にかなった日本社
会を構築することになると思います。

3R1Z
L．遠藤 　敏

（前沢LC）
　この度、猿舘伸俊ガバナーのもと、3R1Zのゾー
ン・チェアパーソンの大役を務めさせて頂く事に
なりました。
　その役割を知るほどに改めて責任の重大さに身
の引き締まる思いです。
　現代社会は情報が氾濫し、生き方も非常に多様
化してきていると言われております。そのような
中でライオニズムに賛同される皆様はそれぞれに

仕事を持ち、又社会的責任や役割を持ったお忙し
い中で活動されておられると思います。であるか
らこそ100年を越える歴史を持つ世界最大の奉仕
団体の一員である事に誇りと充実感のもてる活動
でありたいものです。
　私も微力ではありますが、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」
を胸に、キャビネットそしてゾーン内各クラブの
皆様のご指導、ご協力を賜りながら、一年間頑張っ
てまいりたいと思います。どうぞ宜しくお願い致
します。

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
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　少子高齢化が進み、会員の高齢化など各クラブ
の諸課題もある中、未来もライオンズクラブが続
くよう、ゾーンの責任者としてゾーン内クラブの
健全で活力溢れる運営の為の指導助言するゾー

ン・チェアパーソンの職務遂行のため、ゾーン内
各クラブの三役、そして会員の皆様のご指導・ご
協力をよろしくお願い申し上げます。

5R1Z
L．澤里 　寛

（岩泉龍泉洞LC）
　この度ロテーションにより5R1Zゾーン・チェ
アパーソンに任命されましたL．澤里　寛です。
　挨拶に先立ち当クラブ設立12日後の2011年3月
11日東日本大震災、その６年後の８月30日の台風
10号の大災害において332-B地区キャビネット三
役をはじめ全国のライオンズクラブの方々から被
災者支援、援助を頂きました。心から感謝し御礼
申し上げます。
　県内60番目の設立で一番若いクラブ、また初代
会長、二度にわる大災害に遇い332-B地区クラブ
の皆様から色々なにかとお世話になり面倒を見て

頂きました。
　ZCという大役を契機にライオンズの事を勉強
しなさいとの暖かい心遣いと考えています。
　ZC研修会で学んだ職務、任務を遂行出来るよ
うに努めたいと考えます。
　332-B地区スローガン　福祉に貢献 We Serve
　猿舘伸俊ガバナーテーマ　我れ・我が友 L字の
誇り ライオンの架け橋となれ
　地区ガバナー重点目標である　1. 東日本大震
災完遂支援　2. 会員の増強　3. 青少年健全育成
を目標に5R1Z内５クラブの皆様のご提言、ご協
力を頂きながら又キャビネット三役、前ZCのご
指導を頂きキャビネットの一員として目標達成に
努めたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

5R2Z
L．石田 英人

（釜石リアスLC）
　このたび5R2Zのゾーン・チェアパーソンを務
めさせていただくことになりました釜石リアス
LC所属L．石田英人でございます。よろしくお願
い致します。
　ライオンズクラブに入会させていただいて14年
が過ぎましたが、あまりライオンズのことも勉強
してこなかった私にこの大役が務まるのか非常に
不安に苛まれますが、ゾーン内の皆様方のご協力、
ご支援をいただきながら、一年間頑張っていきた

いと思います。
　東日本大震災から7年が過ぎて被災地の様子も
復旧から復興へと大きく様変わりいたしました。
しかしながら、まだまだ震災の爪痕は大きく残っ
ております。猿舘ガバナーの重点目標である東日
本大震災完遂支援を実行するべく微力ながらお手
伝いできればと思っております。
　今年度は当釜石リアスLCの50周年記念式典が
10月に釜石市民ホールTETTOで開催されます。
震災で被災した釜石が復旧して元気に頑張ってい
るところも併せて見ていただきたく皆様のお越し
をお待ちしております。

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
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�

2018～2019
332-B地区

キャビネット役員名簿
�

 地区ガバナー
GATファシリテーター
L.猿舘 伸俊

盛岡南LC

地区名誉顧問
会議長

L.森谷 　潤
住田LC

第一副地区ガバナー・LCIFキャ
ンペーン地区コーディネーター
L.平野 喜嗣

盛岡LC

第二副地区
ガバナー

L.菊池 徳男
北上国見LC

地区常任
名誉顧問

L.黒澤 康男
盛岡南LC

地区常任名誉顧問・
GST地区コーディネーター
L.吉田 昭夫
盛岡中津川LC

地区常任
名誉顧問

L.筒井 　學
花巻東LC

地区常任
名誉顧問

L.金野 幸造
一関中央LC

地区常任
名誉顧問

L.佐々木 賢治
東山LC

地区常任
名誉顧問

L.種市 一二
釜石LC

地区名誉顧問

L.中村 好雄
北上LC

地区名誉顧問

L.高橋 義太郎
藤沢岩手LC

地区名誉顧問

L.天日 常光
二戸LC

地区名誉顧問

L.宮田 　謙
盛岡LC

地区名誉顧問

L.髙橋 幸喜
平泉LC

地区名誉顧問

L.米谷 春夫
陸前高田LC

地区名誉顧問

L.相原 文忠
盛岡不来方LC

地区名誉顧問
GLT地区コーディネーター
L.千葉 龍二郎

水沢LC

キャビネット
幹事

L.舘澤 繁信
盛岡南LC

キャビネット
会計

L.藤澤 正幸
盛岡南LC

1R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L.川村 　勲

盛岡南LC

1R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L.戸舘 誠二

二戸LC

2R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L.諸岡 勝正

紫波LC

2R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L.佐藤 安友

和賀LC

3R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L.遠藤 　敏

前沢LC

3R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L.小山 仁朗
一関中央LC

4R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L.千葉 康司
川崎岩手LC

4R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L.佐々木 初雄

住田LC

5R1Z ゾーン・
チェアパーソン
L.澤里 　寛
岩泉龍泉洞LC

5R2Z ゾーン・
チェアパーソン
L.石田 英人
釜石リアスLC

GMT地区
コーディネーター
L.髙橋 　寛

和賀LC

FWT地区
コーディネーター
L.柴田 さよ子

滝沢LC

FWT副地区
コーディネーター
L.室岡 澄子
盛岡観武LC

地区年次大会
委員長

L.首藤 節雄
盛岡南LC

地区年次大会
副委員長

L.石原 敏行
盛岡南LC

地区LCIF委員長・
LCIF地区コーディネーター
L.吉田 ひさ子

盛岡LC

地区会則
委員長

L.安達 正志
盛岡南LC

地区国際協調・大会参加・
PR情報・IT委員長

L.尾形 兵吉
盛岡南LC

地区環境保全・
保健委員長

L.齊藤 福也
玉山姫神LC

地区YCE
実行委員長

L.伊藤 壽太郎
大船渡五葉LC

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
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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

地区長期計画・アラート・
復興支援委員長
L.根澤 將藏
盛岡観武LC

地区YCE副委員長・
1R1Z地区YCE委員
L.伊藤 良正

盛岡LC

地区ライオンズ
クエスト副委員長
L.中野 昌明
玉山姫神LC

地区会計
監査委員

L.難波 保夫
盛岡南LC

地区会計
監査委員

L.坂本 良行
玉山姫神LC

1R2Z
地区YCE委員
L.久慈 廣志

二戸LC

2R1Z
地区YCE委員
L.田中 哲明

花巻東LC

2R2Z
地区YCE委員
L.及川 　力

北上LC

3R1Z
地区YCE委員
L.佐藤 恒夫
水沢中央LC

3R2Z
地区YCE委員
L.松倉 　忠
一関中央LC

4R1Z
地区YCE委員
L.高橋 政智

東山LC

4R2Z
地区YCE委員
L.今野 善信
大船渡五葉LC

5R1Z
地区YCE委員
L.佐々木 菊三郎

田野畑LC

5R2Z
地区YCE委員
L.昆　 　清
陸中山田LC

ライオンいわて
編集長

L.荒川 眞知子
盛岡南LC

ライオンいわて
副編集長

L.瀬戸 美栄子
盛岡南LC

ライオンいわて
副編集長

L.晴山 博邦
盛岡LC

ライオンいわて
編集委員

L.星　 憲治
盛岡不来方LC

ライオンいわて
編集委員

L.石杜 　茂
盛岡中津川LC

ライオンいわて
編集委員

L.瀬川 　勉
盛岡観武LC

ライオンいわて
編集委員

L.髙見 幸江
盛岡南LC

ライオンいわて
編集委員

L.真田 早子
滝沢LC

ライオンいわて
編集委員

L.高橋 英雄
玉山姫神LC

キャビネット筆頭
副幹事兼事務局長
L.森岩 　彰

盛岡南LC

キャビネット
副幹事

L.小野寺 平信
盛岡南LC

キャビネット
副幹事

L.宮　 　敦
盛岡南LC

キャビネット
副幹事

L.伊藤 完治
盛岡LC

キャビネット
副幹事

L.白沢 幸一
盛岡不来方LC

キャビネット
副幹事

L.一戸 亜夫
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L.髙橋 幸雄
盛岡観武LC

キャビネット副幹事・
キャビネット事務局委員
L.福士 洋平

滝沢LC

キャビネット
副幹事

L.高橋 靖孝
玉山姫神LC

キャビネット
副会計

L.髙橋 恵子
盛岡南LC

キャビネット
副会計

L.八重樫 仁
盛岡南LC

キャビネット
事務局委員

L.樋下 　光
盛岡LC
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年間主要行事予定表
 2018年7月12日現在

期　　日 事　　　項 場　所 摘　　要
６月11日（月） 次期三役・事務局員セミナー 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館
６月11日（月） 次期地区レオ委員会 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館
６月20日（水） 夏期YCE派遣生壮行会並びにホストファミリーオリエンテーション 住田町 松嶋家
６月23日（土） Lions Quest ライフスキル教育プログラムセミナー 住田町 ホテルグリーンベル高勘

６月29日〜７月３日 第101回国際大会 アメリカ ネバダ州ラスベガス
７月18日（水） 夏期YCE来日生ガバナー表敬訪問並びに歓迎会 北上市 ホテルシティープラザ北上

７月26日（木）
第1回キャビネット会議・第1回ZC会議

盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウイング第1回アクティビティ積立金運用委員会

７月27日〜29日 2018 MD332 YCEサマーキャンプ 岩手県 大船渡市
８月１日（水） ガバナ－公式訪問　2R1Z　花巻・紫波・石鳥谷・花巻東・東和猿ケ石・矢巾 紫波町 夜（ラ・フランス温泉館）
８月３日（金） ガバナ－公式訪問　5R2Z　釜石・遠野・釜石リアス・大槌・陸中山田 夜
８月20日（月） ガバナ－公式訪問　4R2Z　大船渡・陸前高田・住田・大船渡五葉 夜
８月23日（木） ガバナ－公式訪問　4R1Z　千厩・大東岩手・東山・藤沢岩手・川崎岩手・室根 夜
８月24日（金） ガバナ－公式訪問　5R1Z　宮古岩手・久慈・陸中宮古・田野畑・岩泉龍泉洞 夜
８月27日（月） ガバナ－公式訪問　3R1Z　水沢・江刺岩手・前沢・水沢中央・金ヶ崎・胆沢岩手 夜
８月28日（火） ガバナ－公式訪問　3R2Z　一関・平泉・花泉・一関中央・一関厳美渓 夜
８月29日（水） ガバナ－公式訪問　2R2Z　北上・和賀・北上国見・江釣子 夜
８月30日（木） ガバナ－公式訪問　1R2Z　二戸・西根・安代 夜
８月31日（金） ガバナ－公式訪問　1R1Z　盛岡・盛岡不来方・盛岡中津川・盛岡観武・盛岡南・滝沢・玉山姫神 盛岡市 夜（ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング）

第39回地区レオフォ－ラム
８月13日〜16日 キャビネット事務局　夏期休暇

第1回地区YCE委員会
９月30日（日） 大船渡LC　50周年式典 大船渡市 まるしち ザ・プレイス
10月６日（土） 室根LC　20周年式典 一関市室根町 室根体育館
10月14日（日） 釜石リアスLC　50周年式典 釜石市 TETTO、ホテルサンルート釜石
10月16日（火） 地区クラブ会長会議 滝沢市 アピオ　特別会議室
10月28日（日） 陸前高田LC　45周年式典 陸前高田市 キャピタルホテル1000

ライオンズ献血推進研究会
11月12日（月） 第2回キャビネット会議・ZC会議 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館
11月15日（木） 国際平和ポスタ－コンテスト締切（キャビネット） （消印有効）

11月15日〜18日 第57回東洋・東南アジアフォ－ラム 中国 海南市
国際平和ポスタ－コンテスト地区審査会 盛岡市

11月29日（木） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 盛岡市 アイーナ
新会員オリエンテ－ション

12月31日〜１月４日 キャビネット事務局冬期休暇
2019年１月16日（水） 次期地区ガバナ－・第一・第二副地区ガバナ－資格審査会 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館

１月16日（水） 名誉顧問新年会 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館
２月19日（火） 第3回キャビネット会議・ZC会議 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館
４月12日（金） アワード審査会 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館
５月11日（土） 332-B地区第65回年次大会　親睦ゴルフ大会 盛岡市 盛岡カントリークラブ
５月12日（日） 332-B地区第65回年次大会　代議員会・大会式典・祝賀会 盛岡市 盛岡グランドホテル
５月26日（日） 332複合地区第65回年次大会　代議員会・大会式典・議長晩餐会 宮城県
６月５日（水） 第4回キャビネット会議・ZC会議 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡本館

７月５日〜７月９日 第102回国際大会 イタリア ミラノ

 ※変更の場合がございますのでご了承ください。
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夏期YCE派遣生壮行会並びに
来日生ホストファミリーオリエンテーション

岩手医大アイバンクに寄付

岩手日報 2018年6月13日（水）記事

　６月20日（水）、住田町松嶋家において、夏期
YCE派遣生・三上姫呂さんの壮行会が開催され
ました。
　三上さんは、盛岡観武LCのスポンサーを受け、
シンガポールに派遣されます。森谷地区ガバナー
からお土産のバナー等を受け取り、ご両親の三上
盛岡観武LC会長夫妻、猿舘第一副地区ガバナー
からも激励を受け和やかな壮行会となりました。
　また、同時に、今回の来日生受け入れホストファ
ミリーであるL．小野寺惠喜（金ケ崎LC）に対す

るオリエンテーションも行われました。来日生は
フランスからやってくる16歳の男の子で、７月11
日から７月24日までの滞在です。その間、７月18
日にガバナー表敬訪問並びに歓迎会が行われる予
定です。
　地区YCE・レオ・ライオネス委員長L．伊藤壽
太郎が中心となって、「受け入れに関わる諸事連
絡と打ち合わせ」を行い終了しました。
 ※記事中参加者の役職等は当日時点のものを記載しました。
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6月のアクティビティ
1R1Z

盛岡LC ー

盛岡不来方LC
５月28日 JICAボランティアを支援するいわての会支援金

29日 岩手愛児会施設移転新築建設費用協賛募金

盛岡中津川LC
５日 世界環境デー　南部藩墓地清掃作業

８日 LCIF$1000献金

盛岡観武LC
10日・24日 こども食堂

22日 ヘアドネーション

盛岡南LC ー

滝沢LC
19日 滝沢市青少年健全育成標語コンクール

30日 滝沢市青少年育成市民会議

玉山姫神LC
５日 世界環境デー ライオンズ公園の整備事業

29日 使用済み切手　2000枚送付

1R2Z
二戸LC

７日 二戸地区エネルギー懇談会定時総会

27日 二戸市ユネスコ協会定期総会

西根LC 17日 献血推進活動

安代LC ー

2R1Z
花巻LC

２日 2R1Z合同ACT 被災地復興支援買い物ツアー

10日 世界環境デー　「ライオンズの森」整備

紫波LC
９日 「ライオンズの森」環境整備

24日 親子ふれあい子供ニジマス釣り大会後援

石鳥谷LC
17日 草刈清掃・ゴミ拾い

17日 ラットランド留学生歓迎交流会主催

花巻東LC
２日 2R1Z合同ACT 被災地復興支援買い物ツアー

10日 「ライオンズの森」整備

東和猿ヶ石LC
１・２日 「ライオンズの森」草刈作業

19日 献血推進活動　新聞折込広告

矢巾LC ２日 2R1Z合同ACT 被災地復興支援買い物ツアー

2R2Z

北上LC

５月１〜31日 資源回収リサイクル活動

10〜25日 環境保全　花壇整備

14日 献血推進活動　2ヶ所

和賀LC

２日 フードバンクチャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）

３日 花壇整備

13日 献血推進活動

22日 資源回収

25日 フードバンク支援金、食料品寄贈

30日 小学生の体験発表会

北上国見LC

22日 献血推進活動　2ヶ所

19日
老人ホーム北星荘慰問

早朝清掃奉仕

江釣子LC

５月12日、６月22日 資源回収

10日 献血推進活動

14日 チャリティゴルフ（事業資金獲得）

25日 フードバンク

30日 北上市小学生の体験発表会の後援

3R1Z

水沢LC

１日 「環境月間」PR広告掲載

１日 奥州市少年少女発明クラブ協賛会費納入

６日 水沢駒形野球倶楽部へ活動支援金

９日 水沢フラワーロード植栽作業

江刺岩手LC ー

前沢LC

３日 献血推進活動

３日 前沢牛まつり中学生ボランティアに協力

３日 薬物乱用防止パネル展

８日 いわて学び基金送金

水沢中央LC
１日 「環境月間」PR広告掲載

９日 水沢フラワーロード植栽

金ケ崎LC

３日 高田松原復興支援

３日 金ケ崎マラソン協力

22日 金ケ崎観光協会、暴力団追放胆江地区
民会議、社会福祉協議会 会費

26日 金ケ崎町国際交流協会会費

胆沢岩手LC 25日 直接献血

3R2Z
一関LC 24日 献血推進活動

平泉LC ー

花泉LC 30日 使用済み切手　1000枚送付

一関中央LC ６日 使用済み切手　1000枚送付

一関厳美渓LC ９日 草刈り清掃作業

4R1Z
千厩LC 15日 使用済み切手　3334枚送付

大東岩手LC ３日 ライオンズの森草刈り・剪定

東山LC 25日 献血推進活動

藤沢岩手LC
２日 町内保育3施設で花苗植栽

12日 献血推進活動

川崎岩手LC ー

室根LC
３日 森は海の恋人

２日・３日 孝養ハイツ法面草刈り



15ライオンいわて７月号

会員動向 訃　　報

水沢中央LC

故�L．阿部�順吉
享年85歳（1981年７月入会）

６月13日ご逝去

藤沢岩手LC

故�L．藤沢�　誠
享年78歳（2001年3月入会）

6月26日ご逝去

陸中宮古LC
故�L．石川�　昭
享年84歳（1975年6月宮古岩手LC入会、
1982年9月陸中宮古LCチャーターメンバー）
6月19日ご逝去

大船渡LC

故�L．金野�マツヨ
享年86歳（1979年12月入会）《家族会員》

6月15日ご逝去

お詫びと訂正（6月号11頁）
表題が盛岡不来方ＬＣ50周年となっておりました。
正しくは55周年です。お詫びして訂正いたします。
申し訳ございませんでした。

6月　新入会員一覧
クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

安 代 L C

小 野 寺  和 久
勝 又  安 正
関 　  治 人
羽 沢  寿 隆

江 釣 子 L C
菊 池  大 助
佐 藤  　 実

藤 沢 岩 手 L C 千 葉  嘉 文
室 根 L C 村 上  友 善
宮 古 岩 手 L C 地 蔵 堂  友 信

大 槌 L C

阿 部  智 宏
阿 部  美 幸
臼 澤  珠 緒
臼 澤  富 久

2018年6月　LCIF$1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡中津川LC 川 村  勇 司 1

4R2Z

大船渡LC

22日 せきれいの会 声の図書館点検整備協力

24日 「つばきの里」草刈り

24日 ライオンズ農園収穫野菜を太洋学園に贈呈

陸前高田LC

17日 希望ヶ丘病院敷地内草刈清掃

９日・10日 復興・大相撲チケット出張販売

23日 ライオンズクエストセミナー

住田LC 11日 献血推進活動

大船渡五葉LC ー

5R1Z
宮古岩手LC ５日 認定こども園宮古ひかりに姫りんごと梅の木植樹

久慈LC ７日 交通安全事故防止看板設置

陸中宮古LC

６日・12日 レディの会　宮古市老人介護施設桜ケ丘訪問

14日 百獣の王ライオンコンペ（事業資金獲得）

17日 東日本大震災7周年復興祈念
「田野畑LC会長杯マレットゴルフ大会」

26日 宮古サーモンハーフマラソン大会実行委員会

田野畑LC 17日 田野畑LC会長杯マレットゴルフ大会開催

岩泉龍泉洞LC ４日〜28日 済生会岩泉病院前花壇整備

5R2Z
釜石LC 20日 第444回LL奉仕活動

遠野LC
９日 「にこにこ運動会」ライオンズカップ授与

20日 リサイクル品の回収

釜石リアスLC 22日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC
17日 郷土芸能祭で食事提供奉仕

17日 清掃活動

陸中山田LC ー

ライオネスクラブ
西根LS 17日 献血推進活動

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
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《表紙の写真》　新渡戸稲造胸像と与の字橋
　日本最初の国際人として「願わくは、われ太平洋の橋とならん」
の言葉を残した新渡戸稲造の胸像は盛岡市役所と与の字橋の間にあ
り、中津川の流れを見つめている。
　与の字橋は、紺屋町の消防よ組が消防活動上必要としたため1889
年に木橋が架けられた。番屋に近いことから「よの字橋」と名付け
られたという。現在の橋は1969年３月完成。

《編集後記》
　ライオンいわて７月号が、各クラブの皆様方のご協力を頂き、本日無事に
発行する事になりました。
　ガバナーテーマの「我れ・我が友 Ｌ字の誇り」に沿って、各クラブの情
報を掲載していきたいと思っております。皆様から原稿や写真の提供を頂き
ながら、編集委員一丸となってより良い情報誌をお届けしてまいります。
　一年間、皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い致します。
 （編集長　L．荒川眞知子）

石鳥谷LC

桜並木草刈りと周辺の清掃活動

北上国見LC

萩の江慰問

北上LC

北上総合運動公園植栽作業

大東岩手LC

ライオンズの森草刈り

西根ライオネスクラブ

献血推進活動

盛岡中津川LC

世界環境デー 南部藩墓地清掃

水沢LC

水沢フラワーロード植栽作業

玉山姫神LC

世界環境デー 啄木公園草刈り作業

前沢LC

献血奉仕活動




