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11月22日（金）ホテルメトロポリタン盛岡・
ニューウイングにて13時より第２回キャビネッ
ト会議が開催されました。平野喜嗣地区ガバナー
から「今年も自然災害は猛威を振るい、台風19号
につきまして岩手県でも大きな災害となりまし
た。被災地並びに被災の皆様には心よりお見舞い
申しあげます。被災地の力になれるよう関係機関
と協議しながら支援内容を決めていきたいと考え
ます。」と被災地への励ましや下期に向け何とし
ても会員純増５％必達、LCIF�キャンペーン100の
達成を目標に進めていかなければならないとの、
強い気持ちでの挨拶がありました。
第１回キャビネット会議議事録確認後は、地区
LCIFコーディネーターＬ.�平野喜嗣、地区GST
コーディネーターＬ.�吉田昭夫、地区GLTコーディ
ネーターＬ.�米谷春夫、地区GMTコーディネー
ターＬ.�髙橋寛、地区FWTコーディネーターＬ.�

吉田ひさ子の皆様から活動報告がありました。
それに先立ち、キャビネット幹事の私から会員
動向他とスペシャルオリンピックス、年次大会復
興支援エクスカーション案「三陸鉄道の旅」（2020
年４月25日（土）開催）について、地区国際協調・
大会参加委員長Ｌ.�西本有司より広島での第58回
東洋・東南アジアフォーラムへの多くの参加に対
するお礼、並びにシンガポール国際大会について、
地区YCE委員長Ｌ.�伊藤良正より冬期YCE派遣
生、YCE来日生の件、地区ライオンズクエスト
委員長Ｌ.�中野昌明より「ライオンズライフスキ
ル教育」プログラムについて、地区保健委員長Ｌ.�
吉田�亮から献血事業、薬物乱用防止事業、それ
ぞれ12項目の運営報告がありました。
ゾーン・チェアパーソン報告では、各地区から
主に会員増強、LCIFキャンペーン100の現状と
今後の取り組みについて、地区によっては課題が

　　 キャビネット会議報告 　　
₂₀₁₉年₁₁月₂₂日 ホテルメトロポリタン盛岡・ニューウィング

キャビネット幹事　Ｌ. 伊藤  完治（盛岡LC）

第2回

Ｌ. 伊藤完治
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議場正面席

第58回東洋・東南アジアフォーラムを報告するＬ. 西本有司

前年度地区会計決算報告をする前キャビネット幹事Ｌ. 舘澤繁信

開会ゴングを鳴らす平野喜嗣ガバナー

キャビネット会計Ｌ. 佐久間修一から会計報告

第２号議案　第66回年次大会について発表する
地区年次大会委員長Ｌ. 伊藤英明

次回第３回キャビネット会議、ゾーンチェア
パーソン会議は、2020年２月21日（金）に
北上市　ブランニュー北上で開催されます。

色々ありますが、積極的な報告がありました。
議案審議については、
第１号議案　�前年度地区会計決算報告の承

認、第66回年次大会の議案と
することの件

第２号議案　�第66回年次大会について
第３号議案　�キャビネットローテーションの

確認について
第４号議案　�次年度地区ガバナー選出手続き

について

第５号議案　�次年度第一副地区ガバナー並び
に第二副地区ガバナー選出手続
きについて

第６号議案　�第３回キャビネット会議開催に
ついて

以上の案件が原案通り承認され、無事閉会しま
した。
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第２回ゾーン・チェアパーソン会議が2019年
11月22日（金）ホテルメトロポリタン盛岡・ニュー
ウイングにて開催されました。
キャビネット幹事Ｌ.�伊藤完治の司会で進行し、

開会の言葉、出席者の確認、ガバナーＬ.�平野喜
嗣の挨拶と進み、台風19号災害への支援につい
てガバナーより説明がありました。また、台風
15号の支援結果についての報告も行われました。
引き続き各地区のゾーン・チェアパーソンから
の報告事項があり、特にLCIF「キャンペーン100」
についてや会員増強の取り組みでは各ゾーンチェ
アパーソンから活発な意見や質疑が多く出ました。
地区によっては会員増強が難しく、また、日本ラ
イオンズからの要求には各地区とも対応に苦慮す
ることもあるとの意見が出されました。

ゾーン・チェアパーソン会議報告
キャビネット会計　Ｌ. 佐久間  修一（盛岡LC）

その後、第66回年次大会について、地区年次
大会委員長のＬ.�伊藤英明から説明され、次期
キャビネットローテーションと進みました。
報告事項のアクティビティ支援について、今季
限りという条件で2R1Zの小児がんサポート支援
〈ドキュメンタリー映画「風のかたち」上映会後援〉
と、5R1Zのマレットゴルフ大会支援（東日本大
震災支援事業）の２件の支援を行うこととなりま
した。さらに、第２回ガバナー諮問書送付及び諮
問委員会について、諮問委員会開催報告を2019
年12月23日（月）までに提出、地区糖尿病セミナー
と地区新会員オリエンテーションを12月３日
（火）に開催するとの報告があり、予定時間を10
分ほどオーバーして会議は終了しました。

第2回
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YCE委員会の様子 平野ガバナー（中央）とホストファミリーＬ. 千葉幸ご夫妻（右）、
Ｌ. 矢羽々陸子・Ｌ. 斉藤良教（左）の皆さま

2019
冬期YCE

第１回YCE委員会・2019冬期来日生
ホストファミリーオリエンテーション

2019年11月22日　ホテルメトロポリタン盛岡・ニューウイング

地区YCE・レオ・ライオネス委員長  Ｌ. 伊藤  良正（盛岡LC）

11月22日、ホテルメトロポリタン盛岡・ニュー
ウイングにおいて、第１回YCE委員会が開催され
ました。平野喜嗣ガバナーを始めキャビネット三
役と各地区のYCE委員12名参加のもと、地区
YCE副委員長Ｌ.�菊池敏昭の司会で進行し、下記
の４件の議題について協議しました。

１．2019－2020年度YCE年間事業予定・報告に
ついて
２．＊冬期YCE（マレーシア）派遣候補生
佐々木亜花梨さん
スポンサークラブ／
3R2Z一関中央ライオンズクラブ

＊冬期YCE（マレーシア）来日生
LIU�ZI�CHINGさん
受入クラブ／1R1Z盛岡観武ライオンズ
クラブ、3R1Z前沢ライオンズクラブ

３．第１回YCE委員長会議
仙台市：2019年９月21日（土）
　①会議報告

　②2020春期・夏期来日生受入のお願い
　③2020春期・夏期派遣の御案内
４．その他、質疑・応答
①派遣生負担金額の目安について

続いて同会場において、2019冬期来日生ホス
トファミリーオリエンテーションが開催されまし
た。前記12名に、受入ホストクラブである盛岡観
武ライオンズクラブ会長Ｌ.�斉藤良教、ホスト
ファミリーの盛岡観武ライオンズクラブＬ.�矢
羽々睦子、前沢ライオンズクラブＬ.�千葉幸ご夫
妻の４名に加わっていただきました。
YCE生受入についての説明後、平野ガバナー
よりご挨拶をいただき、ホストファミリーへ記念
品・助成金が贈呈されました。
そして、Ｌ.�斉藤良教、Ｌ.�矢羽々睦子、Ｌ.�千
葉幸ご夫妻から、来日生を迎えるにあたっての抱
負をお話いただき、和やかな雰囲気のまま閉会と
なりました。
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会場の全景 平野喜嗣ガバナーからのごあいさつ

岩手県赤十字血液センター所長  中居賢司氏の講演 感謝状を受ける３クラブの代表者

11月18日（月）13時からホテルメトロポリタン
盛岡本館において、令和元年度のライオンズクラ
ブ献血推進研究会が46名の参加で開催されました。
岩手県赤十字血液センター所長から感謝状の贈

献血推進事業は、当クラブの事業として最も力
を入れている事業です。この事業は、年間を通し
て行なっている奉仕活動であり継続24年目になり
ます。
この活動は旧市町村単位で献血推進活動が実施
されていましたが、市町村合併により市全体での
活動が厳しくなり、活動を引き継いでくれる団体
を探していました。そこで、当クラブがその活動
を引き継ぐこととなり、現在に至っています。
現在の活動は、奇数月の第三日曜日の10時から
16時まで、イオン前沢店の店頭にてクラブ半纏を
着用し、クラブオリジナルティッシュを配布しな
がら献血の呼びかけを行なっています。会員数の
少ない中、午前午後に分かれ当番制で行なってい
ます。会員自身も250回以上の献血回数を数える
会員、先月50回目の献血を達成した会員がいるな

前沢ライオンズクラブの献血推進活動について
前沢ライオンズクラブ幹事　Ｌ. 鈴木  明夫

令和元年度  ライオンズクラブ献血推進研究会報告

呈があり、332︲B地区からは、江釣子ライオンズ
クラブ、北上国見ライオンズクラブ、前沢ライオ
ンズクラブの３クラブが受賞しました。

ど、会員一人ひとりの献血推進に対する意識は高
いと思います。
また、毎年６月の第一日曜日には前沢牛まつり

（市内外からおよそ４万人が参加し、前沢牛肉を炭
火で焼いて食べるイベント）会場内で前沢中学校
の生徒達と、12月にはイオン前沢店でクリスマス
献血を県立前沢高等学校JRCの生徒達と一緒に献
血の呼びかけを実施しています。生徒達の参加は、
青少年育成の観点からも、社会奉仕への参加を意
識するための一つの学習へとつながると考えます。
近年、若年層世代の献血意識が低くなっている
状況下で、少しでも若い世代の人達に献血をして
もらうためにも、当クラブの活動が役に立つもの
と考えています。
献血推進活動は、これからも継続していきたい
必須のアクティビティです。
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今年は「平和への道のり」というテーマで69作品の応募をいただきました。
岩手大学の阿部裕之教授に審査委員長を務めていただき、ポスターとしての独創性・芸術的価値のご
助言をいただきながら、厳正に審査しました。
力作が多く、感心する作品ばかりで選考に戸惑いながらも、テーマに則した素晴らしい作品が選ばれま
した。全体的に平和＝国や人種、肌の色などの違いへの理解と、対話を表現した作品が多く見られました。

見事に選ばれた子どもたちも、惜しくも選から漏れた子どもたちも皆、
入賞を目指し頑張ってくれたことでしょう。確かにコンテストで表彰さ
れることも大事ですが、それ以上に勉強やスポーツなど、何かと忙しい
学生生活の中で、ポスターとして具現化し表現するために、世界平和に
ついて考える機会をライオンズクラブが提供できたことに、大きな意義
がありました。

総数69点の心のこもった作品は審査をする我々の心に響く作品ばかりでした。色使いや構図、モチー
フによって空間や時間を感じさせる作品が、審査員の目に留まって賞に反映されました。最優秀賞に選
ばれたのは、石鳥谷中学校１年の髙橋円来さんの作品です。各国のリレー走者が平和の象徴のハトに囲
まれながらバトンを渡し行く作品です。遠近法を上手く使い、平和のゴールが間近であることを感じさせ、
テーマにピッタリとあった作品には多くの表が集まりました。優秀賞の二点は、江釣子小学校の千葉愛
依さん６年生の作品。世界の子どもたちが、のぞき込む大胆な構図が目をひき、満面の笑顔が、幸せを
感じさせる作品に仕上がっていました。もう一点は、黒沢尻北小学校の千葉菜花さん６年生の作品。万
国旗に彩られた地球が四つ葉のクローバーを銜えたハトと語らっている、夢を感じさせる作品でした。他
の作品もメッセージが込められ平和への願いが感じられる良作ばかりでした。

第32回ライオンズ国際平和ポスターコンテスト
332-B地区審査会を終えて
地区青少年・ライオンズクエスト委員長  Ｌ. 中野  昌明（玉山姫神LC）

地区審査会講評
岩手大学人文社会科学部　教授  阿部  裕之

第32回
国際平和ポスターコンテスト地区審査会

2019年11月21日　岩舘電機株式会社会議室
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高橋 円来さん
花巻市立石鳥谷中学校１年（石鳥谷LC推薦）

小原 悠理乃さん
北上市立二子小学校６年（北上LC推薦）

佐
藤
七
海
さ
ん

花
巻
市
立
南
城
中
学
校
１
年

（
花
巻
東
Ｌ
Ｃ
推
薦
）

千葉 菜花さん
北上市立黒沢尻北小学校６年（北上LC推薦）

千葉 愛依さん
北上市立江釣子小学校６年（江釣子LC推薦）

最優秀賞

優秀賞

ガバナー特別賞

第32回
国際平和ポスターコンテスト

地区審査会 審査結果
作品テーマ 平和への道のり
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齊藤 唯花さん
盛岡市立城北小学校６年

（盛岡観武LC推薦）

高橋 優陽さん
矢巾町立煙山小学校５年

（矢巾LC推薦）

関 基博さん
八幡平市立安代小学校６年

（安代LC推薦）

吉田 楓さん
北上市立黒沢尻東小学校６年

（北上LC推薦）

木元 小春さん
遠野市立遠野中学校１年

（遠野LC推薦）

立花 由莉亜さん
盛岡市立月が丘小学校６年

（盛岡観武LC推薦）

菅原 アンダーソンさん
一関市立東山小学校６年

（東山LC推薦）

佐藤 凜音さん
山田町立山田南小学校６年

（陸中山田LC推薦）

齋藤 未央さん
奥州市立胆沢中学校１年

（胆沢岩手LC推薦）

関 香里奈さん
八幡平市立田山小学校６年

（安代LC推薦）

佳　作

キャビネット特別賞 審査委員長
特別賞
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鎌田内科クリニック院長鎌田広基先生を
講師にセミナーを受講平野ガバナーよりごあいさつ

地区GSTコーディネーターＬ. 吉田昭夫
より開会のことば

糖尿病セミナーの実施
地区GSTコーディネーター　Ｌ. 吉田 昭夫（盛岡中津川LC）

100周年記念事業より続いている“奉仕チャレン
ジ　糖尿病をくい止めよう”のフレーズのもと、12
月３日いわて県民情報交流センターアイーナ５Fに
てセミナーを実施しました。この概要を掲載し、広
く各ライオンにその意義を徹底、啓蒙するものです。

日本における奉仕チャレンジとしては　・糖尿病　・ライフジャケット寄贈事業　・子供の貧困及び障害
者支援事業　・スペシャルオリンピックス日本とのパートナーシップ事業

講話の概要 ─────────── 鎌田内科クリニック院長　鎌田広基先生

健康な状態では、食後に上昇した血糖値はインスリンの働きにより徐々に下がっていきます。と
ころが、インスリン分泌が不十分だったり働きが悪くなると、血液中のブドウ糖を肝臓や筋肉など
の細胞に送り出せなくなるため、血液中にはブドウ糖が増え続け、高血糖状態になります。この事
態に対応しようとして膵臓はインスリンを多く出そうとして、次第に疲弊していきます。そしてイ
ンスリンを分泌する機能が衰えるという悪循環を引き起こします。血液中に糖が増えすぎると、全
身の血管に負担がかかり、目（網膜）、腎臓、末梢神経などの病気や、動脈硬化による心臓や脳の病
気を併発していきます。

高血糖が動脈硬化につながるのは、糖が血管の内側を傷つける原因となる活性酸素の発生を促す
からです。傷ついた血管の内膜の中にコレステロールなどがたまり、血管壁が固く厚くなることで、
動脈硬化が進んでいきます。

糖尿病の怖さは全身の血管が傷つけられることにより、様々な組織での障害を招くことにありま
す。しかも、この変化は障害がひどくなるまで症状として現れません。健康診断などを利用して、
疾患が軽いうちに発見して治療する必要があります。

北東北三県、特に岩手県は、脳卒中、心筋梗塞などの血管に起因する疾患が多いことで知られて
います。原因として、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病、さらに過食・肥満・飲酒・
運動不足・ストレスなどの因子があげられます。これらを改善することで、動脈硬化の進行を防ぎ、
健康な生活を継続することができます。
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332複合地区GLTコーディネーター
Ｌ. 宮田 謙講師

332B地区GLTコーディネーター
Ｌ. 米谷春夫講師平野ガバナーよりごあいさつ

地区新会員オリエンテーションを終えて
地区GLTコーディネーター　Ｌ. 米谷 春夫（陸前高田LC）

12月３日（火）、いわて県民情報交流センター
　アイーナにおいて、地区新会員オリエンテー
ションが開催されました。受講者は13クラブから
28名、立ち合いは平野ガバナー、各ゾーン・チェ
アパーソンとクラブ会長などを含めて総勢48名
でした。正直、「少ないなぁ」と落胆した面もあ
りましたが、既に新会員セミナーを開催している
ゾーンもあることを考えれば致し方ない人数かと
慰め、私と332複合地区GLTコーディネーターＬ.�
宮田�謙と二人で講師を務めました。
受講者は熱心そのもので、講師に顔を向けて聞
き入ってくれ、１時間半にわたって熱気あふれる
オリエンテーションとなりました。講師としても
大変やりやすく、話す言葉にもついつい力がこも
り、時には叱責のような口調になったかもしれな
いと反省しています。
強調したことは、ライオンズクラブの基礎的知

識が主であるものの、①人脈を広げること、②個
人ではできない社会奉仕をやれる喜びがあるこ
と、③クラブ会長やゾーンチェアパーソンなども
前向きに引き受けること（チャンスがあればガバ
ナー就任も）…を勧め、「せっかく入会したのだ
から、ライオンズクラブにどっぷりとつかってみ
たらどうか？」と話しました。
さらに、Ｌ.�宮田講師はユーモアたっぷりに、
国際的レベルの近況などを話してくれました。受
講者には硬の米谷と軟の宮田のレクチャーだった
かもしれません。
このセミナーが少しでも受講者の心に響くもの
であり、前傾姿勢で「We�Serve」と、自己育成
に対応してくれ�る人が増えるならば、講師として
一番の喜びでもあります。受講者の今後に注目を
していきたいと思います。
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平野ガバナーより認定証の授与講師のＬ. 舘 親光（330-A東京葛飾LC）平野ガバナーよりごあいさつ

薬物乱用防止教育認定講師養成講座報告
地区環境保全・保健委員長　Ｌ. 吉田 亮（盛岡不来方LC）

今年度のガバナー重点目標である、薬物乱用防
止啓発活動の一環として、「薬物乱用防止認定講師
養成講座」が、令和元年11月26日（火）13時より、
いわて県民情報交流センター�アイーナ８F会議室
にて31名の参加で開催されました。
講座内容は
１．薬物乱用防止啓発動画講座「大麻警報発令中！
～アイメッセージで断ろう～」、２．岩手県警察本
部刑事部組織犯罪対策課組織犯罪対策第一係長　
矢羽々宜紀様から専門講座「薬物犯罪等の現況」、
３．岩手県保健福祉部健康国保課技師（薬剤師）�
�小田哲也様から専門講座「薬物乱用防止対策につ

いて」、４．基礎講座（医学知識）「薬物乱用と心
身への影響」ビデオ講座、５．330︲A地区東京葛
飾ライオンズクラブ所属　薬物乱用防止教育認定
講師Ｌ.�舘�親光より、実践講座「ライオンズクラ
ブ国際協会における薬物乱用防止活動について」、
のプログラムで行われました。
最後には、平野喜嗣ガバナーより、受講者全員

に薬物乱用防止教育講師認定証が授与されました。
既に講師として啓発活動に関わり、ゴールド認定
証授与の方３名を含め、今後の啓発活動の活性化
が期待されます。
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歓迎会・壮行会会場 来日生チャンさん（中央）と派遣生佐々木亜花莉さん（右）

12月14日（土）雨模様の中、ホテルメトロポ
リタン盛岡本館にて開催されました。来日生はマ
レーシア出身、スポンサークラブはKOTA　
BUDAYA　LCの17歳LIU�ZI�CHINGさん（リ
ユー・ツィ・チャン）です。冬期派遣生は佐々木
亜花莉さん17歳でスポンサークラブは一関中央
LCになります。出席者はキャビネット役員５名
と、ホストクラブとして盛岡観武LC会長L.斉藤
良教、ホストファミリー（第一）Ｌ.�矢羽々睦子、
ホストファミリー（第二）Ｌ.�千葉幸、LＬ.�千葉
恵子さん、高橋香奈子さん、高橋美麗さん。冬期
派遣生のスポンサークラブ関係として一関中央
LC幹事Ｌ.�平間昭紀、派遣生保護者の佐々木由美
子さん、一関中央LC事務局（派遣生ご祖母様）
千葉ユキさん、キャビネット事務局員佐々木とも
子さんの以上17名となりました。
開会は12時からスタートし、Ｌ.�平野喜嗣ガバ
ナーより歓迎のご挨拶を頂戴したところでランチ
タイムとなりました。歓談しながら昼食をとり気
分もお腹もリラックスしたところで後半の次第に
入りました。ガバナーより記念品贈呈が来日生と
派遣生にあり、来日生のCHINGさんからはマ
レーシアのLCバナーが平野ガバナーへと贈呈さ

YCE来日生ガバナー表敬訪問
並びに歓迎会・冬季派遣生壮行会について

地区YCE副委員長　Ｌ. 菊池  敏昭（江釣子LC）

れました。
YCE来日生の自己紹介（日本語で）と派遣生
の意気込みが感じられるご挨拶があり、続いてホ
ストクラブ、スポンサークラブからのご挨拶があ
りました。最後にホストファミリーの感慨深いご
挨拶を頂いて会を閉じました。
YCEはまさにライオンズクラブの精神、相互
理解を深め友愛と協調性を養うには最適なアク
ティビティーであると確認した次第です。この度
の会はガバナーの流暢な中国語での会話もあっ
て、とても和やかで楽しい会となったことをご報
告いたします。
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1R1Z

盛岡LC
12日 LCIF$20献金
17日 スペシャルオリンピックス日本・岩手ボウリング協議会
30日 スペシャルオリンピックス日本・岩手サンキューパーティ

盛岡不来方LC
～13日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

19日 LCIF$20献金

盛岡中津川LC
15日 世界ライオンズ奉仕デー　竹ぼうき寄贈
17日 スペシャルオリンピックス日本・岩手ボウリング協議会

盛岡観武LC

3日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃活動・用具寄贈、小鳥の巣箱清掃
10日 ひかりの箱募金　街頭活動、子ども食堂
13日 こどもみらい古本募金
23日 ヘアドネーション
31日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

盛岡南LC

7日、28日 スペシャルオリンピックス日本・岩手　ボッチャ交流会
17日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
19日 LCIF$100献金
28日 ひかりの箱募金

滝沢LC
18日 LCIF$100献金

26日～28日 ひかりの箱募金
玉山姫神LC ―

1R2Z

二戸LC
7日 二戸市社会福祉大会後援
9日 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

28日 LCIF$100献金

西根LC
～6日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
19日 LCIF$100献金

安代LC
3日 八幡平市市民憲章推進大会

～9日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

2R1Z

花巻LC

9日 花巻市福祉バザー
13日 振り込め詐欺・特殊詐欺防止啓発年賀タウン協賛
16日 花巻市民憲章運動推進大会
20日 LCIF$20献金
21日 こぶし苑生との昼食交流会

紫波LC
5日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

15日 LCIF$20献金、LCIF$1000献金

石鳥谷LC
6日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

30日 ひかりの箱募金

花巻東LC

1日 レディース委員会　手作り作品制作
9日 花巻市福祉バザー

10日 花巻市少年剣道親善大会
25日 LCIF$20献金

矢巾LC
6日 矢巾駅に傘の補充

12日 LCIF$1000献金
28日 チャリティバザー売上　社会福祉協議会に寄贈、ひかりの箱募金

2R2Z

北上LC
10月1日～31日 資源回収リサイクル活動

4日 第28回LC少年剣道錬成大会

北上LC
16日 総合運動公園ウエルカムボード前花壇を整備
25日 LCIF$20献金

和賀LC

4日 第28回LC少年剣道錬成大会
8日 献血推進活動、資源回収リサイクル活動

16日 花壇苗木植栽作業
26日 地域の子供は私たちが守ります作戦

北上国見LC

3日 早朝清掃奉仕
4日 第28回LC少年剣道錬成大会

15日 夢サッカーチケット贈呈
19日 LCIF$1000献金2件（4口）、LCIF$20献金
24日 献血推進活動

江釣子LC

3日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
4日 第28回LC少年剣道錬成大会

10日 献血推進活動
12日 資源回収リサイクル活動
15日 LCIF$20献金

3R1Z

水沢LC
3日 献血推進活動
7日 チャリティバザー提供品寄付

19日 LCIF$20献金
江刺岩手LC 26日 LCIF$1000献金　LCIF$20献金、使用済み切手110000枚送付

前沢LC
2日 福祉の里まつり運営協力

11日 LCIF$1000献金　LCIF$20献金
17日 献血推進活動

水沢中央LC
22日、26日 LCIF$20献金
23日、28日 薬物乱用防止講演会　2校

28日 水沢花いっぱいコンクール表彰式

金ケ崎LC

3日 金ケ崎町一周駅伝競走大会、女子駅伝大会協賛
9日 献血推進活動

21日 LCIF$20献金
～24日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

25日 使用済み切手1050枚送付
胆沢岩手LC ―

3R2Z
一関LC 22日 LCIF$20献金

平泉LC
12日 社会福祉法人幸得会へ寄付
21日 ひかりの箱募金、LCIF$20献金

花泉LC

12日 ライオンズの森管理作業
14日 LCIF$20献金
25日 ひかりの箱募金
29日 花泉手をつなぐ会クリスマス学習発表会

一関中央LC
2日～3日 一関中央LC旗争奪中学校新人サッカー大会

14日 使用済み切手　1000枚送付
15日 LCIF$20献金

一関厳美渓LC ―

4R1Z

千厩LC
3日 懐かしの昭和映画ポスター展・台風被害者支援募金事業

14日 LCIF$1000献金
23日 ヘアドネーション送付

大東岩手LC
23日 ほのぼの寄席支援
25日 LCIF$20献金

11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）
盛岡南LC Ｌ．加　藤　千　秋
紫波LC Ｌ．長谷川　むつ子

Ｌ．須賀原　チエ子
宮古岩手LC Ｌ．尾　林　　　星

Ｌ．須賀原　丈　二
釜石LC Ｌ．阿　部　　　萌

クラブ名 会員氏名 MJF回数
紫波LC Ｌ．西葛　　馨 3
矢巾LC Ｌ．斉藤　秀造 19

北上国見LC
Ｌ．菊池　徳男（3口） 5
Ｌ．菅原　　浩 1

江刺岩手LC Ｌ．松坂　弘光 1
前沢LC Ｌ．戸田　幸男 1
千厩LC Ｌ．千葉　正行 1
東山LC Ｌ．鈴木　正敏 1
陸前高田LC Ｌ．小友　恒雄 1
久慈LC Ｌ．橋下　文夫 1
陸中山田LC Ｌ．上澤富士夫 1

会員動向
●11月　新入会員一覧 ●2019年11月　LCIF$1000献金

東山LC

7日 薬物乱用防止教室
11日、26日 献血推進活動

14日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金
19日 通学路落ち葉清掃

藤沢岩手LC ―
川崎岩手LC ―
室根LC 9日 ブックスタート事業絵本贈呈

4R2Z

大船渡LC

3日、22日 ライオンズ農園で収穫野菜を大洋学園へ贈呈
10日 公園清掃奉仕
12日 使用済み切手1254枚送付
13日 ヘアドネーション送付

陸前高田LC
7日 LCIF$1000献金

15日 ひかりの箱募金
住田LC ―

大船渡五葉LC
18日 大船渡商工会議所優良従業員表彰

25 LCIF$20献金
5R1Z

宮古岩手LC ―

久慈LC

10月26日 薬物乱用防止教育講習会開催
12日 やませデザイン会議
14日 社会福祉協議会法人募金
20日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金

陸中宮古LC
6日 レディーの会奉仕活動

10日 宮古サーモンハーフマラソン大会
19日 宮古市社会福祉大会

陸中宮古LC 24日 百獣の王ライオンコンペチャリティゴルフ開催
田野畑LC 28日 使用済み切手3200枚送付
岩泉龍泉洞LC 21日 献血推進活動

5R2Z
釜石LC 15日 LCIF$1000献金、LCIF$20献金、園部LC被災地応援コンサート

釜石LC
16日 FC釜石ライオンズカップ、五戸サッカー少年団、FC釜石交流会
28日 ひかりの箱募金

遠野LC
6日 リサイクル品の回収、国際地球デー　公園整備

19日 山谷観音清掃
25日 LCIF$20献金

釜石リアスLC
22日 使用済み切手　1000枚送付
25日 LCIF$20献金

大槌LC 12日 希望の灯　清掃奉仕

陸中山田LC

～27日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

25日 ひかりの箱募金、LCIF$1000献金、LCIF$200献金、
LCIF$100献金、LCIF$20献金

27日 山田町育英会に育英資金贈呈、山田町長杯キッズサッカー大会後援
ライオネスクラブ

西根LS
6日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

14日 LCIF$20献金
レオクラブ

盛岡LEO 10日 ひかりの箱街頭募金活動
石鳥谷LEO ―
北上LEO ―
一関二高LEO ―
釜石LEO ―

⃝おわびと訂正
11月号４ぺージにおきまして、寄稿者のお名前が「Ｌ.�井出

4

英子」となっておりましたが、正しくは
「Ｌ. 井手

4

英子」です。おわびして訂正いたします。
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アクティビティ フォトグラフ

東山ライオンズクラブ 花巻・花巻東ライオンズクラブ水沢ライオンズクラブ

落ち葉清掃作業 第42回花巻市少年剣道親善大会献血推進活動

遠野ライオンズクラブ 安代ライオンズクラブ

千廐ライオンズクラブ

2R2Z合同

梅園の追肥作業 平和ポスター展示会

懐かしの昭和映画ポスター展にて募金活動

第28回LC少年剣道錬成大会

水沢中央ライオンズクラブ 二戸ライオンズクラブ

東水沢中にて薬物乱用防止講演会 世界ライオンズ奉仕デー　清掃奉仕

ライオンいわての編集委員会に関わったのは今回で
３回目になりました。毎回、ガバナーのこだわり、個
性の違いが感じられ良い経験でした。また毎回感じ
るのは、編集委員の方々が少しでも良い内容にしよ
うと真剣に話し合う事です。ぜひ会員の皆様も隅々
まで読んで頂ければと思います。
それでは皆様良いお年をお迎え下さい。
来年は会員皆様にとって更に良い年になる事をお祈り申し上げます。
ライオンいわて編集委員 Ｌ.小野寺平信（有限会社アイドカ 営業マネージャー）

きりっと引き締まって見える雪化粧をした岩手山。寒さが厳しさを増す12月。年
の瀬も押し迫るころ、朝日に照らされたその姿は、新しい年への希望を感じます。

［ 表紙の写真 ］雪化粧した朝焼けの岩手山

ライオンズクラブ国際協会332－B地区　キャビネット事務局

ライオンいわて編集委員会
発行　2019年12月25日

発　行　人：L. 平野　喜嗣（盛岡LC）
編　集　長：L. 晴山　博邦（盛岡LC）
副 編 集 長：L. 高橋　英雄（玉山姫神LC）
編 集 委 員：L. 黒澤　秀之（盛岡不来方LC）、L. 鈴木　史章（盛岡中津川LC）、

  L. 根澤　將藏（盛岡観武LC）、L. 小野寺平信（盛岡南LC）、
  L. 真田　早子（滝沢LC）

印　　　刷　川口印刷工業株式会社
〒 020-0841 岩手県盛岡市羽場10-1-2
TEL：019-632-2211　FAX：019-632-2217
E-mail：lion332b@kpj.co.jp
〒020-0022 盛岡市大通三丁目6-12開運橋センタービル4-7号
TEL：019-621-1415　 FAX：019-621-1420
E-mail：offi ce-332bmorioka@almond.ocn.ne.jp

キャビネット
事務局

編集者プロフィール

アクティビティフォトグラフ

16 ライオンいわて12月号




