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　ライオンズクラブ国際協会 332- Ｂ地区第 63
回年次大会が、一関市において盛大に挙行され、
その指名委員会の場で晴れがましくも私は、ガ
バナーエレクトのご使命を頂き、今その重責を
痛感しております。思えば第二副地区ガバナー
に始まり、第一副地区ガバナーへと、先輩諸兄
の手厚いご教示をいただきながらやっとここま
で漕ぎつけたと、実に感慨深いものがあります。
また、今に至るまで支えていただいたクラブの
同志の皆さん、そして全力を挙げてご協力いた
だいた４Ｒ２Ｚの皆様方には心から感謝申し上
げます。
　100 年目の大きな節目の年が終わりライオン
ズクラブ国際協会も、いよいよ 101 年目に入り
ました。まさに、新世紀が始まる大切なポイン
トに我々は立たされているわけです。国際協会
では、会長テーマを「Ｗｅ Serve」とし、少な
くとも 3年間はこれを変えない方針です。101
年目に至りライオンズ精神のおおもとに立ち返
ろうとする国際協会の強い意気込みが感じられ
るのではないでしょうか。
　さて、我々日本ライオンズでは、戦後間もな
い 1952 年にマニラライオンズクラブのスポン
サーのもと、日本で最初の東京ライオンズクラ
ブが誕生致しました。爾来 65 年、現在に至る
まで我々の先輩の方々は「Ｗｅ Serve」の旗の
もと、数々の業績を残して来られました。それ
は後に続く我々にとって大きな道しるべであり
誇りであります。２、３の奉仕活動の実績を申

し上げますと、青少年の健全育成の観点から、
戦後の日本に学校給食制度をもたらしたのも、
又、ヘレンケラーさんとのお約束から始まった
目の見えない方々に対する支援活動のひとつと
して、日本盲導犬協会を設立したのもライオン
ズクラブであります。更には、最新のデータで
すが、日本全国の献血者数の 13.2％がライオン
ズクラブ関係のものであるという事実もありま
す。数え上げれば枚挙に暇がないほど我々ライ
オンズクラブには輝かしい奉仕の歴史が有るの
に私は気づかされました。
　私はこの誇るべき歴史と現在に至る奉仕活動
をてこに、会員数純増10％を目標に掲げました。
会員数が少なくては力強い活動は出来ません。
何よりも仲間が増えると嬉しいものです、元気
が出ます。不況、過疎化、少子高齢化など我々
を取り巻く環境は、決して楽観的なものではあ
りません。しかし、数々のマイナス要因を跳ね
返す力が我々にはきっと有るはずだと私は確信
しております。
　私は議長を務める 332 複合地区のアクティビ
ティスローガンとして、「深めよう奉仕のここ
ろ　頑張ろう東北魂」とし、東北六県のガバナー
仲間とともに、東北人としての絆と連帯の再確
認を致しました。
　また、332-B 地区のアクティビティスローガ
ンを「固い絆に思いを込めてＷｅ Serve」ガバ
ナーテーマを「育てよう利他のこころ　広げよ
う奉仕の輪」とし、ライオンズクラブの結束と、
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「Ｗｅ Serve」の精神の大切さを訴えました。利
他の心とは利己心の対義語で広くは、皆の幸せ
を願う心という意味では無いでしょうか。
　歴代の会長の中で、ジョージ・バード国際会
長があるときに、「良きライオンたる条件」とい
う言葉を残されました。私も一人の良きライオ

ンとして、またガバナーとして利他の心をもっ
て、努力させていただきます。絶大なるご協力
をお願いいたします。最後に全会員の皆様方の
クラブ運営が力強く発展し、同時に限りなく楽
しいものになりますようにご祈念申し上げ、ご
挨拶とさせていただきます。

【重点目標】
①東日本大震災7年目の支援のあり方を考えよう
②ライオンズクラブの積極的アピールをしよう
③会員拡大目標10％増　　複合地区首位奪還を
④青少年の健全育成　　薬物乱用防止運動
　　　　　　　　　　　ライオンズクエスト推進（子供たちに生きる力を）
⑤献血の推進　　献血運動におけるライオンズクラブの存在の大きさ
⑥楽しいクラブ運営をしよう　　女性会員、家族会員の活躍の場を
⑦新クラブを誕生させよう

「Ｗｅ Serve」

「深めよう奉仕のこころ  がんばろう東北魂」

　　「かたい絆に思いを込めて　Ｗｅ Serve」

「育てよう利他のこころ  ひろげよう奉仕の輪」



　ライオンズクラブ国際協会の 100 周年を祝う 第
100回国際大会が、6月 30日から7月 4日、アメリカ・
イリノイ州シカゴで開催されました。
　アガワル国際会長（インド）の認証を受け 332-B 地
区 森谷潤ガバナーが誕生されましたことを心よりお祝
い申し上げます。
　今年度、森谷ガバナーは 332-B 地区のガバナーと
332複合地区ガバナー協議会議長としての役職も兼ね
ており、複合地区のアクティビティスローガン「深め
よう奉仕の心 がんばろう東北魂」と、332-B 地区のス
ローガン「かたい絆に思いを込めて、We  Serve」を背
負わなければならないという重責を担っております。
　情熱あふれ、意気軒昂な森谷ガバナーのリーダー

シップが発揮できるいいチャンスと捉え、101年目の
スタートを切っていただきたいものと思っています。
　伝教大師・最澄の「山家学生式」の中の「己を忘れ
て他を利するは慈悲の極みなり」をガバナーテーマに
据えた「育てよう利他のこころ ひろげよう奉仕の輪」
が大きな広がりになることを期待いたします。
　私の役割としては、先輩名誉顧問の皆様と地区内会
員の皆様のご協力のもと、地区の調和を図りながら応
援団として議長の任を果たして参りたいと思っており
ます。
　森谷ガバナーはじめ、キャビネット役員の皆様のこ
の一年が素晴らしいものとなりますようにご祈念申し
上げ、挨拶とさせていただきます。
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　私事、所属する盛岡南ライオンズクラブは岩手山の
残雪を頂く連峰を春霞が包み、桜を始め花々が咲き誇
る春爛漫の爽やかな日、正に時同じくして第４回キャ
ビネット会議が、去る 6月 6日ベリーノホテル一関会
場にて、金野ガバナーの下にライオンズ国際協会 100
周年記念 332-B 地区第 63 回年次大会が開催され、提
出議案の内、指名選挙委員会で第 4号議案次期第一副
地区ガバナーに選出され承認を受けました。
　考えてみますと、第一副地区ガバナーの称号・付託
に貢献でき得る事を想うと、非才ですが誠心誠意　国
際会長テーマ We  Serve を念頭に努力するのみです。

加えて申し上げるなら、次期森谷ガバナーテーマ “ 育
てよう利他のこころ　広げよう 奉仕の輪 ” を熟読吟味
し、ライオンズクラブ員として地域のアクティビティ
の心根を理解するとともに、会員増強はいつの時代で
も永遠のテーマであります。今年はライオンズクラブ
結成 100 周年記念の節目であり、332-B 地区の会員
数約2,400名の10％増強を森谷ガバナーは、次期五役、
事務局員セミナーでの熱弁に応えるべく、クラブ員の
マンスリーレポートの成績を理解の上、皆様の絶大な
る御支援をお願い申し上げます。

ご　挨　拶

地区名誉顧問会議長　Ｌ . 金野  幸造（一関中央 LC）

第一副地区ガバナー就任のあいさつ

第一副地区ガバナー　Ｌ . 猿舘  伸俊（盛岡南 LC）

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 . 平野  喜嗣（盛岡 LC）

　332-B 地区ガバナー選出について、いままでのロー
テーションの流れが諸般の事情により変更されること

になり、去る 5月 14 日一関市で開催された第 63 回
年次大会に於いて、盛岡ＬＣより私が第二副地区ガバ
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ナーエレクトに承認される運びとなりました。
　ご周知の通り盛岡ＬＣは県内のファーストクラブで
あります。
　県内随一の長年に渡る歴史と伝統を踏まえ、これか
らＬＣ 332-B 地区の更なる前進に心掛けてまいりたい
と思います。

　森谷潤ガバナー、猿舘伸俊第一副地区ガバナーのも
とで一緒に活動できる幸せを感じながら 332-B 地区の
ライオニズム高揚に努力研鑽する所存です。
　各クラブ、並びに会員諸氏のご指導、ご協力を宜し
くお願い申し上げます。

　森谷　潤ライオンのガバナー就任により、住田キャ
ビネット体制の幹事を務めさせて頂くことになりまし
た、力不足ですがどうぞ宜しくお願い致します。
　昨年度は１年間、金野ガバナーを中心とした一関中
央キャビネットの皆様、ホストクラブの皆様の活動を
拝見して、多くの事を勉強したつもりでいたのですが、
スタート地点に立ってみれば大変な仕事だなとあらた
めて痛感しております。
　事ここに至ってはやるしかないと覚悟を決めて前に

進むしかないと考えております。名誉顧問の方々をは
じめとした諸先輩の皆様のご指導をいただきながら、
キャビネット役員の皆様、ホストクラブの皆様、そし
てライオンズクラブの仲間の皆様のご協力を仰ぎなが
ら「育てよう利他のこころ　ひろげよう奉仕の輪」の
ガバナーテーマを掲げて精一杯務めてまいる所存でご
ざいます。至らぬ点多々あろうかと思いますが、そこ
は寛容の精神を持ってご容赦いただき、ご支援賜りま
すよう宜しくお願いいたします。

　今年度、かたい絆に思いを込めて、ＷｅＳ erve の
アクティビティスローガンを掲げ活躍を期待する、ガ
バナーＬ．森谷潤のもとでキャビネット会計を勤める
ことになりました、Ｌ．村上繁喜です。所属はガバナー
と同じ住田ライオンズクラブになります。
　当初、諸先輩が多い中、実績や経験の乏しい自分が
と思いましたが一抹の不安を抱えつつ重責を受ける事
となりました。
　会計業務の内容はよく理解していませんが、会計基

準のルールにのっとり大切な会費、運営費を、基本・
基準からずれないように業務の遂行をして行きたいと
考えています。今年が 101 年目新しい出発点とも言
える年だと思います。ライオンズクラブが今後ますま
す発展していくことを願いながら、業務をこなして行
くつもりでいます。
　今後、皆様には何かとご迷惑を掛けることがあると
思いますが、ご理解を頂きまた、ご協力をお願い致し
ます。

キャビネット幹事就任のご挨拶

キャビネット幹事　Ｌ . 鈴木  芳勝　（住田 LC）

キャビネット会計就任のご挨拶

キャビネット会計　Ｌ . 村上  繁喜（住田 LC）
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　今期1R1Z ゾーンチェアパーソンを務めますL.中
村さと美です。
　就任のあいさつに先立ち、平成 29 年 5 月 3 日 
私のスポンサーであり、公私ともにパートナーであ
りました L. 篠木 清が、趣味の飛行機事故のため旅
立ちました。
　生前中のご厚誼に深く感謝を申し上げます。
　多くの会員の皆様、事務局員の皆様から、身に余
るお言葉、お心遣いをいただき、私は今日を迎える
ことができます。本当にありがとうございます。
失礼ながらこの誌面をお借りし御礼申し上げます。
　さて、今期 1R1Z の活動方針として、前年度から
の引継ぎ事項である「献血推進事業」７LC 合同ア
クティビティと共に「献眼・アイバンク」「臓器提
供意思表示カード」への登録推進活動の同時開催。
　「青少年健全育成」は、命の大切さや優しさを伝
えられる事業を考え、「復興支援」は震災から 7年
目の支援として、被災地訪問ツアー等を企画してま
いります。
　ライオンズクラブらしい「正統派」と言うキーワー
ドもこの 1年の中に取り入れたい希望があります。
　まず基本となることは、７LC 各々の会員の皆さ
んが、楽しく活動できるよう、情報の収集、発信、
そして共有すること。
　ライオンズクラブ国際協会 101 年の年『未来へ
継承する』新たな一歩を踏み出すような 1年にして
参りたいと存じます。
　キャビネット、ZC、クラブ三役の皆様と連携し
ながら、1年間できる限り励みます。
　ご協力ご指導のほどを宜しくお願いいたします。

　この度森谷潤ガバナーのもと、１Ｒ２Ｚのゾーン・
チェアパーソンの大役を務めさせて頂くことになり
ました。あらためて責務の重大さに身の引き締まる
思いです。
　さて、ガバナー重点目標である①東日本大震災復

興支援②ライオンズクラブの積極的アピール③会員
拡大④青少年の健全育成⑤楽しいクラブ運営（女性
会員、家族会員の活躍の場）など、ゾーンの皆様に
訴えたいと思います。今まで先輩が築いてきた「ウ
イサーブ」の尊い道程を、未来につなぐように努め
ます。ゾーン内交流、研修をより深めて、この一年
間楽しいゾーン運営を図っていきたいと考えており
ます。
　どうぞ微力ではありますが、調整役としてこの一
年がんばりますので、皆様のご指導ご支援をよろし
くお願い致しましてご挨拶とさせていただきます。

　２Ｒ１Ｚの ZC に今年度なりました L．金澤秀晃
と申します。花巻 LC 所属です。キャビネット役員
及び２R１Zのブラザークラブメンバーの方々よろ
しくお願い致します。
　当ゾーンは花巻、紫波、石鳥谷、花巻東、東和猿
ケ石、矢巾の６クラブと石鳥谷レオクラブとで構成
されています。ライオン歴20年になる私にとって、
所属クラブ以外のゾーン内クラブは知っているよう
で実はそんなに知ってはいなかったのだということ
を、この立場になって初めて気づかされました。ま
ずは、原点に立ち返って、各クラブの実情を的確に
把握することに努め、各々の特徴、課題をガバナー
に報告し、そしてガバナー重点目標・施策を各クラ
ブに伝える役に徹したいと思っています。
　ガバナー目標にもある通り「楽しいクラブ運営」
をして、健全で活力あるライオンズクラブを共に目
指して行きましょう！

　この度、ゾーン内から推挙頂き、２Ｒ２Ｚのゾー
ン ･チェアパーソンという重責を担うこととなりま
した。
この一年、Ｌ . 森谷　潤ガバナーの重点目標の一つ
「会員拡大 10％目標・純増」をゾーン内会員皆様の
ご理解とご協力を得ながら達成に努力して参りま

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶

１Ｒ１Ｚ

L. 中村　さと美（滝沢 LC）

１Ｒ２Ｚ

L. 佐藤　實（安代 LC）

２Ｒ１Ｚ

L. 金澤　秀晃（花巻 LC）

２Ｒ２Ｚ

L. 川辺　迅志（北上 LC）
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す。
今期の国際テーマは「We  Serve」3 年連続となり
基本の重要性を出しております。
　332-B 地区は、東日本大震災から７年目、各クラ
ブの沿岸地区への支援等は継続されておりますが、
支援の方向性の課題が出て来る事が予想されます。
　住田町農林会館で開催された三役セミナーの席上
で、Ｌ森谷ガバナーは献血支援等にＡＣＴマスコミ
ＰＲ活動の一例を話されました。今期はライオンズ
クラブ広報活動への意気込みが感じ取られ、各クラ
ブへの期待も伺えます。
　今 332-B 地区の課題は皆さんご承知の通りライ
オンズクラブと会員の維持、安定運営にあります。
　少子高齢化の今、キャビネットの未来を考えるな
らば、多くの目標を掲げることも一つであり且、若
い正会員の増強も今後不可欠とされる時代だと思わ
れます。
　各ライオンズクラブの皆様には、この一年、事業
展開と目標達成にお力添えをお願いいたします。

　この度、ゾーン内ローテーションにより、３Ｒ１
Ｚのゾーン・チェアパーソンを務めさせて頂くこと
となりました。
　江刺岩手ライオンズクラブに入会してから今年で
２２年、今回で２度目のゾーン・チェアパーソンと
なりますが、1度目の経験をふまえつつも気持ちを
新たに取り組んでいきたいと思います。
　これから 1年間、ガバナーテーマである「育てよ
う利他のこころ　ひろげよう奉仕の輪」を念頭にお
き、ガバナー重点目標の実現に向けてゾーン運営を
進めて参りたいと思っておりますので、ゾーン内各
クラブ三役を始め会員の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頂きます。

　この度、ゾーンのローテーションによりＺＣに就
任することになりました。どうぞよろしくお願いい
たします。
　前年度は国際協会創立１００年の記念の年であ
り、当ゾーンから金野ガバナーが就任されておりま
したので、ゾーン内の５クラブが年次大会に向けて
準備に時間を費やしたように思います。今年度は

１０１年の新たなスタートを切る大切な年です。森
谷ガバナーのキャビネットの一員として運営方針に
添った活動を行ないたいと思います。３３２‐Ｂ
地区内のライオンズクラブには課題や悩みを抱えて
いるクラブもあるかもしれません。私の所属するク
ラブも例外ではありません。キャビネットそして
ゾーン内の各クラブと手を携えながら課題解消に微
力ながら努力いたしたいと考えております。ご指導、
ご鞭撻をお願いいたしご挨拶といたします。

　この度、4Ｒ 1ＺのローテーションによりＺＣを
務める事になりました藤沢岩手ＬＣ所属の玉澤で
す。
　ＬＣの会員となり 20年、いつのまにか在籍年数
が上から数えて 6番目となり、すでに役職を経験さ
れた方と 90才になる大先輩を考えました時に、消
去法的にＺＣに任命となりました。
　森谷ガバナーのテーマ「育てよう利他のこころ　
ひろげよう奉仕の輪」、アクティビティスローガン
「かたい絆に思いを込めて、We  Serve」の方針の元、
キャビネットとゾーンのパイプ役として、又目標達
成に微力ながら努力してまいります。
　新年度よりＬＣは結成 101 年に入ります。文字
どおりＬＣ新世紀のスタートとなります。
　次年度より国際会長のテーマは3年間制定されな
い方針との事ですので前会長のテーマ　“ 次なる山
を目指して “ が新年度もふさわしい様な気に自分勝
手に思っております。私の趣味としての山登りと同
じ様に一歩、一歩の積み重ねが大事と思っています。
　生来、浅学菲才の身であり、ＬＣ歴年数の割に不
勉強な者ですが、ゾーン内6クラブの皆様のご指導、
ご鞭撻、そしてご協力をお願いし、1年間頑張って
まいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

　この度、森谷　潤ガバナーのもと、４R２Zのゾー
ン・チェアパーソンという大役を務めさせて頂くこ
とになりました。特にも、森谷ガバナーは、我が４
R２Z住田ＬＣ所属ということで、緊張感と身の引
き締まる思いであります。
　あの震災から 6年 4か月が経過し、まだまだ復
興途中のこの地区でありますが、その間、県内のブ

３Ｒ１Ｚ

L. 千田　稔（江刺岩手 LC）

４Ｒ１Ｚ

L. 玉澤　肇（藤沢岩手 LC）

４Ｒ２Ｚ

L. 熊谷　又吉（陸前高田 LC）

３Ｒ２Ｚ

L. 佐藤　豊（花泉 LC）
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ラザークラブの皆さんの変わりないご協力に対しま
して心より感謝を申し上げます。
　さて、年次大会での地区スローガン「かたい絆に
思いを込めて、We Serve」ガバナーテーマ「育て
よう利他のこころ　広げよう奉仕の輪」重点目標
「東日本大震災支援 震災から７年目の支援のあり方
等々」が決定されました。これらが、文字で終わる
ことのないようにしなければなりません。ZC に課
せられたものと深く感じております。
　被災地は、時間とともに風化している様な気がし
てなりません。いまだ仮設の校庭で運動している青
少年達への支援、高齢者を含む心のケア、まだまだ
継続的な支援をしていかなければならないと思いま
す。
　私のモットーは、「元気で一生懸命」です。震災
で志なかばで逝った仲間に見守ってもらい、森谷ガ
バナーと共にこの一年間、元気で一生懸命、務めて
まいりたいと思いますので、会員各位のより一層の
ご支援・ご協力を、よろしくお願い申し上げます。

　この度、5Ｒ 1Ｚ　ゾーンチェアパーソンの大役
を努めさせて頂くことになりました。森谷ガバナー
の下にゾーン内の活性化に全力で取り組んで参りま
すので宜しくお願い申し上げます。
　5Ｒ 1Ｚは東日本大震災で全クラブが被災し、7
年目に入りましたが昨年 8月に台風 10 号で再び
ゾーン内全地域が被害に遭い多くのライオンの仲間
が被災しました。全国のライオンズクラブから被災
地に心温まる救援物資や義援金等の支援をして頂き
ました。改めてライオンズの組織力と奉仕の精神を
深く感じ感動を覚えました。
　We  Serve の精神を原点に返りゾーン内のクラブ
運営に役立て活動を行なってゆきたいと考えており
ます。
　東日本大震災から7年目に入り復興支援の有り方
について再度検討する時期かと思います。被災者が
何を求めているか生活環境はどの様になっているの
かを調査し、被災者の悩み等を知る事で精神的な負
担を少しでも解消できるようなソフト面での支援活
動を進めていければいいと思います。
　ガバナー重点目標である会員増強 10％増を目標
に、ゾーン内の各クラブが今までに会員増強での成
功例を出し合い、ゾーン内クラブが共有し 10％アッ
プ達成に努力したいと考えております。
　例会の進め方については各クラブが独自の考え方
で運営すれば良いと思いますが、会員が例会に出席

して楽しいと思える様な例会にして頂ける様工夫し
て頂きたいと思います。
　5Ｒ 1Ｚのスローガンとして「楽しくなければ例
会じゃない」を掲げ、1年間ゾーン内各クラブの三
役と共に頑張って参りますので宜しくお願い致しま
す。

　この度５Ｒ２Ｚのローテーションにより、今年度
のＺＣを努めさせて頂く事になりました、どうぞ宜
しくお願い致します。
　2011 年の東日本大震災の時、私は大槌ライオン
ズクラブ会長に就いておりました。我が大槌ライオ
ンズクラブの仲間も震災にあい、活動できる状態で
はありませんでした。
　日本中、世界中のライオンズクラブの皆様方に物
資、食事等避難所にたくさんの支援を頂き、又現在
も仮設住宅等へお米支援、布団乾燥支援等を継続し
て頂き感謝申し上げます。
　現在大槌ライオンズクラブ員の活動に参加してい
ただく仲間も少しずつ増えて、釜石ライオンズクラ
ブ、釜石リアスライオンズクラブ、遠野ライオンズ
クラブ、陸中山田ライオンズクラブのゾーン内の皆
様と共に ＜ガバナーテーマ＞ 育てよう利他のここ
ろ　ひろげよう奉仕の輪、332- Ｂ地区 ＜アクティ
ビティスローガン＞ かたい絆に思いを込めて、We 
Serve  又、重点目標に向かって５クラブの協力、ご
支援を頂きながら努力してまいりたいと思います。

５Ｒ１Ｚ

L. 中山　城明（田野畑 LC）

５Ｒ２Ｚ

L. 高清水　敬士（大槌 LC）


















