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れども、大都市を上空から見学できたのと広

い空港内を体験できたことで我慢することとし

て眠りにつきました。

　２日目のスケジュールは、「インターナショ

ナルパレード」への参加です……。

　私と村上繁喜キャビネット会計は、常任名

誉顧問Ｌ.米谷春夫のご指名でパレードの先

頭に並んで行進することになり332-Ｂ地区の

皆様と親しくお話しできなくて残念でした。今

大会こそ最後まで見ようと頑張って観ていた

のですが、空腹に耐えかねて近くのレストラ

ンに入り咽を潤し、腹を満たして至福の時を

過ごしました。ちなみにメンバーはＬ.村上と

　このたび「第100回ライオンズクラブ国際

大会」に参加してまいりましたのでご報告い

たします。

　金野ガバナーの１年間の活躍を労うよう

に、記念すべき100回大会参加を祝福する

かのように、６月30日朝の出発から７月６日

夕方の帰宅まで全日程において天候に恵まれ

まして、参加者一同スムーズに移動できたこ

とは本当に良かったと感じています。

　16時25分羽田空港出発後―現地時間19

時30分オヘア空港に到着、シカゴ市内のホ

テルにて宿泊となりました。ロサンゼルス空

港経由だったので２時間位余分にかかったけ

メルビン・ジョーンズのお墓にお参りしてきた

ことです。広大な墓地の中で他の墓標と違い

一目でわかる場所にあり、バスも入れる処で

した。夕方には金野ガバナーのお誘いでネイ

ビィーピアーに集合しミシガン湖遊覧船にて

の食事会に参加、太平洋かと勘違いするほど

の湖上で素敵なひと時を過ごしました。

　５日目は、「閉会式」が開催され遠くから

しか見えないほど混んでいて側に行けなかっ

たのが残念でしたが、無事「Ｌ.森谷潤が、

ガバナーに就任いたしました」 Ｌ.村上と二人

で市街へでかけラーメンとビールでささやか

な祝賀会を名目に盛り上がりました。

　６日目は、ホテルを朝５時に出発してオヘ

ア空港からロサンゼルス経由で羽田空港着

は、日本時間７月６日の14時25分の行程で

した。

　ご参加の皆様、お世話になりました、大変

お疲れ様でした。

私、そして山形県から参加したＬ.斉藤修平

の３名でございました。

　３日目は、「国際大会　開会式」に参加す

るためシャトルバスにてマコーミック・プレイ

ス北館へ入場し、各ブースを回り記念品をい

ただきながら「ハーレーダビットソン」の抽

選ブースでは抽選券を容器に入れながら当

たったら如何にしようと心配しましたが、「閉

会式」の会場での発表会には名前が呼ばれ

なかったのでとても残念でした。３日目の夜

は「MD332ガバナーズナイト及びガバナー

エレクト激励会」がシカゴ川沿いの会場で開

催されシーフードとステーキにワインで楽しい

時間を過ごしました。

　４日目は、シカゴ市内観光に参加してオバ

マ前大統領の私邸やシカゴ大学等を見学しア

ドラー天文台では宇宙船アポロの回収船体等

を見て回りました。

　特筆すべきことはライオンズクラブの創設者

キャビネット幹事　Ｌ. 鈴 木  芳 勝

参  加  報  告

第100回ライオンズクラブ国際大会
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絆で結ばれ、輪を広げ更に大きなものとなるこ
とを期待すると抱負を述べました。続けて地区
名誉顧問会議議長 Ｌ.金野幸造の祝辞をいただ
きました。第100回大会国際大会の報告があり、
キャビネット Ｌ.鈴木芳勝よりキャビネットの運
営方針の説明と幹事報告が行われました。
　引き続き議案審議に入り、第１号議案から第
９号議案まで慎重に審議され、地区会計予算
（案）、アワードに関する地区ガバナーの方針、
国際大会及びアジアフォーラムへの参加促進な
ど、原案通り全て議決されました。その後、キャ
ビネット幹事鈴木芳勝により、決議事項の確
認を行い、前期キャビネットからの申し送り事
項の引き継ぎを承認し、第１回キャビネット会
議を終了しました。引き続き懇親会が開催され
ました。

　上記会議が2017年７月21
日 ㈮  住田町ホテルグリー
ンベル高勧で開催されまし
た。新地区ガバナー Ｌ.森
谷潤の開会宣言並びに開会
ゴングに始まり、国旗に敬礼、
国歌斉唱、ライオンズクラ
ブの歌を斉唱し、物故者会
員に黙祷を捧げました。次
に役員委嘱状の交付が行わ
れ、出席者の紹介がキャビ
ネット会計 Ｌ.村上繁喜により行われました。
　地区ガバナー Ｌ.森谷潤が挨拶に立ち、ライ
オンズクラブの活動が101年目を迎えたこと、
本年度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」とし、奉仕活動
に結集する仲間を信じる心に訴え、ガバナー
テーマを「育てよう利他の心  広げよう奉仕の
輪」とし、奉仕を目的とする仲間同士が強い

第１回  キャビネット会議
ライオンいわて編集委員　Ｌ．阿 部  祐 一

2017～2018ライオンズクラブ国際協会 332-Ｂ地区
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夏季 YCE来日生ホストファミリー報告

地区YCE・レオ・ライオネス委員長
　 大船渡五葉LC　L. 伊藤  壽太郎
地区YCE・レオ・ライオネス委員長
　 大船渡五葉LC　L. 伊藤  壽太郎

大変だけど  楽しい日々でした
ホスト
ファミリー

　７月14日花巻空港で初対面し
た高校生はブルーのブレザーを
身に着けハイカラな髪形をして
いてすごく大きなスーツケースを
持っていた。これが、今から20
日間の日程で台湾から来日した
ルイスとの出会いでした。
　ルイスは非常におしゃれで靴・
シャツ・ハーフパンツ・ロング
パンツ・ヘアードライヤー・スー
ツ等々いっぱい持って来、毎日
私に今日はどんな服装が適当な
のか聞いてきた。最初の日に、
裏の畑で今が旬の梅を取っても
らった。帽子・ジャンバー・長靴・手袋を
して私がホロッタのを拾い歓声を上げて喜んで
いた。その後スーパーに女房と３人で出かけ買
い物を楽しんだ。ランチは先ほど買った冷麺を
私が作って出したところ非常に喜んで食べてくれ
た。
　このように始まったルイスとの生活は普段私
が経験がない事、又は行った事がない場所に私
を連れていってくれました。海釣り・ちんどん
祭り・八戸でのサマーキャンプ・帰りに寄っ
た十和田湖・御所湖での花火大会・ゴルフ
練習後の温泉・盛岡さんさ踊り・－30度の冷

蔵庫内の体験・浄願寺（伊藤家の菩提寺）で
は写経を筆で上手に書きました。
　私としては、たいへんだけど楽しい体験でし
た。そして、８月２日夕方、花巻空港より帰路
に就きました。
　普段通りの生活（日本）を体験させようと思
い色々と考えて日程を組みましたが、地域柄移
動に時間が取られたことが少し残念でした。
　ご協力していただきました各クラブの皆様、
誠にありがとうございました。
　最後に、YCE委員長として今後のホストファミ
リーへのご協力をお願いします。
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夏季 YCE来日生ホストファミリー報告

〈ＹＣＥ生の手紙翻訳文〉

Ching yuan, chang（台湾）

　私はこの２１日間の日本滞在をともに楽しむ
ことができました。ほとんどの時間を過ごした
大船渡市は、個性豊かで大変過ごしやすいま
ちでした。一方で、3.11 の東日本大震災の被
害を受けたまちでもあり、未だに多くの復興事
業が完了していない状況も目の当たりにしま
した。博物館では震災後のレスキュー活動の
詳しい説明がありました。
　碁石海岸の美しい景色も見ることができまし
た。また、釜石にも行き、高いところから広大な風
景やオーシャンビューを楽しむことができました。
そして、仙台市では馬に乗った戦士（伊達政宗）
を見て感動し、忘れがたい思い出となりました。
　今回初めて日本を訪れましたが、大船渡市
で沢山の面白い経験をし、多くの友達ができま
した。機会があれば、是非また日本に来たいと
思います。

ルイス君
からの手紙
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夏季 YCE来日生ホストファミリー報告

ているのだそうです。ですから、日本語は分か
らなくても英語は理解できるので、説明を聞き
ながら返事をしたり質問をしたりしていました。
校舎の下にたくさんの仮設住宅が見えるので、
あの建物は何ですかと聞いていました。震災の
部屋にはたくさんの千羽鶴が飾られていて、世
界中、全国から届いた励ましのメッセージなど
が展示されていました。
　２日目は有名な一本松を見学し、タピックの
敷地に設置されている慰霊碑に手を合わせまし
た。震災前の町と震災後の町を見比べて複雑
な表情をしていました。
　十分な受け入れはできませんでしたが、何か
心に残ることがあったのならうれしいです。畳
のにおいは気に入ったようです。

　７月19日から21日まで台湾の18歳の高校生
（男子）を受け入れました。お洒落な好青年で、
慣れない環境でも笑顔で過ごしてくれて助かり
ました。
　食事は野菜が苦手のようでした。朝からハン
バーグでもおいしそうに食べていました。
　１日目はオープンした市立図書館の見学、県
立高田高校の見学をしました。
　市立図書館では台湾を紹介する本を見つけて
嬉しそうににっこりしていました。震災コーナー
では絵本を開いて一本松を知っていることを話
していました。台湾でも一本松はよく知られて
いるとのことでした。
　高田高校では英語の先生が校舎を案内してく
れました。台湾の高校では英語で授業が行われ

青少年交換学生を受け入れて

日本語でお世辞にての気遣いをしていました。
　日中については、教育委員会の協力をいただ
き市立高田東中学校へ訪問し、授業見学や生徒
達との交流・海での船釣り体験（釣果はカレイ
１枚）・平泉の金色堂の見学・ジュース工場見
学（神田葡萄園さん）・曹洞宗普門寺（東日本大
震災の犠牲者供養）等々でした。
　今回、３日間という僅かな時間ではありまし
たが親日国の台湾から訪れた少年に、日本の素
晴らしさを理解していただく一助となっていれ
ば幸いと思います。
　尚、ルイス君の滞在中は長男が寝食を共にし
英語での通訳を担当し、オールファミリーで対応
いたしましたことを申し添えます。

　この度、初めて我が家庭においてYCE 生を３
日間という短期間ではありましたが、お預かりす
る経験をさせていただきました。
　台湾からの訪問ということで同じアジア圏な
ので、何とかなるだろうと安易な考えで受入れを
決めましたが、僅か３日間ではありますが、食事
のメニューはどうしようか？ 日中は何を見学・
体験させよう？ 等々、夫婦で様々と思案し当日
を迎えました。
　初めてお会いした張競之（CHANG,CHING-
YUAN）君 18 歳は英語名をルイスと自己紹介し
笑顔が素敵なイケメン少年でした。
　食事に関しては、肉料理が好きで、野菜は加
熱してほしいと要望があり、妻は色々と工夫し食
卓に出したところ「オ・イ・シ・イ」とカタコトの

YCE生を受入れして 陸前高田LC　L. 菅原　  悟陸前高田LC　L. 菅原　  悟

ホスト
ファミリー

ホスト
ファミリー

陸前高田LC　L. 伊藤  明彦陸前高田LC　L. 伊藤  明彦
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から多くの仲間をお出迎えするサブホスト役とし
て、森谷ガバナー、住田キャビネットを一丸と
なって盛り上げてまいりましょう。
　ライオンズクラブ国際協会誕生から101年
目、LCIF設立から50周年の今期、きっと歴史
に残るかけがえのない一年になります。
　森谷ガバナー、健康に留意され、We Serve
の精神を思う存分に発揮されますよう、切に願っ
ております。ご訪問をいただき誠にありがとうご
ざいます。

　2017年８月３日㈭ 1R1Zガバナー公式訪問
が、盛岡市・盛岡グランドホテルに於いて開催
されました。
　昨年より僅かではありますが、出席者が増え
123名のご出席です。皆様に感謝を申し上げま
す。ZC及び担当クラブとして、今年度 公式訪
問のスタートとなる1R1Zの責任は重大でありま
したが、森谷ガバナーの緊張が少しでもほぐれ
ますようにと思いをこめ、各クラブからのご協力
を得て当日を迎えました。
　今期は、ご本人曰く “当たり年” 332複合地
区ガバナー協議会議長も兼任の森谷ガバナー 
第一声は、まず大切なことは会員の皆さんが『楽
しく活動すること』『もっとライオンズをPRしよ
う』有意な活動を通しながら多くの仲間が増え
るようにと、今期のスローガン、テーマを中心
に確固たる目標をいただいたところです。
　会員増強については、髙橋GMT地区コーディ
ネーターから、特別なことより、まず日頃から
会員へのお声がけを大切に、会員の高齢化、
例会及びアクティビティ参加率
の低下 等 様々な内的要因が
ある中でも、前向きに今すぐ
実践できる会員拡大へのビジョ
ンを示していただきました。
　光栄にも、332複合地区年
次大会は、我が1R1Z盛岡市
にて開催されます。東北各地

ガバナー
公式訪問
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１Ｒ１Ｚ
《報告者》  ZC　L. 中村さと美（滝沢LC）

盛岡LC・盛岡不来方LC・盛岡中津川LC
盛岡観武LC・盛岡南LC・滝沢LC・玉山姫神LC

地区ガバナー・クラブ四役談会 地区ガバナーの挨拶

テールツイスター　玉山姫神LC  L.佐々木端瑛

地区ガバナーより記念品贈呈
滝沢LC  L.柴田さよ子

昼食時ガバナーを囲み和やかな一コマです



第100回シカゴ国際大会に出席した時の様子を
交えながら、ライオンズクラブの果たしてきた役
割・意義を話された。また、次第になかった
GMT地区コーディネーターの Ｌ.高橋 寛から会
員増強に関して趣味を活かしたクラブ等新しい

提案の紹介があった。
　懇談会では、地区
名誉顧問 Ｌ.天日常光
の挨拶で始まり、第一
副地区ガバナー Ｌ.猿
舘伸俊の乾杯で有意
義で楽しい懇談をする
ことができた。

地区ガバナー・
クラブ四役懇談会
　８月３日㈭ ホテル安
比グランドにおいて、
1R2Zガバナー公式訪問
並びに4クラブ合同例会
が開催された。
　公式訪問に先立ち地
区ガバナー・クラブ四
役懇談会においては、
各クラブから回答いた
だいた「質疑要望事
項」を中心に意見交換
が行われ、意識の共有
化が図られた。

ガバナー公式訪問
　1R2Zは今年度から岩手LCが無くなり4クラブ
と少数での公式訪問となり、全体で64名の出席
の下で進められた。森谷潤地区ガバナーより、

IWATE
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ガバナー
公式訪問 １Ｒ２Ｚ 二戸LC・西根LC・安代LC・西根LSC

《報告者》  ZC　L. 佐藤   實（安代LC）



計と各会員が親しく懇親を深めることができま
した。キャビネット役員以外はなかなかキャビ
ネット三役と直にお話しできる機会はないので
貴重な場であったと思いました。また今年は１
クラブ減った合同例会懇親会であったこともあり
昨年と比べて参加人数が少なくなったと感じざ
るを得ませんでした。会員普及の重要性を現実
的に見せつけられた思いがしました。しかしガ
バナー重点目標の一つにもあるように「楽しい
クラブ運営」ができれば会員を増やせる土壌が
できます。ガバナー重点目標をいかに各クラブ
に浸透できるか、ZCとしての責任の重さを感じ
たガバナー公式訪問でした。

　2R1Zのカバナー公
式訪問並びに6クラブ
合同例会は、8月7日
昼花巻温泉・ホテル
紅葉館にて行われまし
た。それに先立ち第
一副会長を含めた四
役懇談会が同ホテル
内で開催され、アイバ
ンク寄付内容の質問等
活発にガバナーと意見
交換がなされました。
特にも我がゾーンは昨
年度末に大迫早池峰
LCが解散したこともあ
り、会員拡大、クラブ活性化、退会防止策等々
の意見質問がなされ、ガバナーは一つ一つ丁
寧に答えられていました。今年度から第一副会
長も出席するようになり情報共有ができることが
良いという意見もありました。結局全クラブから
発言があり予定時間をオーバーするほどでし
た。
　続いて隣室で合同例会が行われ、森谷ガバ
ナーからは今年度の６つの重点目標について
説明があり、また332複合議長も兼務している
ことから視野の広い内容のご挨拶でした。合同
例会終了後筒井名誉顧問のWe Serve乾杯で懇
親会となり、森谷ガバナー、鈴木幹事、村上会

ガバナー
公式訪問

ライオンいわて8月号 11
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２Ｒ１Ｚ
《報告者》  ZC　L. 金澤 秀晃（花巻LC）

花巻LC・紫波LC・石鳥谷LC
花巻東LC・東和猿ヶ石LC・矢巾LC



ンズクラブの社会貢献度と重要性について熱い
思いで語られた。 ①、②の要旨は次の通り。①会
員増員；現在332-Ｂ地区全体で2LC解散もあり
（６月東北トップの退会者138人）計－88人で過
去最悪、しかも来年は森谷ガバナーが332複合
の議長なので何としても会員数トップを勝ち取り
たい。現在332-Ｂ地区は福島に次いで２番目。
GMT地区コーディネーター Ｌ.高橋 寛（和賀
LC）も居る事なので何としても北上LCも最重点
項目として頑張りたい。平均年齢を下げる為にも
若い人の入会促進大事。  ②は学校給食の始まり
や、盲導犬スタートもライオンズクラブ、又献血
支援は日本全体の13.2％はライオンズクラブの支
援で支えられている。ライオンズクラブの活躍を
マスメディアを通して大いにPRしましょう。復興
支援。商店街ができつつあるが最近買い物に来
る人が少ない。是非被災地巡回買い物ツアー等
お願いします。
　この後、GMT地区コーディネーター Ｌ.高橋 
寛からも会員増強（10%UP）について熱く語ら
れ、会員増強目標に向け機運が盛りあがり、溢
れ出た感じでした。さあ各LCアスクワン本気で
頑張りましょう。

　去る８月７日  ホテルシティプラザ北上にて18
時15分よりライオンズクラブ国際協会332-Ｂ地区
2R2Z地区ガバナー公式訪問並びに４LC合同例
会〔北上ＬＣ第1283回、 和賀ＬＣ第1208回、北
上国見ＬＣ第970回、江釣子ＬＣ第726回例会〕
が行われた。第一回８月３日の1R1Zの盛岡を皮
切りに北上地区は４回目でもあり会場には108名
の会員が集まり終始熱気に満ちた合同例会でし
た。
　開催LCを代表して北上LC会長 Ｌ.千田から歓
迎の言葉があり、重点課題は①会員増強、②LC
のPRを含めた楽しい例会、アクティビティの推進
でガバナーの掲げる１～６までと重複する面もあ
る。又ライオンズクラブは健康年齢を引き延ばす
のに最適～ライオンズクラブ入会のヒントにして
欲しいと思います。手をつなぐ；繋がりを持つ（絆
の輪）、ハイタッチ～エンドルフィン（脳内ホルモ
ン分泌活発）健康寿命  男；72歳、女74歳  文献；
友達の数で寿命は決まる；石川善樹医学博士、
名大老年科学  葛谷教授、NHK朝の健康ライフ；
慶応大医学部  広瀬信義教授。
　引き続いて地区ガバナーＬ.森谷潤よりかなり
長い時間をさいて①会員増強の必要性、②ライオ

IWATE
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ガバナー
公式訪問 ２Ｒ２Ｚ 北上LC・和賀LC・北上国見LC・江釣子LC

《報告者》　L. 千田 正俊（北上LC）
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7月のアクティビティ
1Ｒ1Ｚ

1Ｒ2Ｚ

2Ｒ1Ｚ

2Ｒ2Ｚ

3Ｒ1Ｚ

3Ｒ2Ｚ

4Ｒ1Ｚ

4Ｒ2Ｚ

5Ｒ1Ｚ

5Ｒ2Ｚ

水沢フラワーロード、ラベンダーの摘取作業
ＬＣＩＦ＄１０００献金
駒田神社清掃、安全祈願
JR水沢駅前  広告塔スローガンの書替
暴力団追放胆江地区民会議会費納入
ふれあい森・緑ボランティア
奥州市民憲章推進協議会会費納入
献血推進活動

使用済み切手　2400枚送付

ＬＣＩＦ＄１０００献金
さくら園へ資源再利用品の収集支援
ＬＣＩＦ＄１０００献金　7件
月一労力奉仕
レオクラブ合同プランター設置
献血推進活動
親子アウトドア大会開催

千厩LC会館周辺清掃奉仕
一関地方小学校ソフトボール大会の支援・後援
献血推進活動　3箇所
草刈清掃奉仕作業

川崎特養ホーム慰問「小田代直子ショー」
川崎あじさい祭り協賛（事業資金獲得）
５支部対抗空手道定期戦大会
室根高原クリーン作戦

大船渡市労連親睦交流大運動会  協力
ライオンズ農園　収穫作業
せきれいの会  声の図書館点検と整備協力
陸前高田観光物産協会会費納入
陸前高田国際交流協会会費納入
陸前高田ボランティア連絡協議会会費納入
直接献血　2件
YCE生受け入れ
ライオンズの森草刈作業
ライオンつつじ園整備作業
大船渡市労連親睦交流大運動会  協力

暴力団追放宮古地区県民会議総会
久慈地区エネルギー協議会総会
献血推進活動
レディーの会奉仕活動
百獣の王ライオンコンペ開催（事業資金獲得）
自然公園クリーン作戦
暴力団追放宮古地区県民会議総会
特養ホーム「リアス倶楽部」夏祭り協賛
済生会病院前ライオンズ花壇整備

釜石レオクラブH29年度入会式
第433回LL奉仕活動
リサイクル品の回収
使用済み切手　1000枚送付
ラグビーワールドカップのぼり設置協賛金

オランダ島での被災不明者の
合同捜索並びに清掃活動参加
山田町水泳記録会後援

1日
4日
4日
12日
18日
22日
31日
17日
ー

31日
ー
7日
25日

5、6、14、19、31日
23日
25日
23日
30日

20日
15日、16日
11日 
18日 
ー
9日
9日
23日
26日

7日
16日
26日
13日
13日
13日
18日

19日、20日、24日～27日
14日
14日
7日

27日
26日
27日

5日、11日
11日
15日
27日
30日

6日、19日、30日

18日
19日
19日
19日
28日
ー

12日

28日

水沢中央LC

金ヶ崎LC
胆沢岩手LC

一関LC
平泉LC

花泉LC

一関中央LC

一関厳美渓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

大船渡LC

陸前高田LC

住田LC

大船渡五葉LC

宮古岩手LC

久慈LC

陸中宮古LC

田野畑LC
岩泉龍泉洞LC

釜石LC

遠野LC

釜石リアスLC

大槌LC

陸中山田LC

盛岡LC
盛岡不来方LC
盛岡中津川LC

盛岡観武LC

盛岡南LC

滝沢LC
玉山姫神LC

二戸LC

西根LC

安代LC

花巻LC
紫波LC

石鳥谷LC

花巻東LC
東和猿ヶ石LC

矢巾LC

北上LC

和賀LC

北上国見LC

江釣子LC

水沢LC

江刺岩手LC

前沢LC

27日
ー
27日

9日、17日
17日
21日
27日
31日
21日
27日
1日
24日

ー
2日
13日
ー

26日
7日

8日～9日
12日
14日

10日、17日
ー
1日
5日
29日

6月1日～30日
5日、25日
12日
30日
6月16日
7日

14日、21日
22日
6月22日

1日、2日

9日
4日
8日
9日
28日

1日
10日
10日
14日
6日
25日
16日
20日
20日
26日
28日

「暴力団排除・迷惑行為排除」共同パトロール

「暴力団排除・迷惑行為排除」共同パトロール
こども食堂
「にしあおやま夏まつり」出店（事業資金獲得）
月が丘小学校万灯祭　協力
「暴力団排除・迷惑行為排除」共同パトロール
暴力団追放賛助金
ＬＣＩＦ＄１０００献金　３口
「暴力団排除・迷惑行為排除」共同パトロール
青少年健全育成標語コンクール　協賛
夏まつり　協賛金

岩手山焼走りマラソン全国大会
薬物乱用防止教室

「わたしの主張花巻大会」事業協賛
献血推進活動
サマーキャンプin戸塚森
好地荘並びに松風園運営協議会
石鳥谷地域社会を明るくする運動街頭広報活動
清光学園生を温泉に招待

町内子供会ドッチボール大会
矢巾町夏まつり会場清掃活動
町少年野球大会　協力

資源回収リサイクル活動
ＬＣＩＦ＄１０００献金　５件
北上レオクラブ支援（活動費）
花壇整備・除草、清掃等
資源回収リサイクル（事業資金獲得）
資源回収リサイクル（事業資金獲得）
献血推進活動　４件
花壇除草活動
社会を明るくする運動「小学生の体験発表」後援
第6回東北選抜本庄LC旗
「小学生女子ソフトボール大会」参加支援
早朝清掃奉仕
無人駅江釣子駅舎及び周辺の清掃
資源回収（事業資金獲得）
献血推進活動
使用済み切手　7562枚送付

「水沢LC交通安全広告塔」清掃作業
奥州市民憲章推進協議会会費納入
暴力団追放胆江地区民会議会費納入
奥州市水沢青少年育成市民会議会費納入
献血推進活動
いわて被害者支援センターへの拠出
献血推進活動
清掃奉仕活動
ひかりの箱募金
奥州市小学校水泳記録会西部大会
まえさわ苑夏まつり



　　332複合地区ＦＷＴでは東日本大震災被災地への変わらぬ支援と会員各位の親睦のために
「332複合地区ＦＷＴフェスタin宮古」を開催する事となりました。
皆様には何かと忙しい秋でありますが、B地区よりもお仲間、ご家族をお誘い合わせてご参加くださいます
ようにご案内いたします。

会　員　動　向

7月  新入会員一覧
クラブ名 会員名（新入／再入／転入）

盛岡LC

盛岡不来方LC
盛岡中津川LC

二戸LC

紫波LC

石鳥谷LC
花巻東LC

北上LC

和賀LC

水沢LC
前沢LC
平泉LC

大船渡LC

住田LC

大船渡五葉LC

陸中宮古LC
釜石LC

餘　目　カヅエ
餘　目　英　男
須　田　欣　也
宮　野　裕　子
鈴　木　昭　男
中　村　　　弘
髙　橋　　　毅
村　上　秀　紀
横　田　泰　人
伊　藤　　　誠
山　下　育　子
小野寺　　　郷
千　田　富士夫
渡　辺　雅　博
髙　橋　義　和
小　原　富　男
菅　原　由　和
伊　藤　雅　浩
羽　澤　圭　子
畠　山　悦　子
畠　山　幸　志
福　田　　　光
福　田　洋　子
齊　藤　信　雄
佐々木　益　枝
佐　藤　雄　司
中　澤　武　義
田　代　宏　忠
只　野　義　則

7月  LCIF＄1000 献金
クラブ名 会員氏名 MJF 回数
盛岡南LC

北上LC

水沢中央LC
花泉LC

一関中央LC

　　　　猿　舘　伸　俊（３口）
及　川　光　市
中　村　好　雄
及　川　　　力
千　田　正　俊
斎　藤　能　久
菅　原　智　美
佐　藤　誠　之
鈴　木　雅　彦
鈴　木　勝　則
芦　萱　敬　一
金　野　幸　造
佐々木　　　弘
本　田　秀　行
松　倉　　　忠

16
8
28
2
5
2
7
23
7
3
7
7
8
1
1

訃　　報

胆沢岩手LC
故  L.  櫻田  昭史
享年73歳 （2009年1月入会）
７月９日 ご逝去

西根LC
故  L.  髙橋　  裕
享年76歳 （2007年11月入会）
７月28日 ご逝去

盛岡LC
故  L.  浅井  敏博
享年68歳 （1985年10月入会）
７月７日 ご逝去
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●日程／１０月１２日（木）～１３日（金）
見学場所………岩手県宮古市実田1-9-16　宮古体験広場内　手創工房 輝きの和
体験コーナー…国立公園浄土ヶ浜島めぐりクルージング
交流会場所……浄土ヶ浜パークホテル

〈費用＆申し込み〉 詳しくは8月9日各クラブへ送付済の案内文章で
ご確認ください。 参加者は各クラブで取りまとめてキャビネット事務局まで
申し込み下さい。 第1回締切り8月末、 第2回締切り9月10日

ライオネスクラブ

レオクラブ

西根LS

盛岡LEO
石鳥谷LEO
北上LEO
一関二高LEO
釜石LEO

岩手山焼走りマラソン全国大会
平舘高校薬物乱用防止教室

環境美化奉仕・花苗植栽
一ノ関駅にベコニアのプランター設置
新会員入会式

2日
13日

ー
ー
29日
25日
18日

332複合地区ＦＷＴフェスタin宮古のご案内
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　今年は、夏の青空の見えぬ日々が続き、秋の実りに不安を感じ
る日々が続いています。天候不順でも異常気象でも普通に感じて
しまう自分に驚いています。
　編集委員として本格的に活動が始まりました。
　「ライオンいわて」この広報活動の目的にあるように、クラブの
理念や活動状況をスピーディーに正しく知らせる広報であること
が原点です。会員の皆様が親しみやすく、元気になる紙面になる
ことを念頭に進めたいと思います。
　今号は、スタートした森谷地区ガバナーの目標、その思いと活
動状況を、各クラブの一層の活性化を願いつつお知らせします。

（副編集委員長　L.瀧本正徳）

編　集　後　記

盛岡観武LC 花巻東LC

こども食堂

江釣子LC

江釣子駅清掃 清光学園生を温泉に招待

水沢LC 江刺岩手LC

交通安全広告塔

陸中宮古LC

浄土ヶ浜クリーン作戦 献血推進活動

東山LC 北上LC

薬物乱用防止セミナー

釜石レオ

入会式 花壇整備

室根LC 千厩LC

清掃活動

住田LC

ライオンズの森「草刈作業」 清掃活動

《表紙の写真》 滝観洞（住田町上有住）
　全長3,635ｍ、高低差115ｍの国内屈指の鍾乳洞で、澄んだ地
下水が流れる神秘的な光景が広がり、奥にある「天の岩戸の滝」
ではマイナスイオンをいっぱい浴びてリフレッシュ！また、ドーム
上部より落ちる雫はキラキラ輝くダイヤモンドのようです。
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