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四役懇談会 7LCの会長

7LC合同ガバナー公式訪問

８月30日（金）16時15分よりホテルメトロポリ
タン盛岡NEW WINGで、1R1Zの四役懇談会と
ガバナー公式訪問が開催されました。

四役懇談会では、アクティビティのありかたに
ついて名誉顧問の方々も交えて意見交換もなさ
れ、クラブ運営に大きく関わる会員増強・クラブ
会費のあり方についても、県内各地域の現状をも
含めた紹介もあり、限られた時間の中で、今後の
ライオンズクラブ改革をも視野に入れた様々な課
題を認識する機会となりました。

続いて、130名余が参加した公式訪問のご挨拶
で、平野ガバナーはジョンヨル・チョイ国際会長
の「人々の期待以上の努力をすれば、結果は遠か
らず必ずついてくる。」という言葉を引用しながら、
1R1Z各クラブ会長が大いにリーダーシップを発
揮して、クラブの伝統と、多様性ある革新的なク
ラブ運営とを融合させながら、地域に必要とされ
るライオンズクラブであり続けるために、より一
層地域とともに、明るく・楽しく活動を進めてい
こうと呼びかけられました。そのうえで、今年の
ポイントとして、若手リーダーの育成・LCIFキャ
ンペーン取り組みの推進・会員純増は５％、新入
会員のうち１名は是非とも女性会員をお迎えしま
しょうと、具体的な目標を話されました。

また、来年２月に札幌でアスリートの冬季全国
大会が開催され、日本ライオンズが大きな支援を
することが決まっているスペシャルオリンピック
ス日本については、NPOスペシャルオリンピッ
クス日本・岩手の平野ユキ子理事長から説明をい
ただき、認識を新たにすることができ、実り多い
公式訪問となりました。

昨年から1R1Zの公式訪問は夜の開催となって
おり、引き続き懇親会に入りました。猿舘地区名
誉顧問会議長から平野ガバナー・地区キャビネッ
トに温かい励ましの言葉とともに乾杯のご挨拶を
頂戴し、２年続けて地区運営を担うこととなった
ゾーンの会員一同、新たな一年の奮闘を誓い合い
ながら、楽しいひとときを過ごしました。

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

1R1Z ZC  Ｌ. 関根 信（盛岡LC）

1R1Z
ガバナー公式訪問

2 ライオンいわて10月号



参加者全員で「また会う日まで」斉唱 地区ガバナーのライオンズ・ローア

地区ガバナーから公式訪問記念品の贈呈

猿舘伸俊地区名誉顧問会議長の乾杯で懇親会が始まった

地区ガバナー歓迎の言葉を述べる盛岡LC会長Ｌ. 山戸常雄 公式訪問の皆さん

地区ガバナー挨拶

Ｌ. 伊藤完治からのキャビネット幹事報告

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
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講師：ライオンズクラブオセアル調整事務局
財務・総務スペシャリスト箕輪絹子さん

去る、９月９日盛岡市のアイーナに於いて332-B
地区「第１回ITセミナー」が開催されました。
多くの皆様にご出席をいただきありがとうござい
ます。

当日は、会場内のインターネット通信速度が安
定せず各設定に時間を要しましたこと、不足な点
も多くあったかと存じます。この紙面をお借りし
てお詫び申し上げます。

さて、本セミナーは、ServannA（サバンナ）か
らMy LCI（マイ・エルシーアイ）による会員動
静報告に向けた計画について、その背景と経緯説
明、ライオンズの新たな会員ツール「My Lion（マ
イ・ライオン）」ライオンアカウント作成の基礎を、
ライオンズクラブオセアル調整事務局財務・総務
スペシャリスト箕輪絹子さんを講師としてお招き
しご講話をいただきました。セミナー後半は、パ
ソコンとスマートフォンでライオンアカウントを
取得する実技講習をしました。

私自身は、セミナーの前日にクラブ幹事と、自
分のライオンアカウント取得をパソコンとスマー
トフォン、タブレット３つの機器で試みたのです
が、エラーが何度も出てしまい、ServannA登録

内容の再チェック、パスワードの確認等々、最終
的には登録に反映されるまで２時間以上を要し、
パソコンのみ設定が完了。各々のクラブでも困惑
し大変ご苦労されていることを実感し、当日を迎
えたところでした。

復習となりますが、My Lionに関してご質問を
いただく内容の中からポイントをQ＆A形式でご
説明します。

Ｑ．My LionとMy LCIは共通のプログラムな
のでしょうか？

Ａ．My LionとMy LCIは全く別のプログラ
ムです。

・『My LCI』は、国際協会への会員動静報告のプ
ログラム

・『My Lion』は、LCIフォワードの目標「１年間
に２億人の方に奉仕をすること」を念頭に、奉
仕活動の告知と報告のためのプログラムです。
身近なクラブから世界中のライオンズとつなが

り、アクティビティを共有することが可能になり
ます。

また、ライオンズメンバー以外の一般の方（ゲ
ストとしてMy Lion登録可）にも奉仕活動に参加
いただき、ライオンズの奉仕を必要とする方々へ
奉仕のインパクトを高めることと共に、ライオン
ズのPRを含めております。会員拡大のツールとし
てもお役立てください。

なお、現在のところ一般の方（ゲスト）がMy 
Lionで見られるのは奉仕活動の告知のみです。

Ｑ．会長、幹事の登録が必要ですか？

Ａ．報告権限のある、会長、幹事どちらかお
一人の登録でもかまいません。

ライオンズクラブ国際協会332‒B地区
第１回 ITセミナー開催

キャビネット副幹事　Ｌ. 中村  さと美（滝沢LC）
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スマートフォンでの登録　実務講習の様子 My Lionアクティビティ報告　入力途中の画面 

Ｑ．ライオンアカウント取得に必要な「認証
コード」が届かない

Ａ．ServannAの「My LCI ExtensionForms」
部分に登録されているEメールアドレスに

間違いはありませんか？ごく稀にですが、迷惑メー
ルの中に「認証コード」が送信されている場合も
あります。今一度、ご確認ください。なお、「認証コー
ド」の有効時間は、５分程度と短いため時間が過
ぎるとエラーとなりますのでご注意ください。

Ｑ．My Lion ライオンアカウントの取得、登
録はいつまでに？

Ａ．【今後の日程】

◦10月中　　 会員動静、アクティビティ各報告に
ついて
クラブに向けてのウェビナー（Web
セミナー）や研修の実施

◦11月中旬　 予定は11月20日
My LCI、ServannAを切り離しての
使用の開始

クラブ事務局等で行うServannAでの会員動静
の入力は10月末でできなくなり、11月20日頃か
らはMy LCIで会員動静の入力を行うことになり
ます。

11月20日以降にMy LCIへのアクセスとMy Lion
のアクティビティ報告の両方ができるのはクラブ
会長か幹事となります。

注意しなければならないのは、クラブ会長、幹
事がMy Lionの登録をしていないクラブは、遅く
とも10月末までにServannAで会長、幹事のライ
オンアカウントを取得していなければ、11月20日
からMyLCI、My Lionどちらも、クラブからアク
セスできなくなる可能性があるということです。

現行ではクラブ事務局のアカウント取得は検討
中の段階であるため、まだライオンアカウントを
取得されていない場合は、お早めにご登録をお願
いいたします。

今後も、最新の情報など国際本部から届きしだ
い順次各クラブへお知らせいたします。

ご質問などキャビネット事務局へご連絡くださ
い。回答は、その都度か内容によっては若干のお
時間をいただきますことを予めご了承ください。

運用に向け、キャビネットIT委員一同しっかり
フォローに努めてまいります。

今期途中での運用開始となり皆様には大変ご不
便をおかけしますが、新たな会員ツールMy Lion、
My LCIへのご理解をいただけますよう宜しくお
願いいたします。
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地区GLTコーディネーターＬ. 米谷春夫からの講話 真剣な面持ちでセミナーを受ける参加者の皆さん

ライオンズクラブ国際協会332-B地区事務局
員セミナー（初級）を、2019年９月９日（月）盛
岡市　アイーナにおいて開催いたしました。

今回の開催の目的は、新しい事務局員を対象と
してライオンズクラブとはどのようなことを行う
団体か、また、ライオンズクラブの用語等を理解
していただくために開催されました。

当日はキャビネット事務局長Ｌ. 樋下光の司会
のもと、開催の趣旨説明、講師の紹介、地区ガバ
ナーＬ. 平野喜嗣の挨拶と進み、その後は地区
GLTコーディネーターで地区名誉顧問のＬ. 米谷
春夫の講話が行われました。
ライオンズクラブのスローガン

『Liberty Intelligence Our Nations Safety
=LIONS（自由を守り、知性を重んじ、われわれ
は国の安全をはかる）』の説明から、モットーであ
る「We Serve」については、ロータリークラブ
の「I Serve」との違いなどが話されました。

メルビル・ジョーンズを創立者として、1917
年にアメリカのシカゴで誕生してからのライオン
ズクラブの歴史と、現在のライオンズクラブにつ

いてでは、世界のクラブ数や会員数の動静をロー
タリークラブと比較しながら説明し、会員の義務
や基本的知識については、地区ガバナー、国際理
事、クラブ三役や五役、日本ライオンズ・複合地
区等について詳しく説明がありました。

その後、キャビネット副幹事で元キャビネット
事務局長のＬ. 赤坂勝を講師としてセミナーが行
われ、最初にライオンズクラブとはどの様な団体
なのか、から始まり、ライオンズクラブの目的、
会員の資格では1926年に国際会則から「白人に
限る」という条項が削除されたこと、1987年に
は「成年男子」から「男子」の文字削除された、
というような話をされ、会員の権利と義務につい
てと進みました。

クラブ内組織についてでは、チャーターナイト
と結成式の違いや、クラブ役員の役割、理事会の
開催と役割、地区の組織やアクティビティ等につ
いて詳しく説明があり、参加された方々は重要な
話のメモを取るなど、熱心に受講されていました。
その後質疑応答があり、当日のセミナーは閉会と
なりました。

ライオンズクラブ国際協会332‒B地区
事務局員セミナー開催について

キャビネット会計　Ｌ. 佐久間  修一（盛岡LC）
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子ども食堂は一人でも安心して過ごせる食堂だ

レオクラブ会員と楽しく食事 ９月例会で盛岡ユネスコ協会からカレンダー展益金寄贈の感謝状が披露された

食事のあと、レオクラブ会員の自己紹介が行なわれた

私たち盛岡レオクラブは、盛岡地域の５つのラ
イオンズクラブによって誕生した、青少年による
社会奉仕団体です。現在は高校生・専門学生・大
学生・社会人を中心に、国際的視野に立ち活動を
しています。ボランティア活動を通じて地域社会
に奉仕し、新しい仲間との関係を築くことができ
る団体です。

私たちは９月８日に、盛岡観武ライオンズクラ
ブの活動である青滝旅館での「子ども食堂」に参
加させていただきました。年齢層の幅広さや、子
どもたちの元気の良さに驚かされながらも、私た
ちの普段の活動では経験できない、子どもたちと
のたくさんの交流があり、戸惑いながらも楽しく
活動することができました。

今後もこの活動に参加する上で、私たちがどの
ように関わっていくか考えたところ
①私たちでレクリエーションやスピーチについて

企画してみる。
②食事の前に子どもたちと交流の時間を確保し

て、自分たちと子どもたちの緊張をほぐす。
③食事や会場の準備の手伝いにも関わりたい
という意見が出たため、これらを活かしていこう

と思います。また、
・子どもとの関わりを持つ練習になる
・子どもと遊ぶ際のおもちゃ等の危険性を確認す

る必要がある
・参加人数増加に伴うリスクの確認
などといった、活動に参加する上での注意点も挙
げられたため、気をつけながら活動していこうと
考えています。

なお、私たちは主に世界のカレンダー展と、ア
イバンク光の箱街頭募金などの活動を行っていま
す。世界のカレンダー展では、毎年１月３日から
５日までの３日間で、企業、大使館、一般の方々
などからご提供いただいたカレンダーを販売し、
その収益金をユニセフ、ユネスコ協会などに寄付
をしています。毎年多くの方々に来ていただき、
この活動を楽しみにしているとの声をいただくほ
ど地域に浸透している活動であり、私たちも力を
入れています。

私たちはこれからも、これらの活動を通じて地
域に貢献していくとともに、新たな仲間を増やし
ていきたいと考えています。

盛岡レオクラブで「子ども食堂」活動に参加しました
盛岡レオクラブ会長　中野 翔太
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2019年9月11日（ 水 ）
名古屋市ホテルキャッス
ルプラザにて、Dr. ジュ
ンヨル・チョイ国際会長
公式訪問が開催され、役
員・会員合わせて約300
人が出席しました。

公式訪問は14時30分
に334-A地区ガバナー
Ｌ. 根津昭雄の先導にて
チョイ国際会長夫妻が割
れんばかりの拍手に迎え
られ入場し、場内を半周
し登壇されました。

元国際会長Dr. Ｌ. 山田
實紘のLCIFキャンペーン
100としての訓話があり、
一般財団法人日本ライオ
ンズ理事長Ｌ. 識名安信の歓迎の言葉、そして国
際理事Ｌ．安澤荘一の国際会長紹介が行われ、いよ
いよチョイ国際会長がマイクを持ち、スピーチが
始まりました。

最初から驚愕の発言となりました。自己紹介か
ら入り、英語で精力的に動き回りながら、国際貿
易会社コアラ商事の最高経営責任者として、毎朝
３時に起きて働いたこと、たくさんの税金を払っ
て母国に貢献し国を助けたこと。42年間ライオン
ズ活動を続け、社会に、国に、世界にたくさん奉
仕を続けたと発言されました。

奉仕について発言があり、２つのビジョンを立
て実行しているとのことでした。
１つは「お手本で奉仕」。

自らの活動で示し、行動し、皆の先頭に立った
り、また、後押ししたり、導いたり、お願いした
り、すべては自分の姿勢で、発言で、行動で手本
となり、ライオンズ活動を、アクティビティを活
発にする事です、と表現されました。解りやすい
説明理念です。
２つ目は「多様性で奉仕」。

世の中には大別すると陽と陰があり、太陽と月、
男と女、強者と弱者が必ず存在します。このどち
らにも目を向け、手を差し伸べるべき所に早く差
し伸べるべきだということ。多様性とは、色んな

事象に目を向け、その事
例ごとに奉仕を行うこと
であると話されました。

更に韓国国旗は、中心
を赤と青、その周りを黒
で取り、台色が白、ライ
オンマークが青と黄色、
この５色が多様性の原点。
この色を混ぜ合わせると
さまざまな色になり、国
旗がそれを表していると
強調されました。

リーダーシップにも
触れられ、日本は親分、
子分の関係、サムライの
精神を尊敬、これが昔か
らの認識と表現しまし
た。しかし、これからの

リーダーは上から目線ではダメ。謙虚なリーダー・
先頭に立つリーダー・見本となるリーダー（サー
バントリーダーシップと表現）が認められ、応援
される。このサーバントリーダーがたくさん出て
くれば、ライオンズクラブも世界も変わると力説
されました。

会員増強にも触れ、20年前より若い人が多く
なっており、10歳は若くなっている。勧誘はリ
タイヤ組に注目し、退職者にリクルートしよう。
まだまだアクションが足りない、と。また、日本
には韓国人街がたくさんあるので、スペシャリ
ティクラブとして韓国人クラブを結成させてほし
い。日本の皆様のチャレンジに期待しているとの
ことでした。

最後に昨今の日韓関係に触れ、心を痛めている
と発言されました。民間人同士は何もない。お互
いの国が好きであり、大事であると発言し、会場
から拍手と歓声が上がり、ボルテージが一気に上
がった瞬間でした。

スピーチはエネルギッシュでエキサイティン
グ、さすが国際会長にふさわしいライオンマンと
感激いたしました。

国際会長の多種多様で世界的な取り組みと、ラ
イオンズの偉大さ、奥深さに強く感動した１時間
30分のスピーチでした。

Dr. ジュンヨル・チョイ
国際会長公式訪問

332‒B地区  第一副地区ガバナー
Ｌ. 菊池 徳男（北上国見LC）
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2019
冬期YCE 派遣生および来日生が決まりました

派遣生

来日生

派遣生は、県立一関第二高校２年生の佐々木亜花莉さん。2019年12月20日（金）
から2020年１月８日（水）まで、マレーシアへの派遣となります。スポンサーク
ラブは一関中央LCです。

来日生は、マレーシアのLIU ZI CHINGさん。12月５日（木）から26日（木）の日
程で来日されます。第１ホストは盛岡観武LC、第２ホストは前沢LCに受け入れ
が決定しています。12月14日（土）、ＹＣＥ来日生ガバナー表敬訪問並びに歓迎
会を予定しています。
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佐藤一関市副市長へ記念品の目録贈呈 平野ガバナーより目録の贈呈 会長表彰を受けるチャーターメンバー

花泉ライオンズクラブのチャーターナイト50周
年記念式典は10月12日（土）に花泉総合福祉セン
ターで午前11時から開催されました。

式典には一関市長、一関市議会議長、県議会議
員、花巻ロータリークラブ会長のご来賓、332-B
地区ガバナー、キャビネット役員、一関ＬＣと栗
原若柳ＬＣの両スポンサークラブ会長、県内多く
のブラザークラブ、そして当クラブの姉妹クラブ
である香港青馬獅子会の何國亮会長以下30名のご
臨席を賜りました。

式典の中で、吉原花泉ＬＣ会長は「ライオンズ
クラブの活動も時代に合わせて変わらなければなら
ない」と挨拶を述べ、平野ガバナーは「熱い情熱
と新たな発展にチャレンジしよう」と、流暢な中国
語を交え祝辞を述べられました。スポンサークラブ
の祝辞の後、香港青馬獅子会何國亮会長は祝辞の
中で、血液型に例えて「ライオンズクラブの仲間は
獅子のＣ型の血液型で暗黙のうちにお互いに協力
し合うようになる。そしてどこかに必要があれば獅
子の兄弟が駆けつけるのです」と話されました。

記念事業は、１．こども園と保育園で環境教室
を開催、２．花泉図書館にプロジェクターと図書
を寄贈しました。会長表彰では1970年の当クラブ
結成以来50年在籍のチャーターメンバーであるＬ．
佐藤誠之はじめ４名の歴代会長が表彰されました。

花泉ライオンズクラブ   大会委員長 Ｌ. 佐藤  豊

花泉ライオンズクラブ
チャーターナイト50周年記念式典

チャーターナイト

50周年
記念大会

その後、式典は一関市長の祝辞と続き、３Ｒ２
Ｚ伊藤ＺＣのライオンズ・ローアと、吉原花泉Ｌ
Ｃ会長の閉会宣言並びに開会ゴングで閉じました。

引き続き、祝宴はチャーターメンバーＬ．佐藤
誠之のウィ・サーブで和やかに始まり、ご来賓と
香港青馬ＬＣで餅つき、アトラクションは７名の
ダンサーによるフラダンスやラッキーカードと続
きました。思いがけないことに、香港青馬ＬＣか
ら参加者全員にバッジのプレゼントがありました。

当日は、台風19号が接近していることから終了
時間を繰り上げ、「また会う日まで」を共に歌い、
常任名誉顧問Ｌ．金野幸造のライオンズ・ローア
で閉会しました。

御参加の皆様へ改めて御礼申し上げますと共
に、台風で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い
申し上げます。

10 ライオンいわて10月号



10月13日（日）、金ケ崎ライオンズクラブチャー
ターナイト50周年記念大会を開催する予定でした
が、大型で猛烈な台風19号の接近に伴い、人命
第一を考え中止といたしました。

ご来賓各位をはじめ平野喜嗣地区ガバナー、地
区役員の方々並びにスポンサークラブ、ブラザー
クラブの皆様と共に賑やかな記念大会にできるこ
とを楽しみに、随分と長い間準備をしてきました。

当日は、会場のみどりの郷アリーナを大変身さ
せる予定でした。15メートルの大会横断幕をバッ
クに、大型スクリーンに映し出されるオープニン
グ映像。レッドカーペットをチアダンサーズのち
びっ子と共に、照明を浴びて入場するご来賓の皆
様。あえて大掛かりなステージはなく、バルーン
がお迎えのフラットなエリアでの式典。サイドに
は国際平和ポスターの応募作品、天井には万国旗
の数々。

祝賀会では3010運動のお願い。当クラブでは、
懇親会の席などでは3010運動を行っており、開
始30分は席を立たず料理を味わいながら懇親を深
め、終わり10分で残さず食べましょうという運動
です。日本の食品は多くを輸入に頼っていながら
も、残飯廃棄量が世界ワースト１位。年間2,000
万トンの食べ残しを捨てていることは、１秒間に
8,600個のおにぎりを捨てているのと同じことに
なるそうです。そして、この開始30分には、スペ
シャルライブで皆様のハートを釘付けにするサプ
ライズも用意しておりました。

皆様へのおもてなしは、感動していただくこと！
全てワクワクしながら、準備をしてきました。こ
の大会を機に、地域との関わりを深めたいとの想

金ケ崎ライオンズクラブ   会長 Ｌ. 八重樫  美智子

幻の「2019年10月13日」

いも通じ、有志のおもてなし応援隊の皆さんも当
日のスタッフに加わっていました。

大会は中止になってしまいましたが、終わった
訳ではありません。多くの繋がり、大切なものを
感じ得ることができた「幻の2019年10月13日」を
心に刻み、進んでまいりたいと思います。

CN50周年記念事業
「英語教育の町」金ケ崎町　　町内５小学校

金ケ崎小学校　第一小学校　永岡小学校
西小学校　三ケ尻小学校

世界の名作大きな絵本ほか、 英語名作絵本　
各セット寄贈

グローバル化に対応できる
ことばへの関心を高める工夫

「英語は楽しい！」

大会テーマ「グローカル ～世界規模の視野で考え
足元から行動しよう～」

チャーターナイト

50周年
記念大会
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わがクラブのライオンズデー
10月８日はライオンズデーでした。今年は荒天となってしまい、予定していた

イベントを中止または順延されるクラブが多く見受けられました。その中でも情
報を寄せてくださったクラブの活動状況をご紹介します。

岩手護国神社境内の清掃活動を、平和な世界を願いつつ実施致しました。

盛岡城址公園本丸 雫石町　生森山展望台

西根ライオンズクラブより西根ライ
オネスクラブへ活動助成金を贈呈し
ました。

貝梨峠での道路清掃活動。分水嶺公
園には10周年記念時計塔を寄贈して
います。

10月５日６時より花巻総合運動公園
でゴミ拾いを行いました。会員６名
の参加でした。

岩手県営体育館前の公園でいくつも
の木々から落ちる葉を毎年清掃活動
しております。

〈盛岡中津川ＬＣ〉　盛岡・雫石で同時に清掃アクティビティ！ Facebookもみてね！

〈花巻ＬＣ〉

〈盛岡ＬＣ〉

〈西根ＬＣ〉 〈安代ＬＣ〉

〈盛岡観武ＬＣ〉

1R1Z

2R1Z1R2Z
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大船渡市の花である椿の植樹に力を入れており、46年前のＣＮ５周年記念事業で通岡道路（45号線沿い）に「吉野桜100
本記念植樹」、その後1000本椿の里にしようと毎年数本植樹を続けてきた経緯があります。ＣＮ45周年記念事業では新た
に開通した三陸自動車道船河原パーキングに「椿100本記念植樹」。清掃と管理をクラブ全員で頑張っています。

毎年、唐梅館絵巻前夜祭でチャリ
ティーバザーを開催しています。

室根山の中腹にあるライオンズの森
の草刈整備をしています。すすきを
はじめとする草を草刈機で刈ります。
もうじき雪が積もると通行止めにな
り春が来る日を待ち遠しく待ちます。

ライオンズの森・鎮魂の碑、笑顔で
清掃奉仕。終了後、楽しく親睦を深
めました。

気仙川一斉清掃が９月29日６時～７
時まで行われました。住田町では空
き缶、ゴミ拾い、草刈り等を年２回
春と秋に環境美化運動として取り組
んでいます。住田ＬＣもこの活動に
地域住民とともに参加しています。

青少年奉仕として今年で17年目にな
る学童野球新人交流大会があります。

10/14 の６時～７時半で６名参加。
台風19号後の「宮沢賢治 童話村近辺
の清掃活動」を行いました。

神奈川／藤沢ＬＣ
との姉妹締結記念
に植樹した水沢公
園の藤棚を整備。
両会の絆と同じく
繁殖！

〈大船渡ＬＣ〉

〈久慈ＬＣ〉

〈水沢中央ＬＣ〉〈花巻東ＬＣ〉

〈東山ＬＣ〉 〈室根ＬＣ〉

〈陸前高田ＬＣ〉 〈住田ＬＣ〉

4R2Z

4R1Z

5R1Z

3R1Z2R1Z

13ライオンいわて10月号



1R1Z
盛岡LC ―
盛岡不来方LC 8日 盛岡観武LC主催「こども食堂」協力
盛岡中津川LC ―

盛岡観武LC
7日 ヘアドネーション
8日 こども食堂

28日 盛岡市民植樹祭
盛岡南LC 18日 LCIF$1000献金　3件

滝沢LC

2日 ヘアドネーション
8日 滝沢市柔道協会長少年柔道大会
9日 LCIF$1000献金

19日 献血推進活動
玉山姫神LC 23日 献血推進活動

1R2Z

二戸LC
3日 わたしの主張二戸地区大会

30日 薬物乱用防止教室　金田一小学校

西根LC

14日、15日 西根ライオンズカップ争奪サッカー大会
14日 むらさき苑長寿を祝う会
15日 第39回西根・松尾・安代学童相撲大会

20日、22日 献血推進活動
安代LC 26日 清掃奉仕活動

2R1Z

花巻LC
8月30日 わたしの主張花巻大会

8日「こぶし苑」ふれあいの里まつり
紫波LC 29日 ライオンズの森環境整備
石鳥谷LC ―

花巻東LC
6日 レデイ―ス委員会　手作り作品制作

29日 清光学園の子供たちを温泉に招待

矢巾LC
4日 ライオンズ庭園の樹木の手入れと周辺の清掃

27日 LCIF$20献金
28日「第二新生園」新生園祭り協力

2R2Z

北上LC

8月1日～31日 資源回収リサイクル活動
1日 花壇の手入れ
8日 ゾーンACT　アジサイ剪定作業

20日 献血推進活動、北上レオチャリティバザーに物品提供
26日 ゾーン内チャリティコンペ（事業資金獲得）

和賀LC

8月7日、23日、31日 資源回収
8日 ゾーンACT　アジサイ剪定作業

17日 LCIF$1000献金
20日 献血推進活動
26日 ゾーン内チャリティコンペ（事業資金獲得）

北上国見LC
8日 ゾーンACT　アジサイ剪定作業

13日 献血推進活動
26日 ゾーン内チャリティコンペ（事業資金獲得）

江釣子LC 8日 献血推進活動、ゾーンACT　アジサイ剪定作業
3R1Z

水沢LC
8日 高田松原再生支援事業　草刈りボランティア活動

21日 交通安全広告塔の清掃作業

江刺岩手LC
8日 高田松原再生支援事業　草刈りボランティア活動

13日 岩手県障がい者スポーツ協会賛助
17日 ひかりの箱募金

前沢LC
8日 高田松原再生支援事業　草刈りボランティア活動

15日 献血推進活動

水沢中央LC
3日 薬木園の剪定、草取り
8日 高田松原再生支援事業　草刈りボランティア活動

金ケ崎LC 8日 高田松原再生支援事業　草刈りボランティア活動
胆沢岩手LC 7日 胆沢岩手ＬＣ旗争奪少年野球大会

胆沢岩手LC
8日～16日 胆沢地区敬老会（3カ所）で記念品贈呈

30日 秋の交通安全運動　一斉街頭指導
3R2Z

一関LC ―

平泉LC

5日 町教育長杯学童野球大会
13日 LCIF$1000献金
15日 米寿の方々へ記念品贈呈
28日「弁慶の森」草刈り剪定作業

花泉LC
1日 リレーフォーライフジャパン2018いわて

10日 カーブミラー清掃
一関中央LC 1日 献血推進活動
一関厳美渓LC 14日 厳美渓渓畔清掃、草刈り作業

4R1Z

千廏LC
9日 千寿荘散髪奉仕事業

10日 一関市千廏地域敬老会参加事業
19日 薬物乱用防止講座事業

大東岩手LC 13日～25日 敬老会（7会場）卒寿者に記念品贈呈
東山LC 28日 唐梅舘絵巻前夜祭チャリティバザー開催
藤沢岩手LC ―
川崎岩手LC ―

室根LC

2日 献血推進活動
8日 特養老人ホーム孝養ハイツ敬老会

14日 室根こども園運動会
26日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

4R2Z

大船渡LC
4日、20日 ライオンズ農園野菜を大洋学園に届ける

27日 ライオンズ農園米を大洋学園に届ける
28日 大船渡LC杯チャリティグランドゴルフ大会

陸前高田LC
11日、13日、15日 敬老の日「88歳の方々に記念品贈呈」

26日 陸前高田市社会福祉協議会特別会費の納入、佐賀県武雄市武雄御船LCへ豪雨災害お見舞い金送金

住田LC
12日 ライオンズの森草刈り作業
25日 秋の交通安全運動、世田米保育園栗拾い
29日 気仙川一斉清掃

大船渡五葉LC
2日 MOA美術館気仙地区児童作品展へ協賛

22日 みどり町公園草刈り作業
5R1Z

宮古岩手LC ―

久慈LC
1日 三船十段杯争奪柔道大会

28日、29日 第17回久慈LC杯学童野球新人交流大会

陸中宮古LC
4日 レディースの会奉仕活動

18日 百獣の王ライオンコンペチャリティゴルフ開催
24日 秋の交通安全運動街頭啓発活動

田野畑LC
21日 思惟大橋公園清掃活動

27日、29日 献血推進活動　2か所
岩泉龍泉洞LC ―

5R2Z
釜石LC 25日 第459回LL奉仕活動
遠野LC 4日、18日 リサイクル品の回収

釜石リアスLC
25日 使用済み切手　1000枚送付
28日 台風15号災害見舞金贈呈

大槌LC
19日 直接献血
24日 希望の灯清掃活動
27日 桜木町老人クラブと合同草刈り

陸中山田LC 15日 AOMORI花嵐桜組演舞（心のケア）開催
ライオネスクラブ

西根LS 14日 老人ホームむらさき苑　長寿を祝う会
レオクラブ

盛岡LEO 8日 こども食堂
石鳥谷LEO ―
北上LEO 13日～26日 チャリティバザー品搬入
一関二高LEO 22日 一関市主催ハーフマラソン補助員
釜石LEO ―

９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LC
Ｌ．田　村　壽　男

Ｌ．千　田　宏　美

盛岡不来方LC
Ｌ．高　嶋　　　昇

Ｌ．太　野　真　一

盛岡中津川LC
Ｌ．梅　沢　　　満

Ｌ．幅　　　秀　哉

滝沢LC Ｌ．柳　村　岩　見

西根LC Ｌ．矢羽々　俊　雄

遠野LC Ｌ．井　手　英　子

クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡南LC Ｌ．猿舘　伸俊 3口 24

滝沢LC Ｌ．中島　恒夫 2

紫波LC Ｌ．高橋　貞夫 1

和賀LC Ｌ．髙橋　　寛 10

平泉LC Ｌ．鈴木穂嘉実 14

室根LC Ｌ．斉藤　正和 1

会員動向

訃報

室根LC
故 Ｌ.藤代 哲雄
享年70歳
1998年6月入会

（チャーターメンバー）
9月14日ご逝去

●９月　新入会員一覧

●2019年９月　LCIF$1000献金

● おしらせ ●
2019.10.1より宮古岩手ライオンズクラブ事務所を移転しました

新住所
027︲0025　宮古市実田一丁目3︲16
NPO法人　輝きの和　内
TEL・FAX　0193︲77︲3967

和賀ライオンズクラブ　９月20日より事務局員が交代しました
新事務局員　小笠原　由香（オガサワラ　ユカ）
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アクティビティ フォトグラフ

和賀ライオンズクラブ

北上国見ライオンズクラブ

水沢中央ライオンズクラブ

二戸ライオンズクラブ

水沢ライオンズクラブ

花巻東ライオンズクラブ

千廐ライオンズクラブ

大船渡五葉ライオンズクラブ

室根ライオンズクラブ

安代ライオンズクラブ

金ケ崎ライオンズクラブ

江釣子ライオンズクラブ

釡石ライオンズクラブ

花泉ライオンズクラブ

江刺岩手ライオンズクラブ

花壇の除草作業

あじさいの剪定

薬木園の清掃奉仕

薬物乱用防止の推進活動

交通安全広告塔(西関田)の清掃作業

清光学園の生徒を志戸平温泉に招待

特養老人ホーム千寿荘にて散髪奉仕活動

草刈り作業

献血推進活動

貝梨峠と分水嶺公園内の清掃活動

3R1Zゾーン内家族交流会　高田松原再生支援

北上川沿いあじさいの剪定

特養老人ホームあいぜんの里にて奉仕活動

カーブミラーの清掃活動

赤い羽根共同募金街頭募金ボランティア

今年１月の盛岡レオクラブカレンダー展で購入した
NGKモータースポーツカレンダー2019。私の寝室では
只今RedBullのレーシングカーが大きく掲載されていま
す。MotorSportsでRedBullといえば、そのフロントノー
ズに［H］のマークが小さく輝く自動車レースのフォー
ミュラ１。今年、1992年最終戦から28年ぶりにホンダ
F1が勝利するのをリアルタイムで見る事ができました。第３期ホンダF1？知
りません。いずれにしろ、今年の日本GP鈴鹿は、熱い。（行かないんですが）

ライオンいわて編集委員 Ｌ.鈴木史章（㈱鈴木測量設計　代表取締役）

八幡平が紅葉に染まる10月。荒涼とした焼走り熔岩流の風景も、岩手山の
緑と広葉樹の赤や黄色に彩られ、見事なコントラストを見せてくれます。

［ 表紙の写真 ］焼走りから見た紅葉と岩手山
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