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四役懇談会 力強いライオンズローア

公式訪問

去る８月８日、陸中海岸グランドホテルにおい
て、ガバナー公式訪問と５クラブ合同例会を開催
しました。

ガバナー一行には会場入りの前に、釜石平田墓
地公園に建立されている東日本大震災で犠牲に
なった、物故ライオンの名を刻んだ慰霊碑を訪れ
ていただきました。日頃より、碑周辺の清掃に携
わっている我々には大いに感慨を覚えました。

公式訪問は、地区ガバナーＬ. 平野喜嗣より各
クラブの日頃の活動に触れて、感謝と激励をいた
だきました。そして、アクティビティスローガン・
ガバナーテーマに続き、今年度のガバナー重点目
標について説明をいただきました。あいだに、ご
来賓である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のお話もありまし
た。出席者は、それぞれについて理解を深める事
ができたと思っております。

その後の懇親会は、ガバナー自ら各テーブルを
回り、親しくお話をしていただきました。出席者か
らは、「敷居の感じられないフレンドリーなお人柄」
との声が聞こえてきました。短い時間ながらも和
気あいあいと過ごすことができ、嬉しい限りです。

公式訪問に先立ち行われた四役懇談会では、各
クラブからの要望事項について意見交換がなされ

ました。マイライオンの導入・公式訪問日程・会
員増強・クラブの活動の実情等についてキャビ
ネットと率直な意見が交わされました。第二副地
区ガバナーＬ. 村上孝からは、皆さんの意見を今
後の参考にしたいとのお話もあり、内容の濃い懇
談会でありました。

終わりに、ZC担当クラブより今年度ガバナー
重点目標の一つである、「クラブ間交流」につい
て取り組みたいので、各クラブにはご協力をお願
いしたいとの発言があり、閉会となりました。

暑さが続く中、ご出席いただいた5R2Z　５ク
ラブの皆様、キャビネット役員の皆様には心より
御礼申し上げます。私はいま、公式訪問一連の日
程の中で、ZCとして至らない点があったと振り
返ること頻りです。

釜石LC／遠野LC／釜石リアスLC／大槌LC／陸中山田LC

5R2Z ZC  Ｌ. 細田 勝夫（釜石LC）

5R2Z
ガバナー公式訪問
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四役懇談会 合同例会の様子

平野ガバナーからのご挨拶

８月９日（金）332-B地区2R2Zの地区ガバナー
公式訪問並びに４クラブ合同例会が、北上駅前の
ブランニュー北上に於いて、北上国見ライオンズ
クラブのホストにより開催されました。

公式訪問に先立ち、16時15分より地区ガバ
ナー・クラブ四役懇談会も開催され、キャビネッ
ト幹事L. 伊藤完治の進行により、冒頭にNPOス
ペシャルオリンピックス日本・岩手の平野ユキ子
理事長より、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が正式にパートナーシップ契
約を結び、今後332-B地区内での協力等の説明を
受けた後、各クラブの現状報告やキャビネットか
らの連絡事項及び意見交換等が、約90分間行われ
ました。

引き続き18時より行われたガバナー公式訪問
並びに合同例会では、北上国見LC会長L. 菅原浩
より４クラブを代表して歓迎の挨拶をいただき、
ZCから地区ガバナーの職歴及びライオン歴等を
紹介させていただきました。

地区ガバナーＬ. 平野喜嗣の挨拶では、今期１
年のガバナーの地区運営方針の説明があり、熱い
想いをお伝えいただき、皆様にご理解とご協力を
お願いされ、参加した多くのメンバーがその内容
に聞き入っておりました。

合同例会後には、地区ガバナー歓迎の懇親会が
催され、地区名誉顧問L. 中村好雄よりご祝辞を

賜り、そして当クラブメンバーでもある第一副地
区ガバナー L. 菊池徳男の乾杯の発声で祝宴がス
タートしました。お陰様で大変盛り上がり、和や
かな懇親会は、時の経つのが早く、アッという間
に恒例の『また会う日まで』になり、会場いっぱ
いの円をつくり、笑顔の絶えない懇親会の締めく
くりとなりました。

この度、地区ガバナー公式訪問並びに４クラブ
合同例会を終え、自分自身としては先ずは大きな
不手際もなく無事終了する事が出来たものと思っ
ております。これも偏に地区ガバナーはじめキャ
ビネット役員並びに４クラブ参加メンバーと各関
係者のご協力のお陰と思っております。本当に皆
様には感謝・感謝でございます。

まだまだ勉強不足ではございますが心の底から
『ライオンを好きでやってますから』と言える様、
努力致しますので最後までご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

北上LC／和賀LC／北上国見LC／江釣子LC

2R2Z ZC  Ｌ. 髙橋 義典（北上国見LC）

2R2Z
ガバナー公式訪問
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平野ガバナーからのご挨拶 ZC  Ｌ. 伊藤和江

８月19日（月）ライオンズクラブ国際協会
332-B地区3R2Z・５クラブ合同例会を一関市厳
美町の厳美渓温泉「いつくし園」を会場に開催致
しました。

地区ガバナー並びにキャビネット役員の皆様に
は遠くまで足を運んで頂き誠に感謝申し上げます。
前日までの暑さも和らぎ、参加していただいた会
員の皆様にとっても過ごしやすい１日でほっと致
しました。地区ガバナー、クラブ四役懇談会は
NPOスペシャルオリンピックス日本・岩手の平野
ユキ子理事長からのスペシャルオリンピックスの
説明と3R2Zに対してのお願いがありました。そ
の際に機材の不具合で音が出ないアクシデントが
あり、少し懇談会に遅れが生じ、ご迷惑をお掛け
致しました。

キャビネット幹事Ｌ. 伊藤完治の進行でキャビ
ネット役員の皆様とクラブ四役との意見交換は大
変盛り上がりました。特にもLCIF（ライオンズ
クラブ国際財団）の協力についてはあっと言う間
に時間が過ぎたような気が致しました。

引き続き行われた公式訪問・合同例会では参加
登録者の送迎バスの遅れにより、キャビネット役

員の皆様には待たせるような事になり、本当に申
し訳ありませんでした。公式訪問での平野ガバ
ナーの挨拶においては私達５クラブの活動を詳し
く把握されており、各クラブ毎に対してのアクテ
ビティをひとつひとつ理解して披露していただい
た事にとても感動いたしました。ありがとうござ
いました。懇親会は平野ガバナー始めキャビネッ
トの方々と3R2Zのクラブ会員が間近にお会いで
きる機会でもあり、私にとっても平野ガバナー、
キャビネット役員の方々、又、平野ユキ子理事長
と短い時間でしたが和気あいあいと充実したお話
ができ、距離が近くなった感じがして、とても嬉
しい思いでした。最後になりましたが公式訪問の
際、体調不良で倒れてしまった会員がおり、クラ
ブ会員の皆様キャビネット役員の皆様には大変ご
心配をお掛けして本当に申し訳ありませんでした。

後日キャビネット幹事Ｌ. 伊藤完治から心配の
お電話を頂き、気を遣わせてしまいすみませんで
した。平野地区ガバナーには遠路ありがとうござ
いました。これからも、まだまだ諸行事が続くと
思いますがくれぐれもお身体を大切にまた、ご指
導の程よろしくお願い致します。

一関LC／平泉LC／花泉LC／一関中央LC／一関厳美渓LC

3R2Z ZC  Ｌ. 伊藤 和江（一関厳美渓LC）

3R2Z
ガバナー公式訪問
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四役懇談会 ZC  Ｌ. 伊藤壽太郎よりガバナー紹介

平野地区ガバナーよりご挨拶

８月22日大船渡市盛町の「千葉幸会館」に於
いてガバナー公式訪問と４クラブ合同例会を開催
いたしました。

16時15分から四役懇談会、18時から公式訪問
並びに合同例会、19時から懇親会と順調に進め
ることが出来ました。

四役懇談会ではキャビネット幹事の進行で最初
に地区ガバナーＬ. 平野喜嗣より活発な意見交換
を期待する旨の挨拶があり、続いて、NPOスペ
シャルオリンピックス日本・岩手の平野ユキ子理
事長より、ライオンズとの関わり、スペシャルオ
リンピックスとは何ぞや等々スクリーンを通して
説明をしていただき、理解を深めました。また、
懇談会では各クラブの会長・幹事から前向きない
ろいろな意見が出され、活発な意見交換がなされ
た事は今後のゾーンの方向が少し見えたように私
は感じました。

公式訪問は、ガバナー入場に始まり、開会ゴン
グを大船渡LC会長が、歓迎の言葉を大船渡五葉
LC会長が行い、平野喜嗣地区ガバナーより挨拶・
記念品の贈呈があり、４クラブの幹事からそれぞ
れ特徴がある報告がなされました。

懇親会では開会の言葉を住田LC会長、We　
Serveを地区常任名誉顧問Ｌ. 森谷潤が威勢よく

杯を上げ懇親に移りました。
キャビネット役員始め、会員間・クラブ間の交

流、意見交換がなされライオンズとしての自覚が
増したものと思います。最後に「また会う日まで」
を会場いっぱいに丸くなり大合唱をして懇親会を
閉めることが出来ました。

最後に、出席された皆様に感謝を申し上げます、
ありがとうございました。

大船渡LC／陸前高田LC／住田LC／大船渡五葉LC

4R2Z ZC  Ｌ. 伊藤 壽太郎（大船渡五葉LC）

4R2Z
ガバナー公式訪問
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四役懇談会 ライオンズ・ローアで締めくくり

公式訪問での平野ガバナー挨拶

去る８月23日一関市千厩町サンプラザ及川善
において、ガバナー公式訪問をゾーン内クラブメ
ンバー85名の出席で盛大に開催しました。

公式訪問に先立ち、地区ガバナー・クラブ四役
懇談会が持たれ、地区ガバナー、キャビネットか
ら各クラブへの質疑やクラブからのキャビネット
への要望等が話し合われました。キャビネットか
らは、最近は入会者より退会者の方が多く退会者
を出さないことが最大の会員増強であるが、4R1Z
内のクラブは、家族ぐるみのアクティビティ活動
が多く活発に活動されているので、引き続き頑
張ってほしい旨の話をいただきました。クラブか
らキャビネットへは、各クラブの問題や課題を良
く聴いて欲しいし、またZCはクラブとキャビネッ
トの間に入って橋渡しの役目をしっかりと果たし
て欲しいとの要望が出されました。ZC研修でゾー
ン内クラブの悩みや問題点をいち早くキャッチし
て、それをキャビネットに伝えることがZCの役
割であると言われたことを思い出し、心を新たに
した次第です。

公式訪問は、千厩LC会長Ｌ. 千葉正行の開会ゴ
ングの後、室根LC会長Ｌ. 齋藤正和の歓迎の挨拶
で始まり、地区ガバナーの挨拶をいただきました。
次にガバナーより来賓として、NPOスペシャル

オリンピックス日本・高橋友三岩手事務局長が紹
介され、知的障がい者のスポーツスペシャルオリ
ンピックスの紹介と支援の要請がありました。パ
ラリンピックは馴染みがありますが、スペシャル
オリンピックスを知るのは、ほとんどのライオン
が初めてだったのではと思います。

公式訪問は、厳粛にも終始和やかな内に締める
ことができ、引き続き懇親会へと移りました。乾
杯の挨拶では、地区名誉顧問Ｌ. 高橋義太郎が、
ガバナーの時に平野ガバナーがリジョン・チェア
パーソンだったことの思い出を話され、親しみの
こもった乾杯でスタートしました。短い限られた
時間ではありましたが、大いに交流を深める有意
義な時間となったと思います。

ご参会いただきました皆様に深く感謝いたしま
す。ありがとうございました。

千厩LC／大東岩手LC／東山LC／藤沢岩手LC／川崎岩手LC／室根LC

4R1Z ZC  Ｌ. 小野寺 規夫（室根LC）

4R1Z
ガバナー公式訪問
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合同例会 懇親会

四役懇談会

3R1Zガバナー公式訪問並びに６クラブ合同例
会は、８月26日、金ケ崎町のホテルみどりの郷を
会場に開催されました。

公式訪問に先立ち、地区ガバナー・クラブ四役
懇談会が開催されました。第一回ガバナー諮問書
に従って、各クラブより活動状況を報告しました。
その後、キャビネットの要望事項として「会員増
強」に係わって「新入会員の交流や現有会員維持
の方策」が協議されました。また、地域へのクラ
ブ理解を図るため「地域社会で真に要求されてい
る奉仕活動とは何か」について話し合われました。
各クラブより、現有会員の15％アップを目標に取
り組む、会員は少ないが少数精鋭で青少年健全育
成に努めていくなどの取り組みが紹介されました。
キャビネットからは、会員募集は「ターゲットを
絞る」「退会予防として明るく楽しい例会に努め
る」「ウィ・サーブの活動の重要性」などについ
てご指導を頂きました。

3R1Zガバナー公式訪問並びに６クラブ合同例
会は、99人の参加者で開会行事などが粛々と進め
られ、キャビネット幹事からは事業報告、キャビ
ネット会計からは会費納入の依頼などがあり、閉
会ゴングとスムーズに行われました。

今回の公式訪問には、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にお越し
いただき、スペシャルオリンピックスについて具
体的なご説明をいただいたことは、会員が理解を
深める大変良い機会となりました。

懇親会の席は、金ケ崎LCが進める3010運動（食
べ物を残さない取り組み。開会後30分と閉会前
10分は席で食事をする）を取り入れ、会食を楽
しみながら、ガバナー、キャビネット役員の皆様
との親睦・交流を深めることができました。

水沢LC／江刺岩手LC／前沢LC／水沢中央LC／金ケ崎LC／胆沢岩手LC

3R1Z ZC  Ｌ. 高橋 良一（金ケ崎LC）

3R1Z
ガバナー公式訪問
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四役懇談会 「また会う日まで」を大きな輪で合唱

公式訪問

残暑の候、８月29日（木）、花巻市石鳥谷町「い
しどりや新亀家」にて、ガバナー公式訪問並びに
５クラブ合同例会が開催されました。

公式訪問に先立ち、地区ガバナーＬ. 平野喜嗣、
第一副地区ガバナーＬ. 菊池徳男、第二副地区ガ
バナーＬ. 村上孝、地区常任名誉顧問Ｌ. 筒井學、
キャビネット役員との５クラブ四役懇談会が、
キャビネット幹事Ｌ. 伊藤完治の進行で行われま
した。

アクティビティスローガン、ガバナーテーマ、
ガバナー重点目標の説明をいただきました。各ク
ラブからの活発な意見や要望が出され、とても有
意義な懇談会だったと思っております。懇談会の
最後に、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とお願いがあり
ました。私は「ライオンいわて2018・８月号」の
特集記事で理解したつもりでしたが、平野理事長
からのご説明や、元気で明るい障がい者の方々の
映像を見た時、「このプロジェクトは必ず成功させ
るべきライオンズの使命である！」と心に強く感
じました。

引き続き会場を移して、公式訪問式典が花巻東
LC会長Ｌ. 梅津紳一郎の開会ゴングで始まりま
した。

地区ガバナーＬ. 平野喜嗣から「私の父（故Ｌ. 

平野正喜）は石鳥谷町出身です。今日は本当に懐
かしい気持ちでいっぱいです。岩舘姓の人は皆親
戚です。どうぞよろしくお願いします」と挨拶が
ありました。

平野地区ガバナーの、気さくな人柄が滲み出た
ご挨拶に、一瞬にして会場が和みました。

このような式典でしたから、懇親会は終始和や
かに進み、終盤に向け、総参加者90名のボルテー
ジは最高潮に達したのであります。

閉会のアナウンスが流れだすと、「まだ早い。
少し延長して欲しい」との声が上がる程でした。

そして、第二副地区ガバナーＬ. 村上孝の「ラ
イオンズ・ローアご発声」。まさに、参加者全員
の気持ちが一つになった瞬間でありました。

2R1Zの皆さん、この一年間、一致団結して頑
張りましょう！

以上、報告とさせていただきます。

花巻LC／紫波LC／石鳥谷LC／花巻東LC／矢巾LC

2R1Z ZC  Ｌ. 岩舘 富夫（石鳥谷LC）

2R1Z
ガバナー公式訪問
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セミナーの様子 セミナー参加者

先月に引き続き、「S
※1

ON・岩手」の取り組みを
ご紹介いたします。

８月18日（日）、ふれあいランドで「SON・岩
手」主催による「陸上コーチクリニックおよび
G

※2
O＆A」が開催されました。
GOでは、スペシャルオリンピックスについて

の理解や現在の活動について知ることが出来ます
し、ア

※ 3
スリート理解では、知的障

しょうがい
碍についての理

解を深め、プログラムに於けるサポートの仕方な
どを学びます。これらは毎年SON・岩手に於い
て開催されますが、最新情報も含めますので、以
前受講された方も有益な情報が得られる講義です。

コーチクリニックは、種目ごとに（今回は陸上。
今年は既に冬季種目のコーチクリニックも開催済
み）数年に一度開催される講義と実技を伴うもの
です。更なるスキル向上のために有益です。どち
らもSONから認定を受けたトレーナーが派遣され
て行われます。今回、SONから派遣されたSON
認定トレーナーは、「SON・栃木」所属の住森玲
子トレーナー（陸上とGO）、「SON・埼玉」所属
の田口正彦（アスリート理解）のお二人でした。

９時30分開始で、午前中は陸上のコーチクリ
ニック。一時間の講義を受けてから、いよいよふ
れあいランドに併設されたグラウンドに出て、実

「陸上コーチクリニック
およびGO＆Ａ」の

開催
NPOスペシャルオリンピックス日本・岩手

理事長 平野ユキ子（盛岡LC所属）

技の実践講義です。この日も暑い日でしたが、18
名の参加者がありました。アスリートも一緒に熱
心に、走り幅跳びやスタートダッシュの仕方、ラ
ンニングなどを行いました。この日、グラウンド
は42度！に達し、みんな汗びっしょり。それでも
元気よく、住森トレーナーの指導のもと和気あい
あいの取り組みでした。

お昼を挟んでの午後の講義はGO＆A。こちら
の参加者も19名となり大盛況でした。いつもは
フ

※4
ァミリーとアスリート、ボランティアが数人で

すが、ライオンズクラブから午前・午後合わせて、
のべ13名参加いただきました。午前・午後とも半
分ほどがライオンズクラブのライオンで占めるこ
ととなり、パ

※5
ートナーが多く、大変有り難いこと

でした。
参加者の感想は、「参加してよかった」、「とても

ためになった」、「こういう機会がないと障碍者と
言ってもピンとこなかったが、彼らを身近に感じ
ることが出来た」、「障碍者を理解できた気がする」
などなど、前向きなコメントが寄せられました。

ライオンズクラブのご理解を頂き、ご支援のも
とSON・岩手は明るい未来が開けた気がいたしま
す。これからもご理解とご支援を賜りますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。

【用語解説】 ※１　SON：スペシャルオリンピックス日本 ※２　GO＆A：ゼネラルオリエンテーション＆アスリート理解
  ※３　アスリート：知的障碍（しょうがい）者 ※４　ファミリー：知的障碍者の家族
  ※５　パートナー：知的障碍者と一緒に活動をする健常者
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地区FWTコーディネーター　Ｌ. 吉田ひさ子 地区FWT副コーディネーター　Ｌ. 髙橋淳子

去る９月３日、ホテルメトロポリタン本館にて、
FWT（ファミリー アンド ウーマン チーム）委
員会が開催されました。

29クラブの参加の中、今年度のFWT活動の推
進について、ヘアドネーションの取り組みの説明
や１クラブ１名の女性会員を増やして頂きたい旨
のお願いと、新アクティビティとして、タンスに
眠っている外貨を寄付してもらい、小児ガンの子
のために寄付をしたらどうかという案がでている
紹介などさせていただきました。

さらに、今回始めて企画したのは、男性会員と
共に「女性が入りやすいクラブにするには」とい
うテーマでグループディスカッションをしていた
だきました。

現状のクラブ運営から問題点が出され、女性が
入りにくい環境は若い男性にも言えることで、高

い会費の負担感はどのグループでも出されました。
なかなか誘える女性経営者も少なく、女性は家庭、
子育て、食事の支度など抱えている問題が多いの
で、両立できる環境と夫の理解も欠かせないとい
う事です。

また、男性会員の理解も大切で、女性の入会は
クラブを明るくし、楽しいものになるという意見
もあり、出来るだけ入会を勧めていければとのお
話もありました。

話にくい点もあったかと思いますが、本当に
様々な意見交換ができ、とても楽しく有意義な時
間を過ごすことができたことに参加者の皆さんに
感謝申し上げます。

これからも、ライオンズに誇りを持って楽しい
クラブになるよう微力ながら頑張っていきたいと
思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

332-B地区
FWT委員会開催 地区FWTコーディネーター

Ｌ. 吉田ひさ子（盛岡LC）
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ディスカッションにも熱が入る

見守る地区ガバナーと副地区ガバナー

平野地区ガバナーを囲んで

◦地域の女性がアクティビティに参加している（奥様の友
人）。会員ではないが楽しい活動を見てきた。

◦会員としての意識を変える。（女性だから、若いからとい
う関係の会話は避ける）

◦年会費など経済的な負担を軽くする。
◦クラブ運営を見直す。（会を楽しくしなくてはいけない。

明るいクラブ運営。思い切った改革も必要ではないか。）
◦女性会員はいないが、支部を作ることから始めている。（５

人を集めている途上）
◦飲みニケーションの優先順位が高い。女性は入れない！
◦女性に学んでほしい。学びの場としてライオンズクラブ

を活用してほしい。
◦女性の感性を考える。（女性ならではのアクティビティなど）
◦現状：スポンサーが知り合いで入会した。訳が分からなかっ

たが、そこには信頼関係あり。一方、せっかく入会しても
スポンサーが事細かく、サポートしなくなったので、関係
が希薄になってきたように思う。

◦女性の方が役職を引き受けて前向きに取り組む傾向がある。
◦女性が新しいアクティビティを立ち上げ（盛岡観武LC）

支部活動で増やしている。
◦女性は、家庭、子育て、食事の支度など抱えている環境

が多いので、両立できる環境を考えていく（例会の時間
帯の改善など）

◦女性が入りやすいクラブは、各LCの会員減少問題と共通
する課題がある。

◦女性経営者が少ない。
◦飽きられない内容（会員の店に移動例会など）
◦女性の喜ぶような例会（クリスマス会…家族会員の協力）
◦アクティビティに奥さんや、身近な女性に声がけをする。
◦日頃の人間関係が大事。
◦対応策として、献血やヘアドネーションで女性の関心を

引くことができるのではないか
◦JCの会員を引き込んではどうか
◦賛助会員となって理解を深めてから正会員へ。
◦現在の女性会員のつながりからお声がけするのがいい。
◦社会一般にライオンズクラブ自体の理解をされていない。
（なんのためのボランティア団体か知らない。お金持ちが
入る団体のイメージ）

◦実際にアクティビティに参加してもらい、活動を把握し
てもらい正会員へ

◦女性１人の単独の入会は難しいので、２人から３人での入
会を勧める。

◦男性だけでは、普段わからない事が女性にはわかること
がある。

◦価値観が変わっていく中で、女性が入会して変わっていく。
◦40、50、60代に女性入会者が多い。
◦過疎地は、家族会員の女性の方々に来てもらい、助けて

もらっている。
◦年齢が高い人が多いので入会しづらい。話が合わない。
◦男性会員の中に女性が入るのに抵抗がある
◦規約とかは、すべて男性中心の規約になっている。女性

はそれに合わせないといけない。女性用の規約もあって
もいいのでは…

◦男性上位のクラブは女性にもあわせられるように
◦同じ地区に二つクラブがあるとどちらに入るかという悩

みもある
◦PTA関連、役員をした方を誘う。
◦女性が入ることで和らいだ空気になる
◦会員増強がノルマ達成の目的になっていないか
◦奉仕活動の意義、楽しさを伝え、入会の入口とする。
◦どんどん口コミや広くPRする

地区FWT委員会グループディスカッション

テーマ「女性が入りやすいクラブにするためには？」
※各グループより出された意見より抜粋
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薬物乱用防止教室開催の様子

私たちの西根ライオンズクラブは、盛岡不来方
ライオンズクラブのスポンサーにより1969年８月
に結成され、翌1970年６月にチャーターナイトを
行いました。332-B地区では25番目のクラブで、
チャーターメンバーは27名でした。現在チャー
ターメンバーは１名です。現在正会員は56名であ
り、チャーターナイト50周年の記念すべき時を迎
えております。

本年度の会長テーマは、｢地域へ奉仕半世紀　継
続は力｣です。クラブの活動は例年通り行いますが、
何と言ってもチャーターナイト50周年の記念式典
を成功させることが最大の事業になります。

それでは、当クラブの事業活動を紹介致しましょ
う。その特徴は何と言っても、青少年健全育成委
員会が担当する各種スポーツ大会の主催です。
１　西根ライオンズカップ少年野球大会
２　西根ライオンズカップ少年サッカー大会
３　西根ライオンズカップ小学生バレーボール大

会
４　西根ライオンズカップミニバスケットボール

大会

これらの大会には、他市町村からも多数の参加
者をいただいております。

その他の事業は、献血推進、ひかりの箱募金、
薬物乱用防止教室の開催（小学校、中学校、高校）、
ライオンの森の手入れ、道路清掃、平和ポスター
コンテスト開催、福祉活動への助成、ライオネス
クラブへの助成等が毎年行われている活動です。
その他に毎年の三役が中心となり、その年度ごと
の特別奉仕活動を提案し行っております。

他クラブとの交流では、毎年行っている久慈ラ
イオンズクラブとの交流会やゾーン内４クラブ合
同の交流会があります。

例会は、昼と夜の例会を交互に行っています。
メンバーのまとまりがあり、活発に活動していま
すが、例会や事業活動への参加者が固定化しつつ
あり、少しでも参加者を増やす工夫をしたいと思っ
ています。

最後に、2020年４月19日に開催いたします当ク
ラブのチャーターナイト50周年記念式典に、332-B
地区のメンバーの皆様の多数の参加をお待ちいた
しております。宜しくお願い申し上げます。

クラブ
紹介 西根ライオンズクラブの紹介

西根ライオンズクラブ会長　Ｌ. 齋藤 俊二
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まっすぐ！まっすぐ！えい！と力いっぱい振れ！千厩夜市「灯立て」 美味しいよ！ありがとうね！

千厩LC、尾花沢LC三役の皆さん

８月14日（水）まさにお盆の最中、千厩LCと尾
花沢LCは共同アクティビティ「尾花沢スイカ大
安売り‼」と銘打ったチャリティバザーを開催し
ました。

千厩町では昔から、お盆でふるさとに帰った多
くの人たちと亡くなったご先祖の霊を祭る行事と
して「灯

あかし
立
た

て」が町のあちこちで行われます。一
本の大きな竹、それを支える縄に明かりがともる
赤白の提灯が沢山つるされ、見上げる夜空にきれ
いな明かりが点々と見事に冴えわたるのです。こ
れが千厩町の伝統的な盆の行事、「灯立て」です。

８月14日の千厩夜市「灯立て」には近隣近郊
から多くの人たちが集まります。そのまさに、「お
盆の忙しい時

じ き
季をねらってライオンズクラブのチャ

リティバザーをやろう！」の声が千厩LC内から
おきました。先ずは
①　クラブ運営事業資金を稼ごう
②　ライオンズクラブの役割をPRしよう
③　クラブの連帯感を高めよう
④　他クラブとの親睦交流を深めよう

を目的に掲げ、実行に移しました。
当日は、尾花沢LCからは矢作会長、大類幹事、

菅原会員会則委員長に参加いただきました。千厩
LCの小野寺事業委員長をリーダーに、特設売り
場の設営、看板・販売旗の設置、試食用スイカの
準備、さらに「子供スイカ割り大会」の運営準備
と沢山の仕事を千厩LC、尾花沢LCの会員皆でや
り遂げました。

尾花沢から仕入れた50個のスイカは見事に売
り切れました。益金30,000円は社会福祉協議会
に寄付することにしています。子供スイカ割り大
会には５人の子供と１人のお母さんに参加してい
ただき、歓喜の声と笑顔が会場いっぱいに溢れま
した。ライオンズクラブのPR、クラブ間交流共
に大成功のチャリティバザーでした。

クラブ
紹介

332─B 4R1Z千厩LC・332─E 4R1Z尾花沢LC
合同チャリテイバザー開催!!  熱い夏に、熱い心で奉仕！

千厩ライオンズクラブ幹事　Ｌ. 菅原 正行
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1R1Z

盛岡LC
8日 盛岡レオクラブスポンサー協力金、犯罪被害者支援
18日 スペシャルオリンピックス日本・岩手　陸上競技コーチクリニック

盛岡不来方LC
18日 スペシャルオリンピックス日本・岩手　陸上競技コーチクリニック・ゼネラルオリエンテーション・アスリート理解
21日 JICAボランティアを支援するいわての会　支援金拠出

盛岡中津川LC
18日 スペシャルオリンピックス日本・岩手　ゼネラルオリエンテーション・アスリート理解
26日 盛岡レオクラブスポンサー協力金

盛岡観武LC
6日 ヘアドネーション4件

13日、21日 こどもみらい古本募金
25日 こども食堂

盛岡南LC
6日 盛岡レオクラブスポンサー協力金
12日 盛岡花火の祭典後の清掃奉仕活動

滝沢LC ―
玉山姫神LC 8日 ライオンズ公園の整備事業

1R2Z

二戸LC
3日 ユネスコ協会「平和の鐘を鳴らそう！」
4日 献血推進活動
22日 二戸地区防犯協会へ助成金贈呈

西根LC

7日 むらさき苑夏まつり
9日 アイバンクひかりの箱募金
22日 ライオンの森手入れ
27日 献血推進活動

安代LC
3日 第28回りんどう苑夏祭り
27日 献血推進活動

2R1Z

花巻LC
4日 第26回豊沢川クリーン作戦
25日 花火大会会場河川敷清掃

紫波LC 20日 薬物乱用防止推進活動

石鳥谷LC

5日 第46回石鳥谷書道大会
13日 石鳥谷夢まつり（花火大会）協賛
14日 石鳥谷夢まつり後清掃奉仕
25日 第15回児童福祉施設ふれあいソフトボール大会

花巻東LC
2日 レディース委員会　手作り作品制作
30日 わたしの主張花巻大会

矢巾LC 7日 矢巾駅清掃活動
2R2Z

北上LC

7月 資源回収リサイクル活動
1日、2日、7日、9日 北上市総合運動公園花壇の手入れ
21日 いわて学び基金に寄付
28日 北上地区中学生弁論大会「わたしの主張」支援
29日 献血推進活動　2か所

和賀LC
24日 花壇整備作業

8日、21日 献血推進活動
29日 わたしの主張北上地区大会

北上国見LC
21日 献血推進活動
25日 早朝清掃奉仕
29日 わたしの主張北上地区大会

江釣子LC

7月29日・31日 資源回収（事業資金獲得）
10日 こども食堂
11日 献血推進活動
27日 少年警察ボランティア協会賛助会員へ協力、資源回収（事業資金獲得）
28日 わたしの主張北上地区大会

3R1Z

水沢LC
24日「後藤新平像」及び周辺の清掃作業
25日 第5回水沢LC三中野球教室

江刺岩手LC
8日 献血推進活動
7日 奥州市体育協会へ拠出、いわて被害者支援センターへ拠出

前沢LC
1日 牛の博物館敷地内草刈り奉仕
11日 献血推進活動
29日 ひかりの箱募金送金

水沢中央LC
6日 JR水沢駅前広告塔周辺の剪定、草取り

21日、28日 水沢花いっぱいコンクール審査

金ケ崎LC
12日 献血推進活動
25日 24時間テレビ「愛は地球を救う」募金活動

胆沢岩手LC ―
3R2Z

一関LC
20日 リレーフォーライフジャパン2019いわて支援、いわて被害者支援センター支援
22日 20,30,40周年記念像の手入れ及び市役所前清掃

平泉LC 26日 献血推進活動
花泉LC 4日 花泉町夏祭りフリーマーケット（事業資金獲得）

一関中央LC
2日、3日 一関市夏祭り出店（事業資金獲得）
17日「藤原の園夏祭り広場」協力
21日 LCIF$1000献金

一関厳美渓LC ―
4R1Z

千厩LC
1日 草刈り奉仕作業
14日 千厩LC尾花沢LC合同チャリティバザー

大東岩手LC 23日「あいさつ標語」支援
東山LC 7日 草刈り清掃作業
藤沢岩手LC 11日 藤沢町野焼祭り協力
川崎岩手LC 17日 かわさき花火後のごみ拾い

室根LC
3日 室根孝養ハイツ夏祭り
4日 折壁・新月駅清掃
23日 ヘアドネーション推進活動

4R2Z

大船渡LC
4日 ミニバスチームと花火大会後の早朝清掃
8日 ライオンズ農園の野菜を収穫して大洋学園へ届ける

陸前高田LC 23日 陸前高田市観光物産協会
住田LC ―
大船渡五葉LC ―

5R1Z
宮古岩手LC ―

久慈LC
1日 八戸・久慈自動車道整備促進住民大会
30日 わたしの主張久慈地区大会

陸中宮古LC
7日 レディの会奉仕活動
9日 道の駅IN宮古街道パレード
23日 百獣の王ライオンコンペチャリティゴルフ（事業資金獲得）

田野畑LC ―
岩泉龍泉洞LC ―

5R2Z

釜石LC

9日 釜石市戦没者追悼式
21日 第458回LL奉仕活動
23日 献血推進協議会
29日 ワールドカップ釜石推進協議会

遠野LC
4日 遠野市一斉河川清掃
21日 リサイクル品の回収

釜石リアスLC
9日 釜石市戦没者追悼式
20日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC ―
陸中山田LC 24日 山田町戦没者追悼式

ライオネスクラブ
西根LS ―

レオクラブ
盛岡LEO 4日 レオフォーラム
石鳥谷LEO 4日 レオフォーラム
北上LEO ―
一関二高LEO 4日 レオフォーラム
釜石LEO 4日 レオフォーラム

８月のアクティビティ

14 ライオンいわて９月号



10月号のライオンいわてにも「MyLion」についての内容を掲載いたします。

画面イメージ

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛岡LC Ｌ．刈　屋　良　治

盛岡不来方LC Ｌ．佐々木　和　彦

花巻LC Ｌ．金　澤　佐智子

北上LC Ｌ．小笠原　一　嘉

一関中央LC Ｌ．菅　原　春　香

クラブ名 会員氏名 MJF回数

一関中央LC Ｌ．本田　秀行 2

会員動向

訃報

二戸LC
故 Ｌ.中舘 眞一
享年91歳
1967年11月入会
（チャーターメンバー）

8月2日ご逝去

●８月　新入会員一覧

●2019年８月　LCIF$1000献金

スマートフォン、タブレットで登録・設定の際
には、「MyLion」アプリをあらかじめダウンロー
ドしましょう。（パソコンからのアクセスには、
アプリのダウンロードは必要ありません）

ライオンズの新たな会員ツール
ライオンズクラブ公式モバイルアプリ「　　　　 　」をご存じですか？

「MyLion」は、ライオンズメンバーであれば、どなたでも世界のライオンズとつながることが
でき、アクティビティの「計画（告知）」なども可能になるアプリです。

「MyLion」を使用するには、『ライオン・アカウント』を作成
し、ログインする必要があります。ライオン・アカウント取得
のためには事前準備が必要です。
①eMMR ServannAのMyLCI Extension Formsに、個人が特

定できる（国際協会のデータ上で重複していない）メールア
ドレスか携帯電話番号を登録しておく（アドレス・携帯電話
番号の両方 or どちらか一つでもOK）

②ライオンズクラブ『会員番号』を確認しておく

（９月４日各クラブ宛メール送信した書式「ライオン・アカウン
トを取得する際に必要な情報」もご活用ください。また、登録
したID、パスワード等は忘れないように個人で管理をお願いい
たします。）

【 「MyLion」アプリのダウンロード方法 】

◎iPhoneの方は

　から「MyLion」でアプリを検索、ダウンロード

◎Androidの方は

　から「MyLion」でアプリを検索、ダウンロード
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アクティビティ フォトグラフ

花巻ライオンズクラブ 二戸ライオンズクラブ江刺岩手ライオンズクラブ

第26回豊沢川クリーン作戦 防犯協会へ助成金贈呈献血推進活動

室根ライオンズクラブ 水沢中央ライオンズクラブ水沢ライオンズクラブ

駅清掃奉仕 水沢駅前に広告塔作成と周辺の清掃「後藤新平像」及び周辺の清掃作業

安代ライオンズクラブ 石鳥谷ライオンズクラブ江釣子ライオンズクラブ

献血推進活動 石鳥谷夢まつり後の清掃活動資源回収

ラグビーワールドカップが始まった。釡石をはじめ、
各開催地の成功を祈りたい。注目は、世界トップの
レフリング。加えて、厳かな中での「ナショナルア
ンセム」や「ハカ」により、選手達の士気が高揚し
ていく瞬間も楽しみの一つ。というわけで、私はた
だひたすらラグビー中継（ワールドカップは１回大
会からほとんどの試合）を観続けるラグビーオタクだ。さて、気になる
日本は？　何はともあれ、ニッポン・チャ・チャ・チャ！である。
ライオンいわて編集委員 L.黒澤秀之（㈱IBC岩手放送取締役営業本部長 営業局長）

八幡平市西根方面から望む岩手山と、黄金色の田園風景。稲穂の80％から
90％のもみが黄色くなると、稲を刈るのに一番の良い時期となります。

［ 表紙の写真 ］黄金色に輝く稲穂と岩手山

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
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