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2011年３月11日、三陸沖を震源とするマグニ
チュード9.0の巨大地震が発生。岩手県沿岸南部
で震度６弱など広い範囲で強い揺れを観測。また、
この地震によって発生した巨大な津波が東北地方
から関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害を与
えました。

あれから９年が経過し復興道路や津波防災施設、
災害公営住宅整備の完了、商業施設や水産加工施
設が再開されるなど復興の歩みは着実に進んでい
るようです。

３月４日、地区ガバナーＬ. 平野喜嗣、キャビネッ
ト幹事Ｌ. 伊藤完治、キャビネット会計Ｌ. 佐久間
修一の３名は、陸前高田市内のライオンズの森と
釜石市大平墓地公園に建立された3.11東日本大震
災物故ライオン「鎮魂の碑」を慰霊に訪れました。

最初に訪れた陸前高田・竹駒町のライオンズの
森では、出迎えに来られた4R2Zのゾーン・チェ
アパーソンＬ. 伊藤壽太郎、陸前高田LC（会長Ｌ. 
小友恒雄）の４名の会員と鎮魂の碑を前に献花と
ご冥福を祈りました。

2012年の第58回年次大会の記念事業の一つで、
震災で犠牲になられた沿岸地区のライオン22名
と事務局員１名の鎮魂の祈りと復興の誓いを込め
て建立された記念碑です。表面には「友愛」、背

面には「あなた方を忘れない」の文字と物故ライ
オン・事務局員のご芳名が刻まれています。

あいにくの小雨模様ではありましたが、きれいに
整備されたライオンズの森から陸前高田市内の復
興の様子を見ることができ、地区ガバナーもさらな
る復興を望む気持ちが強くなったことでしょう。

次の訪問地釜石へは2020年度内に全線開通予
定の復興道路「三陸道」を北上。従来の国道45号
はリアス式海岸特有の切れ込んだ入江に点在する
港や住宅地を結ぶため、道路はアップダウンを繰
り返しますが、三陸道はフラットに目的地まで移
動できます。

釜石市大平墓地公園では釜石LC（会長Ｌ. 只野
義則）の会員14名が、鎮魂碑を清掃して待って
いてくれました。ガバナーの献花と参加者全員で
ご冥福を祈りました。晴れていれば、高台からの
眺望と自然景観に優れた “港の見える丘墓園” を
実感できる場所でした。

震災で亡くなられたLC会員のご遺族から自宅
の庭石のご提供があり、庭園設計・施工管理を営
むLC会員が三陸海岸をイメージする鎮魂碑を仕
上げたお話がありました。高圧洗浄で建立当時の
きれいな状態にされたとのこと。冥福を祈る気持
ちもさらに厳かになりました。
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3.11東日本大震災「鎮魂の碑」友愛の祈り
ライオンいわて編集長  Ｌ. 晴山 博邦（盛岡LC）

鎮魂の碑を囲んで（釜石）鎮魂の碑を囲んで（陸前高田）



津波伝承館（左）から防潮堤が見える

大平墓地公園からの眺望。左手に釜石市立「鉄の歴史館」が見
える

ライオンズの森の鎮魂の碑に冥福を祈る陸前高田LC会員の皆さ
んとZC L.伊藤、地区ガバナー

大平墓地公園の鎮魂の碑に冥福を祈る釜石LC会員の皆さんと地
区ガバナー

ライオンズの森のそばに三陸道（右）が走る

国営追悼・祈念公園の防潮堤から道の駅高田松原・津波伝承館を望む

2019年９月22日に陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園内に津波伝承館「いわてTSUNAMIメモリ
アル」がオープンしました。東日本大震災津波による犠牲者への追悼と鎮魂や3.11の惨禍と教訓を世界中
の人々に伝え続ける施設です。鎮魂の碑を訪れた際には足を運ばれてはいかがでしょうか。

東日本大震災津波伝承館、国営追悼・祈念施設がオープン

トピックス
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陸前高田

釜石



地区ガバナーＬ. 平野喜嗣からのあいさつ 全ゾーン・チェアパーソン10名が揃う

２月21日（金）11時より北上市　ブランニュー
北上に於いて、第３回ゾーン・チェアパーソン会
議が開催されました。

キャビネット幹事のＬ. 伊藤完治の司会により
開会され出席者の紹介がありましたが、今年度初
めて全ゾーン・チェアパーソンの出席があったと
いうことで、総勢18名で会議が始まりました。

次に地区ガバナーのＬ. 平野喜嗣からあいさつ
があり、意見交換を交えながらの報告事項へと進
みました。

初めに第３回キャビネット会議への提出議案、
会員増強、LCIF、ウォーカソンと続きましたが、
OSEALウォーカソンにおいては６ゾーンに於い
て実施計画があったとのことで大変すばらしい事
と感じました。

ゾーン・チェアパーソン会議を終えて
キャビネット事務局長　Ｌ. 樋下  光（盛岡LC）

続いてアワード申請についての詳細説明があ
り、第３回の諮問委員会についての報告のお願い
と、第４回の諮問委員会の開催について活発な意
見交換がされました。

その他ではB地区で初開催と思いますが、三陸
鉄道でのエクスカーションへの協力の依頼などが
あり、ガバナーの復興支援に対する思いが強く感
じられた会議でした。

最後にキャビネット幹事のＬ. 伊藤完治より閉
会のことばで会議は終了しましたが、ゾーン・チェ
アパーソン会議も残すところ１回となりました。
第４回のゾーン・チェアパーソン会議も有意義な
会議となり、次期の北上国見キャビネットへと引
き継げるよう最後まで全力で取り組んで行きます
ので、よろしくお願いいたします。

第3回
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地区名誉顧問Ｌ. 中村好雄から懇親会乾杯の発声地区ガバナーＬ. 平野喜嗣からのあいさつ 地区運営報告を受ける会場の様子

2019～2020年度第３回キャビネット会議が２
月21日（金）にブランニュー北上を会場に開催さ
れました。

次期キャビネット運営クラブの北上国見ライオ
ンズクラブの設営により、キャビネット構成員45
名と、次期キャビネット役員予定者23名、ホスト
クラブ会長及び事務局６名の合計74名の参加のも
とに、地区ガバナーＬ. 平野喜嗣の開会宣言並び
に開会ゴングで始まりました。

平野喜嗣地区ガバナーから、第66回年次大会に
向けた取り組みについて、特に「三陸鉄道リアス
線に乗って～日帰りの旅～」エクスカーションに会
員の協力をお願いしたいとあいさつがありました。

第２回キャビネット会議の議事録確認がキャビ
ネット幹事Ｌ. 伊藤完治から、続いて、地区GLT
コーディネーターＬ. 米谷春夫、地区GSTコーディ
ネーターＬ. 吉田昭夫、地区FWTコーディネー
ターＬ. 吉田ひさ子、地区GMTコーディネーター
Ｌ. 髙橋寛の４名より活動報告がありました。

地区運営報告では、キャビネット幹事Ｌ. 伊藤
完治より、地区内会員動向・周年式典行事等・諮
問委員会開催状況・新会員オリエンテーション・
平和ポスターコンテスト・グッドスタンティング
大賞採点中間・LCF寄付等・ひかりの箱状況・マ
ンスリーレポート集計の９項目について報告があ
りました。

地区国際協調・大会参加委員長Ｌ. 西本有伺よ

り、第103回シンガポール国際大会について、地
区ライオンズクエスト副委員長Ｌ. 中野義明より、
ライオンズクエスト事業状況報告がありました。
議案審議については、

第１号議案　 次期地区ガバナー立候補者承認の件
第２号議案　 次期第一副地区ガバナー立候補者

承認の件
第３号議案　 次期第二副地区ガバナー選出の手

続きについて
第４号議案　 2019～2020年度上半期会計報告

並びに監査報告の件
第５号議案　 第66回年次大会運営要項承認の件
第６号議案　 第66回年次大会代議員会提出議

案承認の件
第７号議案　第66回年次大会アワードの件
第８号議案　 ライオンズクエスト事業の確認を

求める件
第９号議案　 第４回キャビネット会議開催の件

以上の提案があり、すべて原案どおり承認されま
した。

会議の纏めとして、決議事項確認をキャビネッ
ト幹事Ｌ. 伊藤完治が行い、地区ガバナーＬ. 平
野喜嗣の閉会宣言並びに閉会ゴングで終了致しま
した。

次回第４回ゾーン・チェアパーソン会議および
キャビネット会議は６月９日（火）ホテルメトロ
ポリタン盛岡本館にて開催されます。 

　　　  キャビネット会議報告  　　　
2020年２月21日　北上市　ブランニュー北上

ライオンいわて副編集長　Ｌ. 高橋 英雄（玉山姫神LC）

第3回
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所　　属 2R2Z　北上国見ライオンズクラブ
生年月日 1952年１月４日生（68歳）
自宅住所 〒025-0022　花巻市十二丁目32番地
勤 務 先 有限会社レガーロ・パーツステーションジャパン
 〒024-0004　北上市村崎野17地割90番地３
 電話 0198-24-2730　FAX 0198-24-2730
役 職 名 代表取締役
学　　歴 岩手県立花巻北高等学校普通科卒業
家　　族 妻　Ｌ. 菊池由美子・義母　照井レイ子

1989年10月 入会
1996年７月～1997年６月 幹事（CN20周年）
2001年７月～2002年６月 会長（CN25周年）
2006年７月～2007年６月 会員委員長
2011年７月～2012年６月 CN35周年大会委員長
2015年７月～2016年６月 2R2Zゾーン・チェアパーソン
2018年７月～2019年６月 第二副地区ガバナー
2019年７月～2020年６月 第一副地区ガバナー
アワード（2015－2016） 国際会長感謝状

Ｌ. 菊池徳男は、「Tough Guy」という表現がよく似合っている人だと感じています。
1989年10月北上国見ライオンズクラブに入会、2001年に会長、2015年にゾーン・チェ
アパーソンを経験され、今年で31年目になります。

今年度は第一副地区ガバナーとしてガバナー公式訪問、合同例会すべてに同行し、11
月のOSEAL FORUM広島大会にも参加、精力的に活動しております。

毎月の例会も欠かさず参加し、2次会までお付き合いいただき、後輩ライオンの面倒見
も良く、とにかく元気で明るい方です。

それは、長年高校野球の指導者・審判委員として活躍し、勤めてきた経験からくるもの
でしょう。スポーツ全体が好きな方ですが、特に野球については熱く語られることもしば
しばございます。ちょうど、東京オリンピック・パラリンピックの年にガバナーとなりま
す事に、自身のスポーツとの深い関わりを強く感じているようです。

そのほか、稲作農家でもあり、草刈り作業をされてから早朝清掃活動に参加する時もあ
ります。自作の自然乾燥米は毎年クリスマス家族会のオークションに出品され、大人気と
なっています。

次年度は332─B地区ガバナーとして、強いリーダーシップを発揮してくれると信じて
います。皆様の厚いご支援・ご協力をいただきたく、心よりお願い申し上げます。

北上国見ライオンズクラブ会長　Ｌ. 菅原　浩

ライオン歴

Ｌ. 菊池徳男の紹介

6 ライオンいわて３月号



３
３
２
─
Ｂ
地
区

２
０
２
０
〜
２
０
２
１
年
度

第
一
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
候
補
者
　
紹
介

候補者名  Ｌ.村
むら

上
かみ

  孝
たかし

所　　属 3R1Z　水沢中央ライオンズクラブ
生年月日 1954年６月22日生（65歳）
自宅住所 〒023-0889　奥州市水沢字高屋敷268-3
勤 務 先 村上孝・佐原茂樹土地家屋調査士合同事務所
 〒023-0032　奥州市水沢字多賀24-4
 電話 0197-24-8362　FAX 0197-24-8373
役 職 名 所長
学　　歴 宮城県農業短期大学卒業
家　　族 妻　Ｌ. 村上　広

1996年３月 入会
2000年７月～2001年６月 第一副会長
2001年７月～2002年６月 第35代会長
2005年７月～2006年６月 地区3R1Z　IT委員
2006年７月～2007年６月 地区3R1Z　YE委員
2017年７月～2018年６月 第51代会長
2018年11月～2019年６月 3R1Z　ゾーン・チェアパーソン
2019年７月～2020年６月 第二副地区ガバナー

Ｌ. 村上孝は1996年３月に入会し、今年でライオン歴24年になります。その間水沢中
央ライオンズクラブの、事業委員長、運営委員長、幹事、２度の会長職を務めるなど、多
大な貢献をして参りました。

また、2017年には水沢中央ライオンズクラブCN50周年記念式典時の会長職を担い、見
事、成功に導きました。加えて、当クラブでは最も多くの会員獲得の実績を誇っております。

当水沢中央ライオンズクラブでは、1983－1984年度にＬ. 山下知躬がガバナーに就任
し、それに続き、二人目のガバナーを目指しています。水沢中央ライオンズクラブみんな
の誇りでもあり、みんなで支え合い応援しております。

Ｌ. 村上孝は本業の土地家屋調査士の仕事はもちろん、趣味の卓球に対する情熱が高ま
り、自費で卓球の本場中国からコーチを招聘し、水沢高等学校を３年連続でインターハイ
に送り出しました。その構想・発想・実績の手腕を買われて岩手県卓球協会のホープス担
当の常任理事として12年間奉仕してきましたが、第二副地区ガバナーに立候補する際、
後輩に職を譲り、ライオンズ活動に専念する決意を固めたのでした。

その他に、忙しい時間を工面しながら、中国のゴビ砂漠などで行われている植林事業に
も毎年参加し、地球環境にも配慮する等、幅広い見地を持ち合わせています。

Ｌ. 村上孝と言えば、長い白髪がトレードマークですが、ヘアドネーションに寄付をす
る為、あと一年くらい伸ばしてから、断髪し、寄付をする予定だと話しております。少し
寂しい気もしますがＬ. 村上孝のウィサーブ精神を大切に受け止めたいと思います。

この様なＬ. 村上孝でございますが、意気込みだけでガバナーの仕事を遂行できるもの
ではございません。先輩ガバナーの皆様や、332-B地区皆様のご支援とご協力が欠かせ
ません。どうぞよろしくお願いいたします。

水沢中央ライオンズクラブ会長　Ｌ. 五嶋晴久

ライオン歴

Ｌ. 村上  孝の紹介
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年 月 日

ライオンズクラブ役員の皆様

世界が新型コロナウイルス感染症拡大の脅威にさらされる今こそ、 は支援の手を差し伸べ

ます。 はライオンズの奉仕を支援し、地域のニーズを見極めながら奉仕するライオンズと

共に問題解決に取り組みます。   

ライオンズクラブ国際財団は、新型コロナウイルス感染被害を大災害と認定し、災害指定寄付

の受付を開始いたしました。 

また、今年度中の寄付により来年度以降の申請資格を得て、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響を特に受けやすい社会的弱者や皆様の地域の人々への継続的な支援に地区およびクラブシ

ェアリング交付金をご活用いただくことも可能です。シェアリング交付金対象となるのは、複

合地区、地区、クラブ、または個人からの無指定寄付としていただいた寄付になります。 

今、地域社会とライオンズが協力し、新型コロナウイルス感染症をこれ以上拡大させない取り

組みを行っています。LCIF は支援を必要としている人々へのライオンズの奉仕を支援します。  

LCIF への寄付は、奉仕です。ライオンズを支援する LCIF にどうぞご協力ください。 

 

 

 

ライオンズクラブ国際財団 
理事長 グドラン・イングヴァドター 
 

 

新型コロナウイルス感染症被害支援のため、
LCIFへのご協力を
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次期の役員を決めた選挙会第45代会長　L.舘澤繁信　記念大会　開会あいさつ

第1079回例会　手をつながずに「また会う日まで」を合唱乾杯のあいさつ　35年在籍のL.尾形兵吉

2020年３月５日（木）盛岡南ライオンズクラブ
45周年記念大会がホテルメトロポリタン・ニュー
ウィングに於いて行われました。コロナウィルス
の影響があり、３月21日に開催予定だったCN45
周年記念式典の方は残念ながら中止とさせていた
だきました。関係各所には大変ご迷惑をおかけい
たしましたが何卒ご理解いただきたいと思います。

当クラブは、1975年（昭和50年）３月21日に
盛岡観武ライオンズクラブのスポンサーにより誕
生し、盛岡花火の祭典後の清掃、手で見る博物館
への支援等様々な奉仕活動を行ってきました。

今回の記念事業には、青少年育成として盛岡の
９歳以下のアイスホッケーチームによる「盛岡南
ライオンズクラブ杯」と「盛岡市青少年バトミント
ン大会へ優勝カップの贈呈」が行われる予定です。

当クラブの今期の会長テーマは「ひとりはみん
なの為に、みんなはひとりの為に」です。会長の

45周年記念大会　開催報告
盛岡南ライオンズクラブ幹事  Ｌ. 舘澤 晃

Ｌ. 舘澤繁信は「規律は厳守しながらも楽しく笑
いの溢れる例会、良くして頂いた恩は忘れず、奉
仕活動に驕ることなく。そもそもクラブは皆で運
営していくものであり、一人の特別の英雄も無く、
一人の非協力者もいない、役を頼まれたなら『は
いよろこんで』、一人はみんなの為に、みんなは
一人の為に…」というのがモットーで、自らのユー
モアで会員の笑顔を引き出してくれて、とても慕
われております。

盛岡南LC45周年記念大会では、次期役員の選
挙と内規の改正が行われ、歴代会長の表彰が行わ
れたのちに、30年在籍のＬ. 森岩彰のローアで締
めくくっていただきました。

コロナウィルスの影響もあり当クラブ以外のク
ラブの催しも延期、もしくは中止となっておりま
す。大変残念ではありますが、歴史を継承し、次
回の50周年は盛大に行いたいと思います。

盛岡南ライオンズクラブ
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私たち水沢LCは、今年58年目になる歴史ある
クラブです。若い会員からチャーターメンバーま
で会員数49名で、”We Serve”の精神のもとライ
オニズムの継承と時代の変化に伴う新しいボラン
ティアの形を模索しつつ、地域の誰かの役に立ち
たいと願い、アクティビティ活動をしています。

そして、今年度は「青少年とこの故郷（まち）
の大きな未来の礎に」というスローガンに沿った
クラブ運営を心がけています。

まずは月２回の例会ですが、クラブの目指すもの
を理解してもらえるように講師の選定をしました。
・支援学校の教諭にお願いして、障害者の就労支

援について２回学びました。
・薬物乱用防止の重要性について、薬剤師の先生

に講演をして戴きました。
・視覚支援学校の副校長をお招きして学校のこと

や生徒の様子を学び、就労について皆で考えて

みました。
次に、今年の主なアクティビティを紹介します。

・献血事業の啓発活動をショッピングセンターで
年２回、市役所で１回行っています。

・会員から提供された品物を障害者施設に寄付し、
それが施設の運営の一助になったかと思います。

・年末には高齢者福祉施設の慰問で、入所者の皆
さんに地元の歌手奧沢きく子さん一座にによる
歌謡ショーで楽しんで頂きました。

・今後は、中学校の野球大会や水沢公園への桜の
植樹を予定しています。
新型コロナウイルスの影響が心配ですが、ピン

チの時にこそ全会員で力を合わせ、残りのアク
ティビティに取り組みます。

このようなアクティビティと今までの歴史の延長
上に、未来のライオニズムがあると信じて、今に全
力で取り組むクラブでありたいと思っています。

クラブ
紹介 水沢ライオンズクラブ　活動記

水沢ライオンズクラブ会長　Ｌ. 遠山 龍馬
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献血夏まつり 花植え

駅清掃ブックスタート事業 クリスマス会

室根ライオンズクラブは、一関市の東側に位置
し、宮城県気仙沼市、南に本吉町と隣接しており
ます。霊峰室根山のすそに広がる地域となり、人
口約５千人とまさに少子高齢化の中にあります。
1998年に千厩ライオンズクラブのスポンサーによ
り立ち上げる事となり、現在44名Ｌ. LL. 家族会
員を含め活動に取り組んでおります。本年で22年
目を迎え例会も今期５月第２例会をもちまして500
回を達成する事ができます。

当クラブの目標は奉仕活動を通じて地域社会へ
の貢献、青少年の健全育成、クラブ員の親睦・交
流を目指して活動しています。毎月１～２回の事
業を行い今月は室根山麓の蟻塚公園の桜のテング
ス病除去作業を実施し、春の山開きには桜の苗木
を毎年植樹しております。歴史ある蟻塚公園の桜
が継続して見れる様にと願っております。その他
環境保全として街頭や主な施設に300個のベコニ
アを植えたプランター設置、特別養護老人ホーム

法面草刈、地元JR駅の清掃・草刈を行っています。
地域活動では、室根夏祭りに焼きトウモロコシ販
売やバザーを行い収益金を災害被災地へ毎年支援
を続けています。地元高齢者施設特別養護老人
ホームにおいては、敬老会やライオンズクラブ主
催のクリスマス会を行っています。

青少年活動では、室根図書館へライオンズ文庫
を設置し毎年増冊し、独自事業として「ブックス
タート事業」を立ち上げ９～10ヶ月乳幼児へ本の
贈呈も行っています。

又各種団体の構成メンバーとなり、諸行事にも
参画し地域の皆さんと共に活動しています

このようなクラブの事業や活動報告を「室根LC
活動広報誌」として発行し全戸に配布しライオン
ズをPRしています。これまで数々のアクティビ
ティの基礎を築かれた諸先輩方々の思いを受け継
ぎ邁進してまいりたいと思います。

クラブ
紹介 室根ライオンズクラブの紹介

室根ライオンズクラブ会長　Ｌ. 齊藤 正和
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例会の様子

あたりは闇に包まれ、お祭りの終章へ、いざ！ これより海上渡御へ

AOMORI花嵐桜組　よさこいソーランの演舞。震災後９年連続で山田まつりに駆け付け、被災者を勇気づけてくれています

おまつりひろばで一休みのお神輿

私たちのクラブは、大槌ライオンズクラブのス
ポンサーにより1983年６月18日に結成され、今
年で37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11名、合計35名で構成されて
います。

当クラブは「地域に密着した奉仕活動」をモッ
トーに、多くの皆様のご支援、ご協力を戴きなが
ら、町内公園等の清掃奉仕、献血奉仕、青少年健
全育成活動として、町内小学校水泳記録会後援、
国際平和ポスターコンテスト、児童生徒科学研究
発表会後援、各種スポーツ大会後援等、数々の奉
仕活動を継続して参りました。
今年度の会長テーマは

「いつもニコニコ優しい言葉　認めて　褒めて　
称えます」です。

毎月の例会は、第一例会が第一月曜日の夜７時
から、第二例会は第三月曜日の夜７時から開催し
ています。例会会場は基本的にクラブ事務所で行
います。

メンバーより感動する近況を伺えたり、和気藹々
とした環境で楽しさを満喫しております。またク
ラブ間交流においては332-A地区の平賀ライオン

ズクラブ、弘前東奥ライオンズクラブ、地区内は
北上国見ライオンズクラブ、江釣子ライオンクラ
ブの皆様には姉妹クラブ、友好クラブとして強い
絆のもとご支援を賜わりますとともに交流、親睦
を継続いただいております。

山田町は知る人ぞ知る「祭りの町」です。毎年
８月下旬になると、町内は祭りの練習の笛と太鼓
の音に溢れ、９月中旬はまさにお祭りの賑わいに
なります。

そしてそれは途切れることなく続いていますが、
震災後から町民の絶大な支持を受けて９年間続い
ている演目があります。弘前東奥ライオンズクラ
ブの力添えで実現したAOMORI花

はなあらしさくらぐみ
嵐桜組の「よ

さこいソーラン」演舞です。総勢50名が弘前か
ら山田町民の支援のために駆けつけてくれます。

もう一つのアクティビティとして船越公園にラ
イオンズクラブ100周年記念桜「瀉

しゃびょうざくら
瓶桜」を植樹

しました。将来祭りと共に山田町を代表する名所
となることを祈念しながら維持管理をして参りま
す。

最後に各メンバーの意見を一つ一つ大事に聞き
ながら頑張っていきたいと思っております。

クラブ
紹介 陸中山田ライオンズクラブの紹介

陸中山田ライオンズクラブ会長　Ｌ. 上澤 富士夫
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文章の表現につ
いて意見を出し
合う

毎回の編集会議のお楽し
み。盛岡の銘菓

表紙の候補となる２案から、多数決で１案を決定

編集会議のために月１回、木曜日の午後に集合します。進行役を
務めるのは編集長Ｌ. 晴山博邦（右端）

編集会議までに仕上がった校正紙を
もとに内容を確認します。

編集会議のメンバー。３月の編集会議にはガバナーも参加とな
りました。ライオンの皆様へ配布される「ライオンいわて」を

発行するにあたり、川口印刷工業㈱会議室で毎月１回
編集会議を行っています。会議には、1R1Z所属のキャ
ビネット副幹事、キャビネット事務局長、編集長、副
編集長、編集委員５名、盛岡中津川LC事務局員および
印刷会社の制作スタッフ３名の合計13名が出席しま
す。会議では発行月の校正紙を確認しながら掲載内容
について意見を出し合います。

今月号の確認が終わった後は、次号の構成案を確認
しながら掲載内容を精査しています。さらに、校正の
精度を高めるため校正グループ（月ごとに交替）に持
ち帰ってもらい後日回収しています。

66回年次大会「東日本大震災復興支援・令和元年台
風支援エクスカーション」

久地駅発北ルートは、北三陸久慈の旬鮮レストラン・
お食事処「おおみ屋」さんの「うにあわび弁当」を味わっ
ていただきます。

ご飯が見えないほどに、鮮度抜群、しかも量もふん
だんにあわび・うに・カニ・イクラが並んでいます。
順序良く食べてもよいし、混ぜた状態で口に運んでも
美味しい海鮮弁当です。

盛駅発南ルートは、海鮮仕出し碁石給食㈱さんの海
の幸がたくさん入っている『恵みづくし弁当』を味わっ
ていただきます。

ウニの炊込みご飯の上に、ホタテ・アワビ・イクラ・
カキ・ワカメ・サンマの竜田揚げなど新鮮な海産物が
盛り沢山。海の幸が豪華に競うお弁当です。三陸の至
福を味わいください。

お弁当代は登録料に含まれています。66回年次大会「東日本大震災復興支援・
令和元年台風支援エクスカーション」

『三陸鉄道リアス線に乗って
～日帰りの旅～』のお楽しみは

美しい眺めと
美味しいお弁当にあり！

お弁当代は登録料に含まれています。

盛駅発「南ルート」は、海鮮
仕出し碁石給食㈱さんの海の幸
がたくさん入っている『恵みづく
し弁当』を味わっていただきます。

ウニの炊込みご飯の上に、ホ
タテ・アワビ・イクラ・カキ・
ワカメ・サンマの竜田揚げなど
新鮮な海産物が盛り沢山。海の
幸が豪華に競うお弁当です。三
陸の至福を味わいください。

久慈駅発「北ルート」は、北三
陸久慈の旬鮮レストラン・お食事
処「おおみ屋」さんの「うにあわ
び弁当」を味わっていただきます。

ご飯が見えないほどに、鮮度抜
群、しかも量もふんだんにあわび・
うに・カニ・イクラが並んでいま
す。順序良く食べてもよいし、混
ぜた状態で口に運んでも美味しい
海鮮弁当です。

4/25
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こうして作られる

編集会議の様子を紹介します。
ライオンいわて編集委員会



1R1Z

盛岡LC

2日 SON・岩手へ支援金贈呈式並びに選手団壮行式

21日 ひかりの箱募金、LCIF$1000献金　３件

22日 アイバンクPR活動

26日 NPO法人こどものみらいプロジェクトゆめドリへ支援

27日 盛岡市日影門緑地公園に「英文併記案内標識」寄贈

盛岡不来方LC

2日 SON・岩手へ支援金贈呈式並びに選手団壮行式

22日 世界のカレンダー展益金・ひかりの箱募金贈呈式

25日 平和ポスターコンテスト参加記念品贈呈

盛岡中津川LC

1日 献血推進活動（バレンタイン献血）

2日 SON・岩手へ支援金贈呈式並びに選手団壮行式

9日 盛岡中津川LC杯争奪第41回盛岡地区少年剣道大会

～17日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

21日 陸前高田市竹駒保育園支援「大型紙芝居寄贈」

22日
アイバンクPR活動、世界のカレンダー展益金・

ひかりの箱募金贈呈式

盛岡観武LC

22日 こどもみらい古本募金

23日 こども食堂

～28日 ライオンズ国際平和ポスター展示

盛岡南LC

2日 SON・岩手へ支援金贈呈式並びに選手団壮行式

18日 都南地区防犯協会連合会協賛

20日 ひかりの箱募金

22日 アイバンクPR活動

滝沢LC
3日 ヘアドネーション送付

5日 献血推進活動

玉山姫神LC

2日 SON・岩手へ支援金贈呈式並びに選手団壮行式

11日 献血推進活動（バレンタイン献血）

15日 第18回啄木かるた大会協力

1R2Z
～2日 ライオンズ国際平和ポスター展示

二戸LC 14日 献血推進活動（バレンタイン献血）

17日 書き損じはがき送付92枚

西根LC
6日 献血推進活動

21日 薬物乱用防止教室

8日 安代LC杯安代地区小中学校スキー大会

安代LC 12日 国際平和ポスターコンテスト　表彰式

25日 LCIF$1000献金、LCIF$100献金　キャンペーン100

2R1Z
～25日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

花巻LC 8日 献血推進活動　（バレンタイン献血）

9日 ドキュメンタリー映画「風のかたち」上映会

9日 ドキュメンタリー映画「風のかたち」上映会

紫波LC 19日 新1年生のための交通安全教室協賛

27日 献血推進活動

石鳥谷LC
9日 ドキュメンタリー映画「風のかたち」上映会

25日 LCIF$100献金　キャンペーン100

7日 レディース委員会　事業資金獲得の為の手作り作品制作

花巻東LC 9日 ドキュメンタリー映画「風のかたち」上映会

～25日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

6日 新・小学1年生のための防犯・交通安全教室

矢巾LC 9日 ドキュメンタリー映画「風のかたち」上映会

10日 水本圭治オリンピック選手に協力金

2R2Z

北上LC
1月 資源回収リサイクル活動

5日、21日 LCIF$1000献金　2件

和賀LC
1月24日 資源回収リサイクル活動（事業資金獲得）

15日、21日 資源回収リサイクル活動（事業資金獲得）

北上国見LC
20日 献血推進活動　2件

26日 使用済み切手　2501枚送付

3日 フードバンク

9日 献血推進活動（バレンタイン献血）

江釣子LC 12日 ひかりの箱募金

25日
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト参

加者表彰、図書カード寄贈

3R1Z
13日 第34回水沢LC旗争奪水沢三中野球大会打合せ会

水沢LC 17日 水沢フラワーロード運営委員会

19日「善行賞」表彰

江刺岩手LC 26日 使用済み切手　3000枚送付

前沢LC ―

水沢中央LC
4日 スカウト協議会助成

～17日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

金ケ崎LC

6日～7日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰式

9日 献血推進活動（バレンタイン献血）

27日 ライオンズクラブ青少年スポーツ振興助成金

胆沢岩手LC 29日 奥州市胆沢地区内　小中高生　児童生徒表彰

3R2Z
一関LC 24日 献血推進活動

平泉LC
4日、6日 親子工作教室

18日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰、展示

花泉LC 29日 使用済み切手　500枚送付

一関中央LC

12月19日
YCE生マレーシア派遣

～1月8日

27日
新入学児童へランドセルカバー贈呈、ライオ

ンズ国際平和ポスター・コンテスト表彰

一関厳美渓LC 1日 イルミネーション撤去作業

4R1Z
12日 ヘアドネーション

千廏LC 20日「千厩ひなまつり」支援事業

27日 新入生のためのランドセルカバー贈呈

大東岩手LC 16日 大東読書まつりへの後援・支援

東山LC ―

藤沢岩手LC
4日 献血推進活動

20日 ヘアドネーション

川崎岩手LC 21日 あじさい祭りで募金活動

２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）

矢巾LC
Ｌ．小笠原　　　賢
Ｌ．佐々木　昭　英

和賀LC

Ｌ．菊　池　　　亮
Ｌ．佐　藤　善　仁
Ｌ．田　中　雄　也
Ｌ．藤　沢　恵里子

水沢LC Ｌ．菊　地　浩　明
一関厳美渓LC Ｌ．阿　部　則　男
久慈LC Ｌ．小　坂　武　志

クラブ名 会員氏名 MJF回数

盛岡LC
Ｌ．平野　喜嗣 21
Ｌ．伊藤　完治 1
Ｌ．佐久間修一 1

安代LC Ｌ．橋本　雅彦 1

北上LC
Ｌ．照井　　將 7
Ｌ．菅原　好昭 6

大船渡五葉LC Ｌ．長谷川瑞彦 2
釜石LC Ｌ．細田　勝夫 2

訃報

金ケ崎LC
故 Ｌ. 高橋  文子
享年72歳
2004年4月8日入会
2月22日ご逝去

会員動向
●２月　新入会員一覧

●2020年２月　LCIF$1000献金

室根LC 16日 蟻塚公園桜の手入れ

4R2Z
大船渡LC 29日 声の図書館点検整備

陸前高田LC 16日 献血推進活動

住田LC 3日「節分」世田米・有住保育園訪問

大船渡五葉LC 13日 使用済み切手　1400枚送付

5R1Z
宮古岩手LC 15日、16日 ライオンズクラブ旗中学校バレーボール大会開催

久慈LC ～18日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

陸中宮古LC
11日 献血推進活動（バレンタイン献血）

15日 ライオンズクラブ旗中学校バレーボール大会

田野畑LC 23日 スポ少綱引き大会支援

岩泉龍泉洞LC ―

5R2Z
19日 釜石レオを送る会、第462回LL奉仕活動

釜石LC 20日 釜石商工高校評議会、被災地応援コンサート中継

26日 LCIF$1000献金

遠野LC
5日、19日 障がい者施設支援　リサイクル品の回収

25日 使用済み切手　1000枚送付

釜石リアスLC 25日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC ―

6日 児童生徒科学研究発表会後援

20日 LCIF$100献金　キャンペーン100

陸中山田LC 22日 山田町自衛隊協力会

24日 人づくり・町づくり町民の集い

28日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト展示会

ライオネスクラブ
西根LS 21日 薬物乱用防止教室

レオクラブ
盛岡LEO 22日 世界のカレンダー展益金・ひかりの箱募金　贈呈式

石鳥谷LEO ―

北上LEO 12日 清掃奉仕活動

一関二高LEO ―

釜石LEO 19日 卒業レオを送る会

⃝お知らせ
〇川崎岩手ライオンズクラブの事務局が移転し

ました
３月15日より、川崎岩手ライオンズクラブの事
務局が下記に移転、事務局員も交代しました。
〒029-0201　一関市川崎町門崎字妻神296　

千葉博方
電話・ＦＡＸ共通：0191-43-3657
事務局員：Ｌ．千葉　博
Ｅメールアドレス：
hiroshi3657@apricot.ocn.ne.jp

〇一関中央ライオンズクラブ事務局のＥメール
アドレスが変更となりました
２月23日より、一関中央ライオンズクラブ事務
局のＥメールアドレスが変更となりました。
Ｅメールアドレス：
i-chuo.lc@kej.biglobe.ne.jp
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アクティビティ フォトグラフ

金ケ崎ライオンズクラブ

盛岡レオクラブ

二戸ライオンズクラブ

玉山姫神ライオンズクラブ

花巻ライオンズクラブ

安代ライオンズクラブ

江釣子ライオンズクラブ

陸前高田ライオンズクラブ

水沢ライオンズクラブ

釡石ライオンズクラブ

盛岡中津川ライオンズクラブ

室根ライオンズクラブ

胆沢岩手・水沢中央ライオンズクラブ

盛岡観武ライオンズクラブ

盛岡南ライオンズクラブ 陸前高田ライオンズクラブ

国際平和ポスター表彰

「カレンダー展」益金贈呈式

献血推進活動（バレンタイン献血）

第18回啄木かるた大会

献血推進活動（バレンタイン献血）

平和ポスターコンテスト表彰式

献血推進活動（バレンタイン献血）

献血推進活動

「善行賞」表彰

卒業レオを送る会

第41回盛岡地区少年剣道大会

蟻塚桜の手入れ

国際平和ポスター合同展示会

国際平和ポスター・コンテスト

アイバンク街頭PR活動 鎮魂の碑清掃・献花

咳エチケットとは、咳やくしゃみの飛沫により他人
にウィルス感染させないように、咳・くしゃみをす
る際、マスクなどで口や鼻をおさえることです。職
場など人が集まるところで実践することが重要。し
かしながら、感染していない健康な人が、マスクを
着用することで飛沫を完全に吸い込まないようにす
ることはできないそうです。問題は接触感染。日々こまめに手を洗うこ
とが肝要です。心配性な私は、さらに手洗いの回数が増えそうです。
ライオンいわて編集長 Ｌ.晴山博邦（川口印刷工業 執行役員営業本部長）

寒さが厳しくなると八幡平の樹海では、細氷が華のように樹 を々おおい、樹氷原が現れ
ます。天候が安定して樹氷ツアーが始まるのは３月頃。奥の岩手山も白く輝いて見えます。

［ 表紙の写真 ］八幡平の樹氷と岩手山  ───────────────────────
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