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第58回東洋東南アジア（Orient and Southeast 
Asia lions ＝ O

オ セ ア ル
SEAL）・フォーラムは、2019年

11月７日から10日まで広島市で開催され、海外
と日本全国から１万2000人を超える参加があ
り、332-B地区からは91名のメンバーが参加し
ました。

開会式は、11月８日午後１時から広島グリーン
アリーナで開催。大学生、高校生による書道と太
鼓、タップダンスのアトラクションで開幕し、『輝・
夢・繋・愛』と『Peace』の力強い文字が書き上
げられました。今回のフォーラムは、『Praying for 
Peace 平和を学び、祈る』と平和をテーマとした
ものです。

ジュンヨル・チョイ国際会長は、あいさつで
OSEALの連帯と多様性の重要さを訴えられまし
た。来賓として、湯﨑英彦広島県知事と松井一實
広島市長が臨席され、安倍晋三内閣総理大臣から
のビデオメッセージも流され、参加者は熱心に聞
き入りました。

その後、『原爆被爆被害とは何か』をテーマに、
広島大学平和センター長の川野徳幸教授による基
調講演があり、歴史の教訓に学び、語り継ぎ、平
和の基礎となる人間教育に力を注ぐことが重要だ
と述べられました。

開会式会場の隣には、バザール広場が設けられ、

広島の味覚を提供する飲食店やお土産、物販の
ブースが多数出展されており、開会式前後は大変
なにぎわいとなっていました。

午後６時30分から『332-B地区の夕べ』をひ
ろしま国際ホテル芸州本店で開催。河豚や穴子な
ど海鮮を中心とした豪華な料理に舌鼓、皆様大変
満足されておりました。

地区ガバナーＬ. 平野喜嗣より、大抽選会の景
品として生牡蠣の詰め合わせを20セットもご提供
いただき、会は大いに盛り上がりました。

翌日、参加メンバーは、各々で原爆ドームや宮
島等、観光を楽しまれていたようです。宮島のシ
ンボルとして知られる世界遺産嚴島神社の大鳥居
は、70年ぶりの大規模な改修工事で白い透過性の
シートに覆われており、見学ができず残念でした。

そして最終日の11月10日は、広島国際会議場
にて午前10時から閉会式が行われ、次期開催地
韓国・済州市のフォーラム組織委員長へOSEAL
旗が引き継がれました。参加者全員で再会を約束
しながら、快晴が４日間続いた広島フォーラムが
無事終了となりました。

終わりに今回参加いただいた各クラブのメン
バーの皆様、登録等でご協力いただきましたキャ
ビネット事務局、各クラブの事務局の方々には大
変お世話になりありがとうございました。
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第58回東洋東南アジア・フォーラム
に参加して

キャビネット副幹事　Ｌ. 橋本 幸典（盛岡ＬＣ）



平野地区ガバナー夫妻入場

広島平和記念公園

大いに盛り上がった『332-B地区の夕べ』

宮島

原爆ドーム

あいさつを述べるチョイ国際会長
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ロゴマークに書き上げられた「輝・夢・繋・愛」フォーラムには１万2000人が参加広島平和記念公園

4 ライオンいわて11月号

第58回東洋東南アジア・フォーラムに参加して
5R2Z　Ｌ. 井出 英子（遠野LC）

11月７日から10日まで、東洋東南アジア・フォー
ラムが広島で開催され、出席する機会を得ました。
宿泊先から会場に向かうまでの原爆資料館・平和
公園・原爆ドームはすでに大勢の人で溢れかえっ
ており、このフォーラムの参加者であろう同年代
のアジア人女性たちの姿もありました。その方々
は襟章を何個も掲げ、実に力強さを感じました。指
定されたエリアに着席し周囲を観察すると、台湾
や中国の参加者は男女比半分くらい（実際の数字
は不明）、女性の参加が多かったです。
「男女共同参画社会」がいわれてはや20年。日

本には「内助の功」といういい言葉があります。
この２つの言葉は相反するものでなく、むしろ両
立させていくのに男性の協力が必要と解釈されま
す。これを踏まえて女性ライオンが増えることを
切望します。

さて、いよいよ開会式です。18カ国1万2000人
の参加登録と聞きましたが、いったい会場には何
千人がいたのでしょうか？　国際会長をはじめと

してお歴々が赤い花道をステージへと登壇し、外
国ガバナー、続いて日本の関係者が歩みを進めま
す。その間ずっと各国の会員は国旗を振りス
ティックバルーンを打ち鳴らし、自国のガバナー
を応援し、また他国の方々を讃えます。さながら
応援合戦のようでした。
「74年前、広島市民の被爆の痛み・憎しみを、

相手国に対し、恨みでなく平和への願いに向けた」
という広島市長の言葉で、今回のテーマ『平和を
学び、祈る』は充分に達成されたと思います。

私事ですが、病気で夫を失い生きる意味を見
失っていた頃、既会員の方に「この会は、単に人
間関係が広くなるだけでなく、グローバル的な考
え方で己を見つめ、ひとまわりもふたまわりも成
長できるよ」と勧誘されました。必要なときに、
求めている地域や人に 確実に援助できるこの組織
を信じ、９月に入会させていただいたライオン１
年生です。よろしくお願いいたします。



北上市に寄贈した北上展勝地シンボルサイン

国際理事Ｌ. 安澤荘一からの挨拶 北上市長より感謝状を受けるＬ. 中野義明と、
屏東市獅子会会長のＬ. 荘世豪

2019年10月27日北上ライオンズクラブチャー
ターナイト55周年記念式典、並びに屏東市獅子会
姉妹提携50周年の記念式典が、北上市長高橋敏
彦様をはじめ国際理事Ｌ. 安澤荘一、332-B地区
ガバナーＬ. 平野喜嗣、ライオンズクラブ国際協
会関係及び地区関係など、沢山のご来賓の皆様に
ご臨席を賜り開催できました。一年近い月日をか
け準備してきた会員一同にとって、この上ない喜
びであり、心より感謝を申し上げます。はるばる
中華民国台湾屏東市獅子会より46名のご出席を賜
り、総勢377名の登録をいただき、誠にありがと
うございました。

北上LCは1963年に花巻ライオンズクラブのス
ポンサーにより結成されました。翌年に国際協会
認証状が伝達され、本年CN55周年を迎える事が
できました。これもひとえにチャーターメンバー
をはじめ、先輩会員に積み重ねていただいた数々
の素晴らしい功績のお陰であります。

CN55周年を記念し、屏東市獅子会との共同記
念事業として、北上市の「日本さくら名所100選」
である展勝地に、シンボルサインを寄贈させてい
ただきました。展勝地開園100周年を2021年に迎
えるにあたり、訪れる方々に展勝地の象徴として
観光振興や100周年の盛り上がりの一助になれば
幸いでございます。

北上ライオンズクラブ   幹事 Ｌ. 髙橋  隆宏

また記念式典をはじめ祝宴まで、各所に於いて
地域の小中学生、高校生、芸能団体にもご協力を
いただきました。全日本吹奏楽コンクール全国大
会において銀賞を受賞された北上市立上野中学校
吹奏楽部の皆さんの素晴らしい演奏に感涙した方
もいらっしゃいました。また、北上市立黒沢尻北
小学校合唱部の皆さんには出席者の心に響く合唱
を聴かせていただきました。岩手県立翔南高等学
校鬼剣舞部には迫力ある演舞を披露していただき
ました。ご出席いただいた皆様には多くの感動を
与えられたものと思っております。

このCN55周年を一つの節目として、会員の絆
を深め、ライオンズのモットー「We Serve（わ
れわれは奉仕する）」のもと、自覚と誇りをもっ
て社会奉仕に邁進して参りたいと思います。皆様
にはご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

北上ライオンズクラブ　CN55周年記念式典
中華民国台湾屏

ピン

東
ドン

市獅子会姉妹提携50周年式典

チャーターナイト

55周年
記念式典
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ガバナー目標を発表するＬ. 村上孝 食事での会話風景

グループでの課題研修

ALLIとはAdvanced（アドヴァンスド） Lions 
Leadership Institute（インスティテュート）の
頭文字で、ALLI（上級ライオンズリーダーシッ
プ研究会）と訳しています。ライオンズクラブの
言葉は基本英語です。日本では日本語（英語）で
表記しています。表記の仕方を英語（日本語）に
変えるとライオンズ用語の理解が早まる、と講師
が話していたので、あえて文頭で略称ALLIにつ
いて書かせていただきました。

日本列島に大きな災害をもたらした台風19号が
日本へ接近中の時、名古屋を会場に３日間の日程
でALLIは開催されました。

10月11日の13時30分からオープニング・セッ
ションが始まり、その後は基調講演、リーダーシッ
プの基礎、素晴らしいチームを築くには、の内容
で18時30分に終了。翌日は国際本部の研修開始
時間に沿った８時から、奉仕の道のり、情報資料、
プロジェクトの管理、任せること、争いの解決、
ライオンズのイメージ向上、ライオンズクラブ国
際協会、の内容で18時30分に終了。最終日も８
時から、プレゼンテーションの準備、明日のライ
オンズリーダーの育成、会員増強とFWTについ
て、スペシャルティクラブのすすめ、LCIF、そ

A
エーエルエルアイ

LLI って何？
332︲B地区第二副地区ガバナー　Ｌ.村上  孝（水沢中央LC）

して私たちへの評価と修了証授与、と予定通り全
日程を終了した時は17時でした。

今後の地区運営の参考になる多くの事が班の
ディスカッション、研修会の発表そして食事での
会話から知る事ができ、素晴らしい時間を過ごし
ました。

得た情報のうち驚いたことをあげると、１．ガ
バナーが選挙で否決されること、２．アクティビ
ティーの資金獲得事業にまちおこしが含まれてい
たこと、３．FWTの組織作りに１年を要したこ
となど、まだまだ皆様にお伝えしなければならな
いことが山ほどあります。機会があるごとに伝達
と行動をおこして、332-B地区の各クラブの発展
に寄与したいと、あらためて決意した次第です。
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10月16日（水）仙台市パレスへいあんにおいて
332複合地区GAT合同会議が開催されました。

ライオンズクラブ国際協会での活動の中心的役
割を担うGAT（グローバル・アクション・チーム）
における相互協力と連携の強化を図るため、各地
区コーディネーター及びゾーン・チェアパーソン
を対象とした合同会議であり､ 地区およびゾーンの
活動をリードしていくため是非とも出席ください
との案内をいただき、自分もまだまだ勉強不足の
面も多々あり参加させていただきました。

332-B地区（岩手）からはコーディネーター２
名とZC４名の合計６名の参加、全体で約40名位
でのGAT合同会議でした。

開会にあたり、332複合地区ガバナー協議会議
長Ｌ．菅野文吉より挨拶をいただき、その後に各
コーディネーターより「GST」「FWT」「GMT」

「GLT」について各１時間の説明を受け、最後に
質疑応答をおこない終了致しました。
１．GST（グローバル・サービス・チーム＝奉仕
チーム）について

GSTの役割… 地域社会の奉仕ニーズを的確に捉
え、質の高い奉仕活動を提供する事

GSTの目標…① 従来のクラブ単位の奉仕活動の
見直しと刷新

②共同テーマの奉仕活動は日本レ
ベルで一致団結して活動を行う

③日本GSTの４重点目標の中で、
今期糖尿病啓発事業の奉仕活動
を最重点として行う

④日本GSTレベルからクラブに至
る組織図を周知徹底する

２．FWT（ファミリー・ウーマン・チーム＝家族
及び女性チーム）について

FWTの役割… 新入会員の拡大を含むライオンズ
クラブの会員男女比を50：50に
しよう

FWTの目標…① 優れた奉仕を通して行う会員
増強（奉仕活動参加促進）

②家族と共に奉仕の拡大（家族
会員の増強）

③４人に１人は女性会員／４年
に一度は女性ガバナー誕生

（女性会員の確立、女性リーダー
の育成）

④支部クラブ結成目標　クラブ
が１つの支部作り（会員維持）

３．GMT（グローバル・メンバーシップ・チー
ム＝会員増強チーム）について

GMTの役割…会員増強
GMTの目標… ①会員純増　②新クラブ結成　

③退会者数減　④奉仕受益者総
数拡大

４．GLT（グローバル・リーダーシップ・チーム
＝指導力育成チーム）

GLTの役割… すべてのレベルにおいてリーダー
となる人材を発掘し育成

GLTの目標… ①ライオニズムの高揚　②リーダー
の発掘養成　③リーダーシップ研
修その他

以上、ポイントのみを整理してみました。歴史を
築き上げ てきた諸先輩方から学び 、襷を受け継ぎ 、
未来を見据えていきたいと考えています。

332複合地区GAT合同会議に参加して
2019年10月16日（水）／仙台市パレスへいあん

2R2Z  ZC　Ｌ. 髙橋  義典（北上国見LC）
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第１号議案～第６号議案まで話し合われた。
主な内容は、第１号議案の次期議長選出準地区

については、E地区（山形）より選出する。第２
号議案の332複合地区改革委員会設置について
は、各準地区より２名の委員（２年任期）を選出
し委員会を設置する。第４号議案の台風19号災
害復興支援については、11月１日臨時ガバナー
協議会で承認された、B・C・D地区への豪雨災

安澤莊一国際理事、菊地伸治元国際理事出席の
もと、午前開催の第２回ガバナー協議会承認決議
報告の他、全日本レベル委員会（国際理事候補者

日　時　11月13日（水）13：00～15：00　福島市　ウェディングエルティ福島
出席者　ガバナー協議会議長、各準地区ガバナー他　構成員63名

日　時　11月14日（木）10：00～16：30　福島市　福島グリーンパレス
講　師　330複合地区GLTコーディネーター　Ｌ. 濱野雅司（岩槻LC元地区ガバナー）
　　　　332複合地区GLTコーディネーター　Ｌ. 宮田　謙 （盛岡LC元協議会議長）
出席者　ガバナー協議会議長、各準地区第一・第二副地区ガバナー、ガバナー協議会事務局長

日　時　11月13日（水）10：00～12：00　福島市　ウェディングエルティ福島
出席者　ガバナー協議会議長、各準地区ガバナー、事務局管理委員会

害義援金各100万円の拠出の下、今後の支援につ
いて話し合われた。第５号議案の332複合地区第
66回年次大会については、５月30日（土）18時
より福島グリーンパレスにて前夜祭を開催。５月
31日（日）ウェディングエルティ福島にて代議
員会・大会式典・議長晩餐会を開催する。次回ガ
バナー協議会開催日程は、2020年３月３日（火）
仙台市パレスへいあんにて開催する。

推薦委員会・ライオン誌日本語版委員会・日本ラ
イオンズ監査委員会）並びに332複合地区各委員
会委員長よりそれぞれ報告がなされた。

332複合地区報告

第２回複合連絡会議報告

第一・第二副地区ガバナー研修報告

第２回ガバナー協議会報告 
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主濱市長より感謝状の授与

滝沢市長を囲んで滝沢市　主濱市長へ目録を手渡すＬ. 中島恒夫

滝沢ライオンズクラブは1990年６月24日の結
成から30周年を迎えます。皆様へ感謝申し上げ
ます。

これまで、滝沢市内小中学校の学校図書館　図
書整備支援にと、10年程前から青少年育成事業
として毎年10万円分の図書カード寄贈を継続して
おります。昨年度は図書カード10万円分と、今年
４月に開校した滝沢中央小学校へ、滝沢市の郷土
史「滝沢市の歩み」（2018年３月16日発刊）33
冊を寄贈しました。毎年、学校や生徒達から大変
喜ばれ、お礼状が届いております。

今年度は30周年記念事業として、市内の保育
施設（23箇所）へ図書充実のための図書カード
100万円分を寄贈しました。

この記念事業は、地域に寄り添うアクティビ
ティを検討する中で、滝沢市児童福祉課と連携を
図り、今どの様な支援が必要とされているか意見
交換を重ねました。その中で、小中学生より年少
の未就学児が通う保育施設への支援が提案されま
した。

滝沢市保育協会から、市内保育施設の図書が長
年にわたって利用されたことによる傷みが激しい
こと、種類を増やしたいが予算的に厳しく、十分

市内保育施設へ図書カード100万円分寄贈
滝沢ライオンズクラブ会長  Ｌ. 中島 恒夫

な取り組みができていないとの現状を知りました。
また、私の妻と娘が保育士であった経験談から、
幼少期は知恵が発達する一番大切な時期であり、
絵や物語に親しむことで想像力が育まれること、
本の大切さや意義を感じ得たこともあり、記念事
業決定にいたりました。

家庭と同様に長い時間を過ごす保育施設で、子
ども達が本を自由に手に取って楽しみ、読み聞か
せしてもらうこともあるでしょう。心の交流を深
め、心身ともに健やかな成長にもつながってほし
いと思います。

これからも、未来を担う子ども達への支援を、
地域の諸団体と連携しながら継続してまいります。

滝沢ライオンズクラブ結成30周年記念事業
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【クラブから国際本部への報告】

いよいよ11月23日以降（予定）ServannA（サバンナ）からMyLCI（マイ・エルシーアイ）によるク
ラブから国際本部への会員動静報告が開始されます。皆様には、この数ヶ月の間に情報不足やシステム
エラー等様々な状況の中で、『ライオン・アカウント』の取得に取り組んでいただきありがとうございます。

今回は、10月29日に開催された「MyLCIに関する地区事務局員向けウェビナー（Webセミナー）」の内
容を取り入れながら、変更後のポイントを掲載したいと思います。

このライオンいわて11月号が発行予定の頃は、11月中旬「MyLCIに関する各クラブ向けのウェビナー」
が開催された後となります。掲載の内容に変更がある場合がございますので予めご了承ください。

MyLion：アクティビティ報告
MyLCI：会員動静報告について
キャビネット副幹事　Ｌ.中村 さと美（滝沢LC）

MyLCI　会員動静：入会、退会、役員報告など
これまで、国際本部への会員動静報告はServannAで入力しMyLCIへ自動的に反映されていた
ものですが、変更後はMyLCIへライオン・アカウントでログイン、直接入力し報告します。

MyLion　アクティビティ：告知、報告
これまで、国際本部へのアクティビティ報告は、ServannAにログインしMyLCIへのリンクか
らログインして報告していました。変更後は、MyLionへライオン・アカウントでログインしア
クティビティ報告します。
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ライオンズ国際協会の統一ログインシステムは、ライオン・アカウントでログインし、全てのライオ
ンズ・アプリケーション（MyLCI、MyLion等）にアクセスすることが可能です。
ServannA　地区費、ライオン誌発送住所、国内アンケート

今後、国際本部への報告はServannAから一切の会員動静及び国際本部向け新役員報告ができな
くなります。
ただし、MyLCIとServannAの切り離し後も、ServannAは地区内情報管理・単独のシステムと
して従来同様に運用されますので地区への会員動静、アクティビティ等月次報告、役員報告等
これまで通りキャビネットへ報告をお願いします。
※ServannAへのログインはこれまでのID・パスワードをそのまま使用します。

その後、ライオン・アカウントを取得し、MyLion（マイ・ライオン）からアクティビティ報告を試み
たクラブも多くあろうかと思います。当初の報告ページから、少しずつですがシステム変更も日々、進
んでいる状況です。受益者数についての上限数等、詳細は今後、公表される予定です。

キャビネットへ寄せられる質問と要望の中から、新たなシステムで、どのように報告するのか？マニュ
アルはないのか？について、オンライン上の資料となりますが、11月23日以降良くある質問・サポートの
充実化と、トレーニングできるサイト（Lean）も用意されますので、報告への練習も可能となる予定です。

なお、現在のところ、報告権限者はクラブ会長、幹事、クラブ奉仕委員長でありますが、今後クラブ
事務担当者（事務局員等非会員）もライオン・アカウントの取得が見込まれております、

11月中旬の「MyLCIに関する各クラブ向けのウェビナー」開催後、12月上旬にこのシステムの修正リ
リースが予定されていること等、今後も順次情報を配信してまいります。

今後とも、このシステムへのご理解とご協力の程をお願いいたします。
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イワナのつかみ取り大会

巣箱の清掃とメンテナンス 川遊び

イワナの塩焼き

クラブ
紹介 一関厳美渓ライオンズクラブの紹介

一関厳美渓ライオンズクラブ　Ｌ. 伊藤 和江

一関厳美渓ライオンズクラブは国定公園栗駒山
に抱かれ、夏には新緑、秋には色とりどりの素晴
らしい紅葉と、雄大な大自然に囲まれた地域にあ
ります。

会員数は22人と少ないですが、10月には若い
新入会員も入会し、クラブの雰囲気は大変盛り上
がっております。月２回の例会も毎回多くのメン
バーが集まり、参加率は他のクラブに負けないほ
どです。

おもなアクテビティは、332-B地区の中でも新
規に入って最も早いのではないかと思われる７月
の第４日曜日に行われる「アウトドア大会」です。
厳美地域の子供達を中心に、廃校になった小学校
を活用し、イワナのつかみ取り大会、川遊び、ス
イカ割り大会、バーべキュー、イワナの塩焼きな
ど、大自然の中を思いっきり動き回って子供達に
大人気です。今年も100人を上回る親子に参加し
ていただき大好評のうちに終えました。今は川で
泳ぐ事などない時代に、川の流れにさからってお
おはしゃぎ。今回も子供達に、心に残る夏休みの
思い出を作ってあげることができたと清々しい思
いでおります。

秋には厳美地区の小学校の生徒さんたちと、名

勝天然記念物指定「厳美渓」畔周辺に取り付けた
小鳥用巣箱の清掃と、メンテナンスを行っており
ます。高い木の上に設置された巣箱に梯子を使っ
て登り、巣箱を取り外し中を見てキャーキャー。
巣箱の中にはゴキブリやら虫が入っていて、生徒
さんたちは喚声をあげながらの大掃除です。厳美
渓の自然を守るために頑張っております。

冬は昨年まで一関市祭畤スノーランドにて10団
体ほどが集まり、雪像作りを共催しておりました
が、最近の温暖化の影響で雪不足になり、やむな
く取りやめることに。代わりに一関市立博物館の
園庭の木々にイルミネーションを飾ることとな
り、各団体と一緒に取り付け、通行人達の目を楽
しませております。まだ一年目なので、色、形等
の造形はまだまだですが、これから沢山勉強して
いきたいと思っております。

当クラブは和気あいあいとした仲の良いメン
バーばかりです。若い新入会員も入会したことで、
また新しいアクテビティを色々と考えております。

各メンバーの意見をひとつひとつ大事に聞きな
がら、少ない会員だからこそできるアクテビティ
を頑張って行きたいと思っております。
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釜石LC事務所での例会 LL奉仕活動

レオクラブの活動の様子

クラブ
紹介 釜石ライオンズクラブの紹介

釜石ライオンズクラブ会長　Ｌ. 只野 義則

当クラブは、盛岡ライオンズクラブをスポンサー
クラブとして1965年（昭和40年）に結成され、
今年で54年目になります。

クラブメンバーは、男性会員24名・女性会員17
名の計41名で構成されています。

東日本大震災の地震と津波の直撃を受けて、ク
ラブメンバー、クラブ事務所は被災しましたが、
世界各地からの温かい支援とエールを胸に、生き
残ったクラブメンバー全員が士気を高め、復興に
取り組んでまいりました。

毎月の例会は、第一例会が第一火曜日の夜６時
から、第二例会は第三水曜日の昼12時より開催し
ています。例会会場は基本的にクラブ事務所で行
いますので、時にはメンバー自慢の料理や飲み物
を持ち寄ったり、感動する近況をうかがえたり、
かくし芸を披露したりと、リーズナブルで和気あ
いあいとしたクローズ環境ならではの楽しさを満
喫しております。

第二例会の午前には、ライオンレディによる特
別養護老人ホームでの奉仕活動を38年ほど継続し
て行っています。入居者は毎月の訪問を楽しみに
しているようです。奉仕活動の後は昼に例会会場
で合流しますので、近況報告や情報交換は新鮮で

スムーズです。
またレオクラブの活動も積極的で、春や秋の地

域清掃奉仕活動や献血推進奉仕活動も率先して取
り組んでいます。テキパキした動きや疲れを知ら
ない活発さは羨ましく思います。

さらに今年度は、京都府の園部ライオンズクラ
ブを通じて、被災地を応援している京都府園部の
高校生が、震災の教訓を紙芝居などを通じて伝え
ている釜石地域の高校生に対して、インターネッ
ト回線による被災地へエールを送る歌唱コンサー
トの生中継を企画しています。

当クラブは、クラブ内活動を楽しむのは勿論で
すが、対外的にも今クラブに出来ることを積極的
に取り組んでいます。

大津波に流されなかったメンバーシップは今も
健在です。今後は、各地で起こりうる災害へ、経
験を生かした支援が出来るよう、もっと強く大き
なクラブに成長したいと考えています。
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1R1Z

盛岡LC

4日 暴力団追放街頭キャンペーン
6日 スペシャルオリンピックス日本・岩手　ゴルフ競技
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
14日 緑生園　盛岡ラグビースクール支援事業
24日 アイバンクひかりの箱募金

盛岡不来方LC
1日 盛岡レオクラブスポンサー協力金
4日 暴力団追放街頭キャンペーン
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃用具寄贈

盛岡中津川LC
4日 暴力団追放街頭キャンペーン
6日 スペシャルオリンピックス日本・岩手　ゴルフ競技
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

盛岡観武LC

9月25日 直接献血
4日 暴力団追放街頭キャンペーン
20日 こども食堂
25日 ヘアドネーション、直接献血

盛岡南LC
1日 ヘアドネーション
4日 暴力団追放街頭キャンペーン
20日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

滝沢LC
24日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

保育園等に図書カード寄贈
玉山姫神LC ―

1R2Z

二戸LC
4日 地域交通安全「ポスター」と「書」コンクール審査
5日 ライオンズクラブ少年剣道選手権大会
23日 二戸地区エネルギー懇談会施設見学会

西根LC

6日 スペシャルオリンピックス日本・岩手　ゴルフ競技
7日 西根ネスクラブへ助成金贈呈
12日 第18回ライオンズクラブ野球大会
20日 第30回ライオンズカップミニバスケットボール大会

26日、27日 第16回ライオンズカップ小学生バレーボール選抜交流大会
安代LC ―

2R1Z
花巻LC 5日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

紫波LC

6日 世界ライオンズ奉仕デー　カーブミラー清掃
19日 献血推進活動、薬物乱用防止PR活動

ガールスカウト岩手県第11団へ活動助成
20日 ペットボトルキャップ選別・寄付

石鳥谷LC 26日 世界ライオンズ奉仕デー　石鳥谷レオと合同清掃奉仕

花巻東LC
4日 レディース委員会　手作り品制作
14日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

矢巾LC

7日 献血推進活動　献血者への干し柿つくり
20日 矢巾町秋まつり　チャリティバザー

献血推進活動、薬物乱用防止PR活動
21日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

2R2Z

北上LC
9月 資源回収リサイクル活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

北上LC

10日 献血推進活動
18日 北上レオ清掃奉仕活動
27日 青少年健全育成支援金贈呈　3団体

「北上展勝地シンボルサイン」寄贈

和賀LC

2日 サッカー観戦チケット寄贈
5日 第34回ふれあい福祉スポーツ大会
8日 チャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）
9日 資源回収リサイクル活動

北上国見LC

3日 献血推進活動
8日 世界ライオンズ奉仕デー
15日 障がい者支援施設「萩の江」交流会、LCIF$1000献金
26日 山ゆりの植栽

江釣子LC

9月26日 チャリティゴルフコンペ（事業資金獲得）
2日 サッカー観戦チケット寄贈
5日 第34回ふれあい福祉スポーツ大会

10月8日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト　
～11月3日 作品展示

3R1Z

水沢LC
11日 共同募金会会長感謝状伝達
25日 地域安全・暴力団追放胆江地区民大会
26日 水沢フラワーロード全体作業

江刺岩手LC
3日 赤い羽根共同募金運動街頭活動
6日 江刺青年会議所50周年記念式典
21日 使用済み切手　6000枚送付

前沢LC ―

水沢中央LC
8日、15日 世界ライオンズ奉仕デー　水沢公園藤棚剪定
26日 水沢フラワーロード全体作業

金ケ崎LC

1日 赤い羽根共同募金運動街頭活動
24日 ひかりの箱募金箱とアイバンク登録用紙設置
25日 地域安全・暴力団追放胆江地区民大会
26日 金ケ崎町社会福祉協議会50周年式典・社会福祉大会

胆沢岩手LC 10日 赤い羽根共同募金

3R2Z
一関LC 24日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

平泉LC
13日 幸徳会第27回黄金祭
21日 暴力団追放一関会議
25日 平泉をきれいにする会

花泉LC
3日 ごみ分別教室開催
20日 花泉LC杯ソフトボール大会
23日 第2回花泉LC杯ゲートボール大会

一関中央LC 5日 わんぱく寺子屋
一関厳美渓LC 28日 巣箱清掃メンテナンス

4R1Z

千廏LC

5日 一関地区防犯柔道剣道大会
17日 チャリティバザー益金寄贈
21日 ミラー清掃奉仕事業
29日 献血推進活動

大東岩手LC 28日「台風19号災害」支援金
東山LC ―
藤沢岩手LC 3日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金
川崎岩手LC 19日 多摩区民祭支援

10月のアクティビティ
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クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛岡中津川LC Ｌ．長　浦　正　人

一関厳美渓LC Ｌ．辻　本　一　尚

陸前高田LC Ｌ．日　野　克　美

釜石リアスLC Ｌ．柏　舘　旨　緒

クラブ名 会員氏名 MJF回数

北上国見LC Ｌ．菊池　元宏 4

藤沢岩手LC Ｌ．菅原　喜哉 1

会員動向
●10月　新入会員一覧 ●2019年10月　LCIF$1000献金

室根LC
6日 ライオンズの森整備
25日 むろね夏祭りバザー益金を台風被害地へ

4R2Z

大船渡LC
3日 ひかりの箱募金
4日 LCIFクラブ献金
22日 チャリティ益金を大船渡中学校に贈呈

陸前高田LC 6日 ライオンズの森・鎮魂の碑清掃
住田LC 3日 有住保育園栗拾い
大船渡五葉LC ―

5R1Z
宮古岩手LC ―

久慈LC
27日 ふれあい福祉まつり物品提供
30日 環境報告会

陸中宮古LC

2日 レデイ―の会奉仕活動
3日 赤い羽根共同募金街頭活動
6日 献血推進活動
21日 暴力団追放県民大会

田野畑LC 20日 清掃奉仕　国道歩道環境整備
岩泉龍泉洞LC ―

5R2Z
釜石LC 1日 市立図書館へ図書寄贈、FC釜石へ活動支援金贈呈

釜石LC
25日 東日本大震災感謝状贈呈式

26日、27日 釜石レオクラブコーナー開設
29日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

遠野LC 16日 リサイクル品の回収

釜石リアスLC

2日 使用済み切手　1000枚送付
5日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
16日 釜石リアスLC杯釜石地域中学校バスケットボール大会
29日 台風19号義援金贈呈

大槌LC
7日、8日 台風19号災害の泥片付け奉仕
14日 希望の灯清掃奉仕

陸中山田LC ―
ライオネスクラブ

西根LS 9日、21日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト展示会
レオクラブ

盛岡LEO ―
石鳥谷LEO 26日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
北上LEO 18日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕
一関二高LEO ―

釜石LEO
26、27日 釜石商工祭にてレオコーナー開設
29日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

岩手日日新聞2019年10月20日（日）付記事

千
厩
Ｌ
Ｃ

イ
ベ
ン
ト
の
益
金
を
寄
付

●おしらせ
ヘアドネーションの送付先である「つな髪」
さんでは、10月中旬より『髪の毛の一時受け
入れ休止』中です。毎月1000件を超える受
け入れを処理できない状態となっており、す
でに受け入れ分の作業が落ち着き次第、募集
を再開いたします。
クラブで預かり済となっているヘアドネー
ション用の髪の毛については、乾燥した状態
で大切に保管しておいてください。募集再開
については、「つな髪」サイト内で案内され
る予定です。
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アクティビティ フォトグラフ

千廐ライオンズクラブ 花泉ライオンズクラブ水沢ライオンズクラブ

カーブミラー清掃 ごみ分別教室水沢フラワーロード全体作業

盛岡観武ライオンズクラブ 水沢中央ライオンズクラブ釡石ライオンズクラブ・釡石レオクラブ

こども食堂（本の読み聞かせ） 水沢フラワーロードの整備道路の清掃作業

石鳥谷ライオンズクラブ・石鳥谷レオクラブ

和賀ライオンズクラブ

盛岡中津川ライオンズクラブ

江釣子ライオンズクラブ

滝沢ライオンズクラブ

二戸ライオンズクラブ

石鳥谷駅清掃活動

ふれあい福祉スポーツ大会

SON・岩手　ゴルフ競技会表彰式

平和ポスター展

相の沢駐車場整備

剣道大会

最近目についた記事があった。「100年の歩行を創る」
という見出しで、筆者はロート製薬最高医学責任者
の久道（ひさみち）勝也医師。その内容は、人は死
ぬとき３つの階段を下りる。１段目、まず歩けなくな
る。２段目、排せつが困難になる。３段目、いよい
よ食べられなくなる。そして死。１段目をできる限り
長くすれば健康寿命と生命そのものを長くすることができるそう。なるほ
どと思った。100年の人生を支える足、そのためには歩かなくては！！

ライオンいわて編集委員 Ｌ.根澤將藏（盛岡観武ライオンズクラブ）

紅葉が終わりを迎える八幡平。晴れて星がきれいな夜は、放射冷却で冷え込みます。明
け方から早朝にかけて雲海が発生するのはこの頃。日が昇ると雲海は消えてしまいます。

［ 表紙の写真 ］初冬の岩手山
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