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第１回キャビネット会議報告
�

� キャビネット筆頭副幹事兼事務局長　L．森岩　 彰（盛岡南LC）

　今年度の第１回キャビネット会議は、７月26

日（木）にホテルメトロポリタン盛岡ニューウイ

ング４階において開催されました。会議に先立ち

まして、第１回ゾーン・チェアパーソン会議と第

１回アクティビティ積立金運用委員会が開催され

て、それぞれ報告協議事項の確認と議案の承認を

戴きました。特にも、年間会員増強計画について

は332-B地区として純増111名の具体的目標数が、

各ゾーン・チェアパーソンに猿舘伸俊地区ガバ

ナーより示されました。

　続いての第１回キャビネット会議は、定刻通り

に13時20分より70名のキャビネット構成員の参加

を戴き、キャビネット副幹事の小野寺平信ライオ

ンの司会で次第にそって進められました。開会宣

言並びに開会ゴングから始まり、役員委嘱状の交

付は地区会則委員長の安達正志ライオンに代表し

第１回ゾーン・チェアパーソン会議

地区会則委員長 L．安達正志に役員委嘱状の交付

ガバナーから国際大会等について説明

新しいテーマ・スローガンの垂れ幕お披露目
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て交付されました。

　猿舘伸俊地区ガバナーより、第101回国際大会

報告と国際会長プログラムについての説明に続い

て、地区ガバナー「テーマ」並びに「重点目標」

についての説明が有り、目標に向けて更なる協力

の要請が有りました。続いて幹事報告を、舘澤繁

信キャビネット幹事より順次丁寧な報告を戴き

ました。「平成30年７月西日本豪雨災害支援」に

ついては、332-B地区としては地区緊急援助積立

金より義援金2,964,000円の拠出の報告が有りまし

た。続いて議案審議は、猿舘伸俊地区ガバナーが

議長を務められ議案説明と決議が行われました。

第１号議案から第８号まで全て原案通り承認する

と確認されました。スピーディーな進行により、

第１回キャビネット会議は予定の30分前に閉会宣

言並びに閉会ゴングで終了いたしました。

　続いての懇親会は、会場を11階のギャラクシー

に移して地区名誉顧問　相原文忠ライオンの力強

い乾杯で始まりました。再会を懐かしむライオン

や初めての構成員となるライオン、新しい名刺の

交換・歓談で閉会となりました。

　キャビネット筆頭副幹事兼事務局長として朝か

ら緊張の１日でしたが、皆様のご協力によりこち

らも予定より30分早く終了する事が出来ました。

感謝してお礼申し上げます。

和やかな懇親会の様子

次回第２回キャビネット会議は、

2018年11月12日（月）に

ホテルメトロポリタン盛岡本館で

開催されます。
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　2018年６月29日（金）〜2018年７月５日（木）（日
本時間）でアメリカ、ネバタ州、ラスベガス開
催地での第101回国際大会にL．猿舘伸俊ガバナー
エレクトからL．猿舘伸俊ガバナーに就任する為、
キャビネット幹事として同行してまいりました。
　会場はラスベガスの中心街、MGMグランドホ
テル。ロビーに黄金のライオン、まさにライオン
ズクラブの世界大会にふさわしい風格のカジノホ
テル。その一角のMGMグランド・ガーデン・ア
リーナにて就任式が執り行われました。盛岡のア

イスアリーナを一廻り大きくしたアリーナを持
ち、そのアリーナがホテルのほんの一部である、
広大なホテルです。
　７月３日にそのアリーナにて世界中のライオン
が集う中その時はやってきました。L．森谷潤前
ガバナーがL．猿舘伸俊のエレクトのタグを取り、
L．猿舘伸俊ガバナー誕生の場を、その瞬間を私
たち同志一同は、立ち合い、大変感動をいたしま
した。L．猿舘伸俊ガバナー誕生の瞬間です。L．
森谷潤前ガバナー大変ありがとうございました。

第101回ライオンズクラブ
国際大会 in ラスベガス

参 加 報 告
キャビネット幹事　L．舘 澤  繁 信（盛岡南LC）

 （6頁に続く）☞

332-B地区ガバナー L．猿舘伸俊と 御令嬢 L．畠 嘉葉子　グドラン・ビョート・イングバドター国際会長と共に
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　引きずり降ろされるんじゃないかと思う、ユナ
イテッド航空機に搭乗し成田空港より、サンフラ
ンシスコ経由で、一路ラスベガスへと一日がかり
で無事到着。現地は40℃位、暑いというより熱い、
ドライヤーの熱風を浴びてるような気候です。着
いて直ぐそのまま、市内カジノのイルミネーショ
ン観光、ストラストフィアタワー地上350ｍの屋
上からの眠らない街カジノの夜景はとてもきれい
でした。タワーの上にあるビッグショット（急上
昇、急降下をするアトラクション）も楽しみまし
た。心臓の弱いかたはやめた方がよろしいです。
　その後ダウンタウンの方へ。フリーモントスト
リート、エクスペリエンス（盛岡で言えば肴町の
アーケード街をビッグに）。アーケードにプロジェ
クトマッピングかな、巨大なスクリーンに流れる
ような映像が映しっぱなし、いろんなストリート
パフォーマーが見られ、ま、日本でいえば年中お
祭り騒ぎですね。
　２日目は、インターナショナルパレード。中盤
79番目のスタートでした。日本はいつも通り上か
ら下まで真っ白の服に半纏、キャップ、日の丸手
ぬぐいで参加しました。福島県のL．安澤荘一国
際協会国際理事ご夫妻を筆頭に横一列12人での行
進です。私は一列の端に位置し列を乱さないよう
管理すべく行進をしましたが、ギャラリーよりギ
ブミーピン（バッチ）と多くの国際人の方々より
声を掛けられ、それどころではなく、忙しかった。
持参したバッチがすぐなくなりました。行進が終
了した後も、声を掛けられ、何を言ってるのかわ

からなく、苦戦しました。帰りのバスに乗り込む
間際にも、メキシコの民族衣装に身を包んだ女性
から、半纏を欲しいというので、快くプレゼント
したならば、お返しに、メキシカンハット、ソン
ブレロをいただきました。かなりでかいです。同
行した皆様より、「英語もわからないのに、よく
そんなに声を掛けられるな、日本人に見られてな
いな。」と茶化されました。
　午後は自由行動です。私は自分が宿泊していま
すMGMパークホテルのプールにて親子位歳の差
があるL．簗田公也とまったり過ごしました。す
るときれいなビキニのお姉さんに声をかけられま
した。（逆ナン）オーダーでした。夜は恒例の332
−B地区の夕べ、お酒をいただきながら楽しいひ
と時を地区の皆様と過ごしました。
　３日目は、朝から日本ライオンズ代議員会・朝
食会そして資格証明と投票です。余談ではござい
ますが、朝食会の時、隣の席が今まさに西日本豪
雨被害で、大変苦労なされている336−B地区の岡
山県のキャビネット幹事と会計でした。早速SNS
で情報公開し友達になりました。リアルタイムで
情報がわかります。
　４日目は、みんなで観光を満喫しました。一日
がかりでグランドキャニオンへのバスの旅。皆さ
んバスの中で爆睡でした。（私だけ？）
　５日目は、冒頭で述べました、L．猿舘伸俊ガ
バナー誕生の日。この日のディナーは、L．猿舘
ガバナー主催で、お祝いをいたしました。L．猿
舘伸俊ガバナーごちそうさまでした。
　あとは来た時の逆に帰路につきました。
　全体を通して顧みますと、L．猿舘伸俊ガバナー
が、寒暖の激しさで体調を崩されたにもかかわら
ず、気合でイベントを全うしたことに敬意を表し
ます。随行して頂きました地区会員の皆様ありが
とうございました。又会員の宿泊先が二か所にな
り、道路挟んで向かい同士とではありますがそこ
はアメリカ、隣なのにタクシーで５〜10分、10ド
ル位です。そんなハンデを背負いながらも名鉄観
光には、今回のイベントもきちっと事故なくやり
遂げていただきまして誠に感謝申し上げます。半纏のお返しにソンブレロを貰って国際交流
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ライオンズクラブ国際協会332複合地区
YCEサマーキャンプ in 大船渡

�
� 地区YCE実行委員長　L．伊藤 壽太郎（大船渡五葉LC）

　７月27日（金）〜29日（日）「東日本大震災そ
してその後の復興」をテーマに大船渡で332複合
地区のサマーキャンプを開催しました。その様子
を報告します。
　７月27日（金）開会式を前に東北各地より遠路
はるばる続々とライオンズのメンバー、そして今
回の主役たちYCE生が集まり始め、会場内は熱
気と高揚した雰囲気に包まれ、これからの３日間
の期待が醸し出されてました。
　YCE生　メキシコ１名・フィンランド１名・
台湾２名の４名全員が女性、そして地元大船渡高
校よりお手伝いに女子校生４名、D地区より過去
の派遣生（女子）２名　他ライオンズメンバー総
勢35名で開会式を行い、昼食の後さっそく大船渡
市長表敬訪問に、大船渡市長の英語での東日本大
震災の様子・その後の復興の様子の説明を熱心に
聞いていました。その後高台に新築された赤崎中
学校を見学、立派に整備された校舎に驚いていた
ようです。茶道を体験し今夜の宿舎「大船渡温泉」
に、陸中海岸国立公園の真中　大船渡湾が一望で
きる素晴らしい眺望を誇る民宿に到着、歓迎夕食
会までの間自由時間となりました。
　18時30分歓迎夕食会の開会です。332複合地区
YCE関根実行委員長の開会の挨拶、続て332複合
地区前議長の歓迎の挨拶、続いて332C地区原田
ガバナーのウィサーブで宴が開幕です。
　YCE生４名はみんな日本が初めてではなく、
日本語もまあまあの感じで女子校生や派遣生とも
会話がはずんで楽しく食事をしていました。我々
も負けじとコミニュケーションを図り盛り上がっ
たのは言うまでもありません。
　２日目は朝一番に大船渡温泉の屋上で記念撮影
をしてから、碁石海岸をガイドの案内で探索、そ
の後屋形船で昼食を食べながら大船渡湾内を巡り
カラオケやカモメに餌を与えるところでは大変に
盛り上がりました。

　さて、今回のサマーキャンプのテーマを考え
るのには欠かせなかった津波の記録映像の鑑賞・
生々しい実体験の話を津波伝承館で１時間30分体
験をしました。
　来日生からこれからどのような街になってもら
いたいかと言う質問があったり、地元にいてもな
かなか見られない、聞けない事を体験して女子高
生共々津波の驚異を感じ「津波てんでんこ」がい
かに大事か思ったところです。
　台風の影響で場所を細浦魚市場に移してバーベ
キュー・花火大会を挙行。ここでは、我が大船渡
五葉LCのメンバーが準備万端で待っていました。
大船渡湾を目線から眺めながらのディナー、女子
高生らのダンスや歌で最高に盛り上がり、私も大
船渡にこんな「さばげだ」女子校生が居たなんて
と感激しきりでした。
　花火大会で幕を引き明日の閉会式を残すのみと
なりました。
　閉会式では色紙に今回の想い・感想・夢等を毛筆
で書いてもらい、日本語で発表してもらいました。
　２泊３日の想い出・人との繋がりの大切さ・自
分の夢への挑戦・記録映像を見ての感想　多感な
年頃の言葉を聞いて今回のサマーキャンプが成功
だったんだろうなと思いました。
　最後に、今回のサマーキャンプにご協力いただ
きました全ての皆さんに御礼を申し上げ報告とし
ます。
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2R1Z  ガバナー公式訪問
花巻LC　紫波LC　石鳥谷LC　花巻東LC　東和猿ヶ石LC　矢巾LC

�
� 2R1Z�ZC　L．諸岡 勝正（紫波LC）

　各地で異常な自然災害のニュースが報道されて
いる最中、今年も猛暑となりましたが、８月に入っ
てもまだまだ連日の暑さが続いております。
　当ゾーンでの公式訪問は８月１日（水）、紫波
町ラ・フランス温泉館「ゆらら」にて地区ガバナー
L．猿舘伸俊並びに第一副地区カバナーL．平野喜
嗣、第二副地区ガバナーL．菊池徳男をはじめと
して、キャビネット役員の皆様の出席を戴き、「地
区ガバナー公式訪問並びに６クラブ合同例会」が
開催されました。
　まずは17時00分より「地区ガバナー・クラブ四
役懇談会」を開始され、アクティビティスローガ
ン「福祉に貢献�We�Serve」、ガバナーテーマそ
して重点目標である①東日本大震災完遂支援　②
会員の増強　③青少年の健全育成などの目標への
具体的な説明があり、これに基づいた詳細な説明
と方針が報告されました。また先日の諮問書の中
身について若干ふれ、会員減少によるクラブ存続
の危機のクラブもあり、ガバナーより出来る限り
の応援をしますとの発言を頂いております。
　どのクラブも会員の高齢化とともに、会員の維
持に非常に悩んでいる現状であり、どのようにし
て会員増強を図っていくかが共通の悩みでもあり
ました。
　LCIF100ドル献金についても説明があり、理解
と取り組みの要請をされました。

　引き続き18時00分よりガバナー公式訪問並びに
６クラブ合同例会が開会され、地区名誉常任顧問
L．筒井　學を始めとして６クラブのライオンが
多数参加して開始されました。
　地区ガバナーあいさつでもあった通り、ライオ
ンズに対する思い、特にも今年の震災への取り組
みを完遂とし、こころのケアも含めて対応する。
　また何と言っても「会員の増強」が最大の取り
組むべき課題であり、われわれ会員が一丸となる
とともに、クラブでチームを作り、会員の増強に
取り組んでほしいとの要望が出されました。ガバ
ナーと各クラブが共通の認識に立ち、取り組む事
の大切さを再認識出来たものと考えます。
　また、花巻LCと花巻東LC有志の新入会員への
戴帽式が行われ、ライオン帽とバッチをガバナー
より授与され、会員にとっては嬉しい一コマで
あったと思います。
　さらに懇親会へ移り、ガバナーを始め、各クラ
ブの会員同士が交流し、懇親を深め、意見を交換
し、ライオンズ会員としての誇りと意義をより一
層感じあえたのではないかと思います。若干終了
時間をオーバーし、大変な盛り上がりの中で「ま
た会う日まで」と「ライオンズローア」で懇親会
を閉めることが出来ました。
　お忙しいところ、ガバナー及びキャビネット役
員他、来賓の方々、そして6クラブ会員の皆様に
対し、厚く感謝を申し上げます。

ガバナーより挨拶

記念品贈呈

ライオンズローア ZC　L．諸岡 勝正
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5R2Z  ガバナー公式訪問
釜石LC　遠野LC　釜石リアスLC　大槌LC　陸中山田LC

�
� 5R2Z�ZC　L．石田 英人（釜石リアスLC）

　８月３日、5R2Z　５クラブによるガバナー公

式訪問並びに５クラブ合同例会が釜石市のホテル

サンルート釜石に於いて開催されました。

　公式訪問に先立ち４役懇談会がキャビネット幹

事の進行で開催され、プラチナ会員制度の取り扱

い、年間会員増強計画についてはガバナーが考え

る各クラブ20人１組が会員１人を増やし最終的に

は合計111人を増員する案が示されました。

　ゾーン内70名のライオンが集まり、終始和気あ

いあいとした雰囲気の中、公式訪問が始まりまし

た。まず猿舘ガバナーの挨拶では30年ぶりの猛暑

の中、公式訪問の設営大変ご苦労様ですとの挨拶

から始まり、各クラブのアクティビティの紹介、

会員増強、青少年健全育成事業、ガバナーバッチ

の販売、来年釜石で行われるラグビーワールド

カップへのライオンズとしてのかかわり方等、自

分の思いを熱く語られました。

　懇親会では、種市名誉顧問の乾杯で始まり、猿

舘ガバナーは終始、テーブルを回り、各クラブの

メンバーと談笑し自分の思いを伝えてお酒を酌み

交わしておりました。

　会の終わりには釜石リアスLCの鈴木会長から

猿舘ガバナーへラグビーワールドカップの登り旗

が寄贈され、猿舘ガバナーは各クラブの公式訪問

の際はこの登り旗を持参して宣伝活動をしてきま

すと大いに張り切っておりました。

　最後は遠野LCの豊田会長のローアで締めくく

り5R2Zの公式訪問は終了いたしました。

ガバナーから労いの挨拶 ラグビーワールドカップの登り旗を寄贈
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　盛岡南ライオンズクラブは1975年３月21日、盛

岡観武ライオンズクラブをスポンサークラブとし

て結成され今年で43年目、私L．菊田隆が44代目

の会長となります。名称の通り旧都南村の会員を

中心に結成された経緯から、現在では盛岡全市か

ら会員が入会していますが、それでも都南地域や

盛岡市南部在住の方が多いようです。全国には

「南」の付くライオンズクラブが21あり、毎年１

回サウス会が開かれ、全国から集まって懇親を深

めています。２年前には盛岡市で開催し、大成功

を収めました。

　当クラブの会員数は2018年６月30日現在73名を

数え、新年度７月の第２例会でも既に５人の新会

員を迎え、今後益々増えていく予定です。今年の

会長テーマは来年５月に元号が新しくなる事を踏

まえて「新時代、初心に返ってウィサーブ」とし

ました。

　当クラブでは長年継続してきた“盛岡花火の祭

典”後の清掃奉仕活動をはじめ、12月の寒い時期

に行う献血活動への支援、十数年にわたって行っ

た少年野球盛岡南リーグへの支援、今年で４年目

になる盛岡市バドミントン協会への協賛、そして

昨年レガシープロジェクトとして位置付けられた

“視覚障がい者の為の手でみる博物館”への協賛な

ど様々な奉仕活動を行ってきましたが、いずれも

多くの会員が参加していただき心から感謝してい

ます。

　今年は当クラブにとっては黒澤康男ガバナー以

来19年ぶりに地区ガバナーを輩出することになり

ました。猿舘伸俊ガバナーは私のスポンサーでも

あり、強い絆を感じています。先月ラスベガスで

の世界大会には私も参加し、L．猿舘伸俊がガバ

ナーエレクトからガバナーになる瞬間を目の当た

りにし大いに感激をして参りました。

　今年１年間、ガバナー在籍のクラブとして恥じ

ない様、それこそ“初心に返ってウィサーブ”の心

で盛岡南ライオンズクラブ会員一同頑張って参り

ますのでよろしくお願い申し上げまして、クラブ

紹介とさせていただきます。

　［盛岡南LC ホームページ］
　http://morioka373-lc.jp

私達のクラブを紹介します
�

盛岡南LC　会長　L．菊 田  　 隆

10 ライオンいわて８月号



2018年7月12日　ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING 第1039回例会にて

第21回盛岡市小学生バドミントン大会

「盛岡花火の祭典」後の清掃奉仕活動

第39回全国南ライオンズクラブ友好会松山大会

「視覚障がい者の為の手でみる博物館」へ展示品寄贈

第39回全国南ライオンズクラブ友好会松山大会

11ライオンいわて８月号



スペシャルオリンピックスの取り組み
〈第１回〉「スペシャルオリンピックス」とは?

�

NPOスペシャルオリンピックス日本・岩手�理事長� L．平野 ユキ子（盛岡LC）

　昨年、日本ライオンズクラブとスペシャルオリ

ンピックス日本（以下SON）は正式にパートナー

シップ契約を結びました。

　しかし日本では、スペシャルオリンピックス（以

下SO）はまだ余り知られていない組織です。そ

こで、これからSOについて332-B地区の皆様にこ

の紙面をお借りしてお知らせすることになりまし

た。どうぞよろしくお願い致します。

　SOとは、『知的障碍
がい

者』のためにスポーツの場

を提供し、その社会参加を応援するという国際組

織です。IOC（国際オリンピック委員会）に正式

にオリンピックという名前を冠することを認めら

れた組織で、４年に一度、オリンピックと同じよ

うに夏季、冬季の世界大会が開催されます。この

活動を始めたのは、アメリカの故ケネディ大統領

の妹のユニス・ケネディ・シュライバーさんです。

今年でちょうど50年になる、この活動は設立以来、

多くの人々の感動と共感を得て、今では世界172

の国と地域で活動がなされています。

　日本では、SONの下に47都道府県すべてに活

動の拠点となる地区組織があり、岩手も「SON・

岩手」がNPOとして活動しています。SON・岩

手は、盛岡と気仙の２つのブランチ（支部）があり、

それぞれの地域で年間を通して活動しています。

　この活動に参加する知的障碍者をSOでは、「ア

スリート」と呼んでいます。岩手のアスリート会

員は２ブランチを併せて55名です。アスリートを

中心に、その家族のファミリー会員と正会員、賛

助会員など「SON・岩手」の会員数は現在およ

そ180名ほどです。

　SOでは、アスリートだけの競技にとどまらず、

健常者（SOではパートナーと呼びます）も一緒

にする競技方法があります。「ユニファイドスポー

ツ」と言って、アスリートの社会参画を応援する

のが大きな目的であるSOでは、特に推奨される

形式のスポーツです。これはパラリンピックなど、

ほかの障碍者スポーツ組織にはない形式です。

　SON・岩手ではユニファイドスポーツとして

「ボッチヤ交流会」を毎年行っています。毎年７

月に仁王小学校で行われるこの「ボッチヤ交流

会」は、たくさんの健常者のボランティアの方々

がパートナーとしてゲームに参加してアスリート

と一緒に楽しく交流します。来年はライオンズク

「ボッチヤ交流会」2018年7月29日（日）仁王小学校体育館

☞
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ラブの皆様もご参加になりませんか?

　さて、４年に一度、世界大会が開催されると申

しましたが、その前年に世界大会の代表選手選考

を兼ねてNational�Game（国内大会）（以下NG）

が開催されます。来年は夏季の世界大会が中東の

アブダビで開催されますので、今年は夏季NG開

催の年になります。当然NGも４年に一回の開催

となります。

　第７回となるNGは、９月21日から23日までの

３日間にわたって愛知県で開催されます。今大会

のテーマは「超える歓び」。

　このテーマのもと、全国からおよそ1000名の

アスリートが愛知県に集まり13競技を競います。

また毎回NGでは日本ライオンズクラブのバック

アップによってHAP（Health�Athlete�Program）

というアスリートの為の健康診断も行われます。

　この大会には岩手からも、気仙と盛岡の両ブラ

ンチの代表選手が５名、陸上と水泳に参加し、日

頃の訓練の成果を披露します。岩手からの選手団

は、団長、コーチ、スタッフ、アスリートを併せ

て９名が参加します。岩手のライオンズクラブの

みなさま、どうぞ温かい応援をよろしくお願い致

します!

※10月は「SON・岩手」の第４回地区大会が開催
　されます。
◦10月７日（日）10：00〜15：00
　『水泳大会』（於）盛岡市市民プール
◦10月21日（日）10：00〜12：00
　『ボウリング大会』（於）中野スターレーン
　地区大会の時にはボランティアも大切な役割を

果たします。ライオンズクラブの皆様、是非ボラ

ンティアとしてこの地区大会にご参加くださり、

SOの取り組みをご覧くださいませ。

4R1Z
L．千 葉 康 司

（岩手川崎LC）
　この度、4RIZのローテーションによりZCを務

めさせて頂くことになりました。経験も活動歴も

浅い私がこの大役を果たすにはゾーン６クラブの

先輩諸兄のご協力とご意見を頂かなければなりま

せん。この責務の重さと緊張の私に蹴りと楽しみ

をくれるのが川向に住んでいる同級生、L．小山。

一関市に二つあるゾーンのZCを一緒に就任しま

した。

　こんな偶然も楽しみながら猿舘ガバナーが掲げ

たテーマ「我れ・我が友L字の誇り�ライオンの架

け橋となれ」とアクティビティスローガン「福祉

に貢献We�Serve」の目標達成のため微力ながら

頑張る所存です。これからの一年間お会いするす

べての皆様にご指導とご鞭撻をお願いいたしまし

て就任の挨拶といたします。どうぞよろしくお願

いいたします。

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555

☞

問合先：SON・岩手事務所
〒020-0885�盛岡市紺屋町4-24
TEL：019-613-5277

（火・金10：00〜15：00事務員在職）
メールアドレス：son_iwate@son.or.jp
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7月のアクティビティ
1R1Z

盛岡LC

４日 LCIF$1000献金

９日 スペシャルオリンピック日本・岩手へ賛助金

13日 犯罪被害者支援

27日 「暴力団排除」・「迷惑行為排除」共同パトロール

盛岡不来方LC 27日 「暴力団排除」・「迷惑行為排除」共同パトロール

盛岡中津川LC 27日 「暴力団排除」・「迷惑行為排除」共同パトロール

盛岡観武LC

８日 こども食堂

10日 直接献血

16日 にしあおやま夏まつり（事業資金獲得）

21日 月が丘小学校万灯祭

27日 暴力団追放賛助金

27日 「暴力団排除」・「迷惑行為排除」共同パトロール

盛岡南LC 27日 「暴力団排除」・「迷惑行為排除」共同パトロール

滝沢LC ー

玉山姫神LC ー

1R2Z
二戸LC ー

西根LC

４日 第27回焼走りマラソン大会前清掃活動

８日 第27回焼走りマラソン大会協力

12日 薬物乱用防止教室開催

安代LC 27日 八幡平市市民憲章協議会協力金

2R1Z
花巻LC

23日 花巻少年少女創造活動支援協会

25日 「わたしの主張花巻大会」協賛

紫波LC 20日 献血推進活動

石鳥谷LC

７・８日 サマーキャンプin生涯学習会館

13日 石鳥谷地域社会を明るくする運動街頭広報活動

19日・28日 西日本豪雨災害支援

花巻東LC ー

東和猿ヶ石LC
22日 田沢湖水祭り、水空中花火大会　協賛

27日 「桜香の森」草刈

矢巾LC

７日 矢巾町子供会ボール投げ大会

11日 環境保全　草刈と道路清掃

18日 少年野球「矢巾アローズスポーツ少年団全国大会出場」支援

28日 「第42回矢巾町少年野球大会」

2R2Z

北上LC

４月５日〜
７月11日 資源回収リサイクル活動（事業資金獲得）

６月30日 北上市小学校体験発表会

２〜29日 花壇整備

３日・24日 LCIF$1000献金

17日 北上レオクラブ活動支援金

和賀LC
20日 献血推進活動　2ヶ所

18〜26日 YCE生受け入れ

北上国見LC

６月30日 小学生の体験発表会後援

７・８日 本荘LC旗「選抜小学生女子ソフトボール大会」

10日 LCIF$1000献金

15日 早朝清掃奉仕

25日 献血推進活動

江釣子LC
３日 無人駅江釣子駅舎及び周辺の清掃

８日 献血推進活動

3R1Z

水沢LC

５日 水沢青少年育成市民会議会費

５日 暴力団追放胆江地区民会議会費

５日 奥州市市民憲章推進協議会会費

14日 「交通安全広告塔」清掃作業

江刺岩手LC
19日 町内清掃活動奉仕

25日 いわて被害者支援センター会費

前沢LC

15日 献血推進活動

26日 奥州市小学校水泳記録会西部大会

27日 まえさわ苑夏まつり

水沢中央LC

３日 駒形神社清掃・安全祈願

３・４日 LCIF$1000献金　2件

４日 JR水沢駅前　広告塔スローガンの書替

６日 暴力団追放胆江地区民会議会費

６日 奥州市市民憲章推進協議会水沢支部会費

金ケ崎LC
11〜18日 夏季YCE生受け入れ

27日 使用済み切手　1500枚送付

胆沢岩手LC 26日 奥州市小学校水泳記録会

3R2Z
一関LC ー

平泉LC 11日 社会を明るくする運動

花泉LC
３日 LCIF$1000献金

17日 さくら園へ資源再利用品の収集支援

一関中央LC

３日 LCIF$1000献金

22日 月一労力奉仕・清掃活動

26日 レオクラブ合同プランター設置

一関厳美渓LC 29日 第4回アウトドア大会（児童、生徒）

4R1Z
千厩LC 19日 千厩LC会館周辺清掃作業

大東岩手LC 14・15日 一関地方小学校女子ソフトボール大会の支援・後援

東山LC 10日 献血推進活動

藤沢岩手LC
22日 西日本豪雨被災地支援　タオルと土のう袋

30日 特殊詐欺防止啓蒙ハガキ印刷協賛

川崎岩手LC ８日 ひかりの箱募金

室根LC
27日 室根高原クリーン作戦

29日 むろね夏祭り　災害チャリティ

4R2Z

大船渡LC

４日 大船渡市老連の運動会協力

19日 ライオンズ農園収穫　太洋学園に寄贈

25日 声の図書館点検と整備
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陸前高田LC

６月30日、
７月15・29日 復興大相撲

１日 「高寿園」園内草刈作業

31日 陸前高田市観光物産協会

31日 陸前高田市国際交流協会会費

31日 陸前高田市ボランティア連絡協議会会費

住田LC
21日 ライオンズの森草刈作業

21日 ライオンツツジ園整備作業

大船渡五葉LC ４日 大船渡市老連親睦交流大運動会協力

5R1Z
宮古岩手LC ー

久慈LC

26日 献血推進活動

26日 薬物乱用防止活動

26日 清掃活動

陸中宮古LC

４日 宮古市交通安全対策協議会

４日・10日 レディの会　老人介護施設訪問

14日 自然公園クリーン作戦協力

16日 献血推進活動

24日 百獣の王ライオンコンペ（事業資金獲得）

田野畑LC 23日 恩惟大橋公園清掃

岩泉龍泉洞LC
14・15・21日 花壇の手入れ

12日 LCIF$1000献金

5R2Z
釜石LC

18日 LL奉仕活動

24日 釜石レオクラブ入会式

遠野LC
４日 リサイクル品の回収

18日 震災復興支援　仮設入居者梅の摘み取り体験

釜石リアスLC 25日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC ー

陸中山田LC 27日 小学校水泳記録会後援

ライオネスクラブ
西根LS

８日 焼走りマラソン大会協力

12日 薬物乱用防止教室

レオクラブ
盛岡LEO ー

石鳥谷LEO ー

北上LEO
３日 黒沢尻北小学校周辺環境美化

23日 北上総合運動公園、花苗植栽、周辺清掃

一関二高LEO 26日 花のプランター設置

釜石LEO 24日 新会員入会式

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 Ｌ Ｃ 長　棹　　宏　吉

盛 岡 不 来 方 Ｌ Ｃ
青　柳　　　　忍
青　山　　尚　之
千　葉　　敏　夫

盛 岡 南 Ｌ Ｃ

岩　井　　直　樹
菊　池　　慶　治
外　山　　一　則
高　橋　　千　帆
山　家　　章　裕

二 戸 Ｌ Ｃ

今　川　　武　志
城　戸　あ き 子
久 保 田　　　史
戸　来　　千　秋
南　舘　　平　一
南　舘　　桃　子

西 根 Ｌ Ｃ 若　山　　　　浩
花 巻 Ｌ Ｃ 太　田　　　　敬
花 巻 東 Ｌ Ｃ 豊　口　　信　一
北 上 Ｌ Ｃ 平　賀　　雪　雄
北 上 国 見 Ｌ Ｃ 佐　藤　　博　明

水 沢 Ｌ Ｃ
及　川　　　　理
及　川　　和　男
小　野　寺　　諭

水 沢 中 央 Ｌ Ｃ 小　野　寺　　彩
胆 沢 岩 手 Ｌ Ｃ 志　村　　　　守
大 東 岩 手 Ｌ Ｃ 及　川　　誠　二
東 山 Ｌ Ｃ 鈴　木　　寿　和
藤 沢 岩 手 Ｌ Ｃ 畠　山　二 三 夫

陸 前 高 田 Ｌ Ｃ
前　内　眞 智 子
前　内　　美　佳

2018年7月　LCIF$1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数
盛岡LC 宮　 田　　　　 謙 15
北上LC 中　 村　　 好　 雄 29
北上LC 及　 川　　 光　 市 ９

北上国見LC 菊　 池　　 元　 宏 ２
水沢中央LC 鈴　 木　　 義　 則 １
水沢中央LC 菅　 原　　 智　 美 ８

花泉LC 佐　 藤　　 誠　 之 24
一関中央LC 芦　 萱　　 敬　 一 ８

岩泉龍泉洞LC 澤　 里　　　　 寛 ２

お詫びと訂正（7月号2頁）
表題が「ガバナーエレクト就任にあたって」となっ
ておりました。正しくは「地区ガバナー就任にあたっ
て」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。

クラブ名簿掲載内容に訂正がありましたのでお知ら
せいたします。
釜石レオクラブ　会計�瀬戸麗奈　ふりがな
� （誤）せと�れいな ⇒（正）せと�れな

訃　　報

陸前高田LC

故 L．吉田 昭彦
享年76歳
７月19日ご逝去
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陸中宮古LC

浄土ヶ浜の清掃活動

釜石レオクラブ

釜石レオクラブ入会式

水沢LC

「交通安全広告塔」清掃作業

陸前高田LC

「高寿園」園内草刈作業

大東岩手LC

一関地方小学校女子ソフトボール大会の支援・後援

江刺岩手LC

江刺大通り公園清掃活動

北上LC

花壇整備

水沢中央LC

駒形神社清掃

遠野LC

仮設入居者 梅の摘み取り体験

北上レオクラブ

清掃奉仕活動

室根LC

むろね夏祭り　災害チャリティ

千厩LC

千厩LC会館周辺清掃作業
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《表紙の写真》　下の橋
　もともと下の橋には擬宝珠がなかったといわれ、上の橋と中の橋
の欄干につけられていた。1910年に起きた洪水で三橋を含む多くの
橋が流失し、下の橋は翌年1911年、中ノ橋は1912年に架け直され、
洋式橋に生まれ変わった中の橋の擬宝珠は下の橋に移された。
　周辺には、「賢治清水」、「新渡戸稲造生誕の地」等あり、史跡を
巡りつつ中津川河川敷を散策するのに最適。

《編集後記》
　盛岡南LCに入会して10年余り、スポンサーがガバナーになり、同
期入会の菊田ライオンがクラブ会長になる今年度、ライオンいわて編
集委員として貢献でき嬉しく思います。
　今月号は、スタートした猿舘地区ガバナーの目標、その想いと活動
状況を、各クラブの一層の活性化を願いつつお伝え致します。
� （副編集長　L．瀬戸美栄子）
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