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鈴木会長の先導で「ライオンズヒム」の曲をバッ
クに森谷ガバナーを先頭にキャビネット役員が
入場され、開会となりました。ガバナーの挨拶後
に今回は特にＧＭＴ地区コーディネーターＬ．
高橋からも会員拡大について要請があり、101
年の記念の年にガバナーの並々ならぬ強い意
欲を感じたところです。その後の懇親会では85
名の会員が観談し盛会裏に終えることができま
した。

　3R2Zの公式訪問は8月17日に一関市「豊隆
会館」で開催されました。それに先立って諮問委
員会、ゾーンミーティング、クラブ四役懇談会が
行なわれています。
　諮問委員会、クラブ四役懇談会では、会員の
高齢化に伴う会員の減少、会員増強の取り組み
などが話し合われました。森谷ガバナーは会員
10パーセント純増、複合地区首位奪還を目標に
していることを特に強調されておりました。
　公式訪問は定刻の午後6時15分に花泉ＬＣ
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ガバナー
公式訪問 ３Ｒ２Ｚ

《報告者》  ZC　L. 佐藤   豊（花泉LC）

ライオンいわて9月号2

一関LC・平泉LC・花泉LC
一関中央LC・一関厳美渓LC



　公式訪問の式典にはＺ内会員90名ほどの参
加、同じリジョンのクラブに在籍ガバナーであり第
二副地区ガバナー時より度々お会い出来ていた
ためか、参加クラブメンバーも森谷ガバナーと親
しく交流できたと思います。今回ＧＭＴコーディ
ネーターのＬ．高橋寛も同行、ＧＭＴの活性化に
ついての話しをいただきました。６年前の和賀
キャビネットの幹事でもあったＬ．高橋。当時の公
式訪問の思い出も含め更なる会員増強について
熱く語ったことが印象的であった。

　今後のライオンズ
クラブ活動について、
ＺＣの指導のもと３
３２－B地区の活性
化のために会員各位
の協力と絆を深める
事を望みます。

　４Ｒ１Ｚ（千厩・大東岩手・東山・藤沢岩手・川
崎岩手・室根ＬＣ）6クラブ合同のガバナー公式
訪問は8月21日藤沢町「ニューパレスみなこう」に
て開催　Ｌ．玉澤肇ＺＣと幹事クラブの藤沢岩
手ＬＣの協力の下開催準備を実施、当日はキャ
ビネット三役とのクラブ四役懇談会も式典前に開
催、第一副会長が参加の懇談会は初。次期会長
予定者も緊張の面持ちで参加。ガバナーのキャビ
ネット運営に対する思いをうかがい各クラブ現況
についても知って貰えたことと思う。

ガバナー
公式訪問
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４Ｒ１Ｚ
《報告者》　L. 福地恵理子（藤沢岩手LC）

千厩LC・大東岩手LC・東山LC
藤沢岩手LC・川崎岩手LC・室根LC



ター運営方針、須賀原チエ子FWTコーディ
ネーター運営方針の説明があり順調に式典は
進み、種市一二常任名誉顧問のローア三唱に
より式典を終了した。
　二部の歓迎懇談会は田野畑ライオンズ第一
副会長Ｌ．菊池大の司会により進められ、開
会のことばを幹事Ｌ．佐々木菊三郎、乾杯の
ご発声をガバナーにお願いをし、We　Serve
で懇親会がスタートしました。
　懇親会は大変盛り上がり和やかに式典は進
み終盤を迎えました。
　ライオンズローアをGMTコーディネーター
Ｌ．高橋寛が努め、閉会のことばを田野畑LC
社会奉仕委員長Ｌ．佐藤辰男の挨拶で閉会い
たしました。
　二次会を開催
　閉会後ホテル羅賀荘内のスナック「銀河」
にて森谷ガバナー始めキャビネット役員、種
市名誉顧問、鈴木幹事、村上会計、高橋GMT
委員長、ZC中山、他五名の会員が集い、それ
ぞれがカラオケを熱唱し大変盛り上がり、皆
さん次々と持ち歌を披露し和気あいあいと時
間のたつのも忘れ、大変楽しい会で終える事
が出来ました。

　８月２３日、田野畑村ホテル羅賀荘におい
て、ライオンズクラブ国際協会３３２̶Ｂ地
区５Ｒ１Ｚ、クラブ合同「ガバナー公式訪
問」を田野畑ライオンズクラブが中心となっ
て開催致しました。
　公式訪問に先立ち、クラブ四役との懇談会
を行い、ガバナー基本方針についての説明が
なされ、引き続きＧＭＴコーディネーターに
よる運営方針の説明があり、各クラブの四役
との意見交換を行い活発な発言等も出、充実
した懇談会となり予定時間をかなりオーバー
して閉会しました。
　公式訪問は田野畑ライオンズクラブ会長
Ｌ．鈴木隆昭先導のもと、ガバナー並びに
キャビネット役員が入場し、割れんばかりの
拍手で迎えられました。
　田野畑ライオンズクラブ幹事、Ｌ．佐々木
菊三郎の名司会のもと、会が進められキャビ
ネット役員の紹介に続き、田野畑ライオンズ
会長、Ｌ．鈴木隆昭により歓迎のあいさつを
致しました。
　引き続きＺＣ　Ｌ．中山城明によりガバ
ナーの経歴紹介を行い、次第に沿ってガバ
ナーの挨拶、キャビネット幹事報告、キャビ
ネット会計報告、高橋寛GMTコーディネー
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ガバナー
公式訪問 ５Ｒ１Ｚ

《報告者》  ZC　L. 中山  城明（田野畑LC）

ライオンいわて9月号4

宮古岩手LC・久慈LC
陸中宮古LC・田野畑LC・岩泉龍泉洞LC



メンバーとキャビネット役員との「また会う日ま
で」では大きな輪を作り皆で更なる発展を誓い
「We Serve」で終演いたしました。
　最後になりまし
たが、Ｌ．森谷潤
ガバナー始めキャ
ビネット役員の皆
様、各クラブ会員
の皆様に感謝を
申し上げご報告と
いたします。

　8月25日、「三陸花ホテル・は
まぎく」に於いてガバナー公式
訪問をＬ．森谷潤ガバナーをは
じめキャビネット役員をお迎え
して開催いたしました。
　公式訪問に先立ちクラブ四
役懇談会が行われ、Ｌ．鈴木芳
勝キャビネット幹事進行のもと
各クラブから回答していただい
た質疑事項等に沿って活発な
意見が交わされました。また、
地区ガバナーより本年度のアク
ティビティスローガン「固い絆に思いを込めて
We Serve」とした経緯など熱く語っていただきま
した。
　その後、公式訪問では各キャビネット役員
よりライオンズクラブとしての社会貢献の重
要性や会員増強の必要性等を熱くご指導いた
だきました。その中でも盲導犬のスタートが
ライオンズクラブであること、また、日本の
献血支援の13.2％はライオンズクラブという
お話に感銘を受けました。
　会は、合同例会、懇親会と続き和やかなうちに
アッという間に時間が過ぎ、5Ｒ2Ｚの5クラブの

ガバナー
公式訪問
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５Ｒ２Ｚ
《報告者》  ZC　L. 高清水敬士（大槌LC）

釜石LC・遠野LC
釜石リアスLC・大槌LC・陸中山田LC



説明した。
　４Ｒ２Ｚ各クラブメンバーは、ガバナーテー
マのもとに掲げられた６つの重点目標である被
災地への集客、メディアや口コミを利用した積極
的な広報活動、10％の純増を狙う会員拡大、薬
物乱用防止とライオンズクエストを軸とした青
少年健全育成活動、女性会員と家族会員による
活躍の推進、さらに新しいスタイルのクラブの誕
生など、森谷ガバナーの考えを直接うかがい、方
針に沿った各クラブの運営と実践について、共
通認識することができた。
　懇親会では、国際大会でのエピソードをまじえ
た地区名誉顧問Ｌ.米谷春夫のWe Serveで祝宴
となり、森谷ガバナーが一つひとつテーブルをま
わって各クラブメンバーに声をかけた。当地より
誕生したガバナーを囲み、終始和やかな雰囲気
のなかで懇親が図られた。また、奥様からいただ
いたお言葉は、４Ｒ２Ｚ各クラブメンバーに向
けた感謝の思いと併せて、ガバナーの体調管理
にも触れていた。そして、公式訪問ならびに合同
例会は、お迎えした森谷ガバナーの重点目標の
一つでもある「楽しいクラブ運営」の精神にのっ
とり盛会裏のうちに閉会した。

　8月28日（金）陸前高田市のキャピタルホテル
において、332－B地区今年度最後の公式訪問
が行われた。併せて４R２Zの４クラブ合同例会
も開催された。
　公式訪問に先立ち行われた地区ガバナー・ク
ラブ四役懇談会では、スローガン、ガバナーテー
マ、重点目標について、活発な意見交換のうえで
十分な意志の共有が図られた。
　引き続き行われたガバナー公式訪問並びに
合同例会では、森谷ガバナーの出生年やクラブ
入会年度と同時期に世間で大きく話題になった
出来事とあわせて、ガバナーの経歴が紹介され
た。ＺＣ Ｌ.熊谷又吉による地元４Ｒ２Ｚならで
はのユーモアあふれるガバナー紹介は、会場を
多いに賑わせた。
　挨拶の中で森谷ガバナーは、エレクトセミ
ナーでの緊張感、そして閉会式でリボンを外し
てもらったときの感激など、イリノイ州シカゴで
行われた第100回国際大会の様子と101年目
の記念すべき第一歩にかける決意を熱く語っ
た。また、盲導犬に関する事業、学校給食、献血
推進事業など、ライオンズクラブが今日の社会
に大きな影響を与えている貢献活動の実績を
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ガバナー
公式訪問 ４Ｒ２Ｚ

《報告者》ライオンいわて編集委員　L. 大坂佐智夫（陸前高田LC）

ライオンいわて9月号6

大船渡LC・陸前高田LC
住田LC・大船渡五葉LC
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ンバーも多く、歴史あるクラブの解散は今なお悔やまれます。
　解散の知らせを正式にうかがったのは、6月3日の332複合年次
大会、前夜祭 (当時)岩手ＬＣ丹野会長から、「ライオンズとして会
えるのは最後…ありがとう！」にこやかな笑顔の影に、どこか寂し
げな表情を思い浮かべ、正直なところ我がクラブにも危機迫る
時、諸事情があることは確かなことです。
　会員数の少ないクラブ同士、意見交換をしながら共同で活動し
て行こう、最後は握手と“大人達の素敵な笑顔”で閉会。
　まさに、今期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』の光景となりました。
　ライオンズクラブの歴史101年目、変革の時であり、新たなチャ

レンジの年に！今後も合同例会を企画して
まいります。通常の例会日にも是非、皆様の
ご参加をお待ちしております。
　森谷ガバナーが提唱する“楽しい”をテー
マに、メンバーの皆様と共に取り組んで参
ります。
　今後とも宜しくお願いいたします。
We Serve！

　去る、8月24日(木)18:30～ ホテルメトロポリタン盛岡 本館にお
いて、1R1Z  ZCクラブ訪問＆滝沢LC・玉山姫神LC 合同例会を開
催しました。
　予定よりスタートが遅れておりましたZCクラブ訪問は、この日で
２つのクラブ訪問が叶えられ、さらには両クラブの親睦も深めら
れるという倍の嬉しさ・楽しさが感じられる例会となりました。
　玉山姫神LC 高橋会長のご挨拶の中で、『心のこもったクラブ運
営、活動をして行こう』とても印象に残る言葉です。
　話題の中心は、̶ 今後どのようにクラブ運営、活動をして行こう
か̶会員減少、高齢化、例会、継続事業、アクティビティのマンネ
リ化 等。 これは、クラブの歴史、規模に関わらず、今 多くのクラ
ブが抱えていることではないでしょうか。
　332-B地区 ガバナーテーマの『育てよう利他のこころ　ひろげ
よう奉仕の輪』を基にライオンズクラブのPR 、会員拡大の一環と
して次世代、若い世代との交流（商工会青年部 等）を企画して行
こう。
　地域に本当に必要とされているニーズの開拓から、我々ライオ
ンズクラブが、何を奉仕、支援できるのか、求められているものは
何か、考え行動する時期なのだろうと懇親会の中で話題となりま
した。
　さて、残念ながら昨年度、1R 2Z岩手LCが解散しました。
　私共と同じリジョン内であり、ライオンズ以外でも顔なじみのメ

ク/ラ/ブ/紹 /介
１Ｒ１Ｚ ＺＣクラブ訪問＆滝沢ＬＣ・玉山姫神ＬＣ 合同例会

１R１Z  ZC  L. 中村さと美（滝沢LC）

集合写真

テールツイスターの出題は国際会長について 大人たちの素敵な笑顔  思い出の１枚です

笑顔と固い握手・絆でWe  Serve! 滝沢LC  柴田会長  例会の様子です 玉山姫神LC  高橋会長
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　久慈LC、西根LC、西根ライオネスクラブの
家族交流会が始まったのは、1973年と聞いて
いますので、今回で44年目（昨年は久慈LC50
周年記念のため開催されませんでしたが、当ク
ラブ、LS会員が多くお祝いに参加しました）と
なります。
　毎年ホストを交互に行い、例年ですと久慈LC
ホストの場合８月ごろ開催され船釣、久慈の観
光などしたあと海の幸で会食交流をします。
　西根LCホストの場合10月の紅葉の頃開催し
山の幸で歓迎しています。
　今年は当西根LCがホストとなり10月22日に
開催され、紅葉スポットの八幡平「森の大橋」
「県民の森」周辺の散策を予定しています。
　海と山の関係がお互いに惹かれあうものとし
ていると思います。
　今後も末永く交流を深めたいと思っています。

ク/ラ/ブ/紹 /介
久慈ライオンズクラブとの交流会

１R２Z  L. 藤原  春夫（西根LC）

ライオンいわて9月号 9
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　そして会員の意思疎通を強化し、知識や資質
の向上を図り、ライオンズクラブに入って本当に
良かったと思えるものを口コミやメディア等を通
じて、次世代へ繋がるものとしてクラブ運営を
図って参りたい。
　さらには商工会の青年部や女性部とも交流を
もっと図っていき、新たな会員として迎えられる
ように努力するとともに、とくには女性の会員増
強を図り、クラブの華やかさとともに、女性なら
ではの視点でアクティビティを立案・実施出来る
ように、クラブ員がもっと団結してクラブの運営
に一致協力していきたいと考えます。
　たまたま今回は一度に３名の新会員を迎える
ことが出来、嬉しくて、熱い７月の出来事であ
りました。

　昨今、会員の脱退、高齢化が叫ば
れている中で当クラブでは６月末に中
堅・ベテランの２名が退会という悲し
い出来事がありました。
　昨年の９月にＣＮ５０周年を迎え、
これからさらなる飛躍へという時でし
た。
　新しい年度を迎えるに当たって、会
員増強をテーマにして何とかしてまず
はプラスマイナスをゼロにという考え
の下、前三役、新三役が協力してアク
ションを起こしましたがなかなかうま
くいかなくて苦悩していた時に、事前
より色々な方々へのアプローションが功を奏して
かどうか不明ですが、四十代 １名　五十代 ２名
の新しい会員が７月例会で入会しました。
　正会員 １名　賛助会員 ２名ではありますが、
当クラブにとっては大変嬉しい出来事であります。
　特に賛助会員については、早く正会員として２
名を是非とも迎えたいと考えております。
　「ライオンズクラブとは何のクラブ？」と巷で
は言われておりますが、単なる飲み会集団では
なく、「奉仕」することに共鳴を受けた方々が集
うクラブとして、これからも色々な機会や活動を
通じてアピール出来ればと考えております。
　またアクティビティを通じて皆さんにＰＲし、多
くの賛同を得て更なるクラブの組織強化に努めて
参りたいと考えます。

会員拡大 ̶純増10%達成に向けて̶

入会式の様子

新入会員とスポンサー 新入会員がドネーションに参加する様子

L. 諸岡  勝正（紫波LC）会員増強について
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いのも事実です。
 以上の３点を重点に動けば必ずや会員増強に繋
げられるものと確信いたしております。
 福島県を超えて、岩手県がトップに返り咲くのを
切に祈念する次第です。

　会員増強は喫緊の重要課題であり、私も今年
度のクラブ重点目標に掲げております。７月、新
年度スタートと同時に新入会員３名をスポンサー
させていただきました。
特に感じた重点項目を３項目掲げさせていただき
ます。
１.熱意。
２.長期に渡り粘り強く都度の声掛けを徹底。
３.数多くの人に声がけする。
　補足ですが、一番大事なのは熱意です。やはり
短期では熱意が無いと見られる。最低１年以上の
時間はかけたいものです。私の場合、３人中２人は
１年半～２年かけての説得の成果です。仕事柄あ
る程度同業者での繋がりを持ったほうがお互いに
信頼関係や会社の営業･業績にプラスになる事等
が多い。PRのきっかけづくり？へのヒントとなる。
　入会の声がけをした中で1/3の人は割とすんな
り返事をくれますが、『検討する』の一言はかな
り慎重に受けとめたほうが良いと思われます。
『検討する』と返事をした方が、いざ入会申込書
記載の段階になると断るケースがあります。特に
も、女性の声がけは難しいです。最後の最後まで
鵜呑みしない事が大事です。
 また、声がけする中で、稀に招請を待っていらっ
しゃる方や、いずれは入りたいと思っている方が
おられる事がわかりました。
 然しながら、年会費も高いので気にされるのは
当然ですが、入ってからのメリットを問う方が多

会員拡大 ̶純増10%達成に向けて̶
L. 千田  正俊（北上LC）会員増強の苦労話等ついて
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い石を手に取って見たり、波で打ち上げられた
ワカメに触れたり、太平洋を一望できる展望台
では遥かな水平線を見て感嘆の面持ちでした。
　昼食後、大船渡市立博物館の学芸員の案内で
東日本大震災の記録写真、高台移転の造成過程
で発掘された縄文土器、津波のメカニズム等の
説明があり、その後、大震災に対しての思い、
災害が自身に降りかかった時の行動のしかた等
の意見発表が各クラブの代表からありました。
　日本列島様々な自然災害が発生しています。
これからいろいろな場所（地域）で活躍するで
あろうレオ会員の防災または避難行動に役立つ
ことを期待しています。

　第38回レオフォーラムin大船渡が、8月9日㈬
大船渡市立博物館で開催されました。台風5号
の影響で石鳥谷レオクラブが不参加となり、4
クラブとキャビネット役員・スポンサークラブ
の総勢58名の出席となりました。
　釜石レオクラブの司会で進められ、開会行
事の後、各クラブよりビデオプロジェクター
を使用して活動報告がありました。各クラブ
とも活発な意義深い活動がなされていると感
心しました。
その後、椿の里・大船渡ガイドの会の案内で碁
石海岸の散策に出かけました。
　碁石浜では碁石海岸の命名の由来になった丸

332-B地区YCEレオ・ライオネス委員長　Ｌ. 伊藤  壽太郎

第38回レオフォーラムin大船渡

8月9日㈬　場所：大船渡市立博物館

IWATE
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1Ｒ1Ｚ
盛岡LC 24日 犯罪被害者支援　

盛岡不来方LC 24日 盛岡レオクラブスポンサー協力金

盛岡中津川LC 28日 盛岡レオクラブスポンサー協力金

盛岡観武LC 20日 こども食堂

盛岡南LC
12日 盛岡花火の祭典後の清掃奉仕活動

31日 盛岡レオクラブスポンサー協力金

滝沢LC ー

玉山姫神LC ー

1Ｒ2Ｚ
二戸LC 6日 献血推進活動

西根LC

2日、28日 献血推進活動

7日 ライオンの森の手入れ

9日 特養老人ホーム「むらさき苑」夏まつり

安代LC
5日 特養老人ホーム「りんどう苑」夏まつり

28日 献血推進活動

2Ｒ1Ｚ

花巻LC
6日 豊沢川クリーン作戦

20日 花火大会会場河川敷清掃

紫波LC

6日 青少年非行等防止合同パトロール

19日 ライオンズの森環境整備

21日 第１回薬物乱用防止PR活動

石鳥谷LC

8日 第４５回石鳥谷書道大会

13日 石鳥谷夢まつり（花火大会）協賛

14日 花火大会後の清掃奉仕

27日 第15回児童福祉ふれあいソフトボール大会共催

花巻東LC
6日 豊沢川クリーン作戦

23日 レディース委員会　手作り作品制作

東和猿ヶ石LC ー

矢巾LC
10日 矢巾町すくすくネットワークで巡回指導

18日 特養老人ホーム「カーサ南」夏まつり  協力

2Ｒ2Ｚ

北上LC

7月1～31日 資源回収リサイクル活動

20日 花壇整備と周辺清掃

21日 いわて学び希望基金に寄付

25日 献血推進活動

30日 北上地区中学生弁論大会「わたしの主張」支援

和賀LC

10日 資源回収

10日、29日 献血推進活動

30日 わたしの主張北上地区大会  支援

北上国見LC

7日 ＬＣＩＦ＄１０００献金

23日、25日、29日 献血推進活動

29日 夢チケット協賛

30日 わたしの主張北上地区大会  後援

江釣子LC
2日 フードバンク

10日 資源回収

江釣子LC
13日 献血推進活動

30日 わたしの主張北上地区大会  後援

3Ｒ1Ｚ

水沢LC
5日 水沢フラワーロード除草作業

27日 第３回水沢LC野球教室

江刺岩手LC ー

前沢LC 20日 献血推進活動

水沢中央LC

2日 JR水沢江刺駅前清掃

2日 JR水沢駅前広告塔周辺の剪定、草取

5日 水沢フラワーロード第２回全体作業

7日 ＬＣＩＦ＄１０００献金　２件

金ヶ崎LC

15日 みどりの郷花火大会　協力

20日 献血推進活動

27日 ２４時間テレビ「愛は地球を救う」募金協力

胆沢岩手LC ー

3Ｒ2Ｚ

一関LC
24日 周年記念像手入れと市役所前清掃

30日 リレーフォーライフジャパン2017いわてへ支援

平泉LC

6日 田辺LC小学生交流事業

10日 ボランティア団体連絡協議会

18日 平泉をきれいにする会

23日 暴力団追放一関会議

花泉LC 6日 花泉町夏祭りでフリーマーケット開催（事業資金獲得）

一関中央LC

4日 一関市夏祭り出店（事業資金獲得）

17日 ＬＣＩＦ＄１０００献金

26日 特養「藤原の園夏まつり」協力

一関厳美渓LC 29日 使用済み切手　20000枚送付

4Ｒ1Ｚ

千厩LC 3日 千厩町駒場交流公園草刈清掃

大東岩手LC 28日 「あいさつ標語」づくり支援

東山LC ー

藤沢岩手LC
7月31日 特殊詐欺防止啓発ハガキ作成協賛

13日 野焼祭協賛

川崎岩手LC
17日 子供会合同早朝ゴミ拾い

26日 中学校女子ソフトボール大会支援

室根LC

7月30日 むろね夏まつり（事業資金獲得）

5日 室根孝養ハイツ夏祭り

6日 折壁・新月駅清掃

14日 岩泉町へ義援金（バザー収益金）

4Ｒ2Ｚ

大船渡LC 6日 花火大会後の清掃活動

陸前高田LC

8日 鎮魂の碑清掃・草刈

～11日 大相撲  陸前高田場所開催打ち合わせ

30日 薬物乱用防止教室

住田LC 24日 ＬＣＩＦ＄１０００献金

大船渡五葉LC ー

8月のアクティビティ
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5Ｒ1Ｚ

宮古岩手LC ー

久慈LC 23日 巽山公園に記念碑の建立

陸中宮古LC
2日 レディーの会奉仕活動

27日 百獣の王ライオンコンペ（事業資金獲得）

田野畑LC

25日 献血お願い職場訪問

29日 献血推進活動

20日 高齢者施設「グループホームつく
え」納涼会協力

岩泉龍泉洞LC

12日、28日 済生会病院前ライオンズ花壇整備

12～21日 無料ランドリーメンテナンス

28日 献血推進活動

5Ｒ2Ｚ

釜石LC

9日 釜石市戦没者追悼式

23日 第434回LL奉仕活動

23日 釜石市献血推進協議会

遠野LC
2日 障がい者施設支援  リサイクル品の回収

6日 遠野市一斉河川清掃

釜石リアスLC
4日 ラグビーワールドカップのぼり設置

21日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC 26日 岩泉町ボランティアフェスティバル
子供縁日協力

陸中山田LC 19日 山田町戦没者追悼式

ライオネスクラブ
西根LS ー

レオクラブ
盛岡LEO 9 レオフォーラム

石鳥谷LEO ー

北上LEO

9 レオフォーラム

20 環境美化奉仕・緑化推進事業

25 学園周辺のゴミ拾いと清掃奉仕

一関二高LEO 9 レオフォーラム

釜石LEO 9 レオフォーラム

会　員　動　向

8月　新入会員一覧

クラブ名 会員名（新入／再入／転入）

盛岡LC 丸　山　幸一郎

盛岡中津川LC 鈴　木　史　章

北上国見LC 小　出　悠　平

水沢LC 千　葉　　　弘

平泉LC
髙　橋　さとみ

髙　橋　洋　幸

一関厳美渓LC 阿　部　康　基

8月　LCIF＄1000献金

クラブ名 会員氏名 MJF回数

北上国見LC 塩　野　孝　江 9

水沢中央LC
村　上　　　孝 3

及　川　幹　雄 6

一関中央LC 千　葉　佳　造 1

住田LC 森　谷　　　潤 7

訃　　報

一関中央LC
故  L.  木村  力夫
享年78歳（1989年6月入会）
8月12日 ご逝去

石鳥谷LC
故  L.  長澤  久一
享年77歳（2002年3月入会）
8月14日 ご逝去

釜石リアスLC
故  L.  佐々木  恒夫
享年79歳（1995年10月入会）
8月15日 ご逝去

陸前高田LC
故  L.  小林　　巌
享年76歳（2003年3月入会）
8月31日 ご逝去

ライオンズクエストPRパンフレット
　前キャビネットでは岩手県版ライオンズクエスト PRパンフレットを作成しました。（A2サ
イズの両面カラー折りたたみで A4サイズになる体裁）2007 年度に作成した PRパンフレット
の改訂版になります。
　ライオンいわて 9月号と同封して見本紙を送付いたしますのでご利用ください。
　また、キャビネットには在庫がありますので学校配布等に利用する場合はご連絡ください。
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　ライオンいわての編集委員となり3ヶ月が経ちました。五葉ラ
イオンズクラブに入会して３年ほど経ちましたが、他のライオンズ
クラブの方々と初めてご一緒させて頂きまして緊張の日々が続い
ております。
　ですが、編集委員の方々はとても親切で少しずつ質問や意見な
ども言えるようになったなと感じます。
　編集委員一同、皆様に喜んで頂ける「ライオンいわて」を作っ
ていきたいと思いますので宜しくお願い致します。

（編集委員　L.千葉弘志）

編　集　後　記

二戸LC 安代LC

夏の献血推進活動

盛岡観武LC

こども食堂 献血推進活動

北上LC 水沢LC

花壇整備

花巻LC

花火大会後の河川敷清掃 フラワーロード除草作業

花泉LC 千厩LC

フリーマーケット

水沢中央LC

駒場交流公園清掃

室根LC 釜石リアスLC

チャリティーバザー JR水沢駅前広告塔へのテーマ掲出ラグビーワールドカップのぼり設置

《表紙の写真》 広田半島「椿島」（陸前高田市広田町）
　波間に点々と顔をのぞかせる岩礁。雄大な海原。自然が描き出
す、絵画のような風景が一望できます。その中にある広田半島の
先端、岩手県最南端の美しい青松島と椿島。どちらの島もウミネ
コの繁殖地で、５～６月の繁殖期には数万羽が群舞する。青松島
は県の名勝・天然記念物。椿島は国の天然記念物に指定されて
います。
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