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332-B地区会員の皆様、またクラブ活動にご
協力を頂いております皆様、明けましておめでと
うございます。今年も引き続き宜しくお願い申し
上げます。

いよいよ平成から令和へと年号が変わり新天皇
のご即位の下、希望に輝く新年を迎えました。ガ
バナー就任にあたり、私はガバナーテーマを「明
るく、楽しく、We Serve. 行動しよう！ライオ
ンズ!!」とし、ガバナーとしての活動をスタート
しました。アクティビティスローガンとしては「地
域と共生」─継続は力なり─と題しております。

ガバナー重点目標の第一番である「東日本大震
災復興支援」として、私は「三陸沿岸復興事業」
プロジェクトを掲げています。これは第66回年次
大会事業の一環として、来る４月25日（土）三陸鉄
道リアス線を利用し、北は久慈駅から南は盛駅か
らそれぞれ復興支援車輛をスタートさせ宮古駅で
合流し、宮古市において復興支援事業を展開する
プロジェクトで現在鋭意準備中です。沿岸地域復
興のため楽しく活動を展開して参りますので、各
ライオン皆様の多大なるご理解とご協力を宜しく

お願いいたします。台風19号豪雨で更なる被害
を被った方々に少しでもお見舞いできればと思い
ます。

今後半年間の事業展開については、青少年健全
育成に於けるライオンズクエストプログラムの推
進、薬物乱用防止啓発活動、献眼・献血・献腎運
動の推進や、ライオンズの柱となるGLT・GMT・
GST・FWT・LCIFの推進。GLTは若手リーダー
の育成。GMTでは会員純増５％の必達、リテン
ションの強化。GSTでは糖尿病啓発事業、子供
の貧困と小児がんサポート支援事業、スペシャル
オリンピックス支援事業。FWTではGSTと連携
しながら子供の貧困と小児がんサポート支援事
業、ヘアドネーション活動の推進。LCIFでは２年
目となるキャンペーン100の達成。そして県内ク
ラブ間交流の推進などを加速して参る所存です。

『常に地域と共に』『常に明るく、楽しく』をテー
マに活動を広げて行きたいと思います。どうかこ
の残す半年間、皆様の限りないお力添えを賜りま
すようお願い申し上げ新年の挨拶といたします。

新年のご挨拶

地区ガバナー  L. 平野  喜嗣（盛岡LC）
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あけましておめでとうございます。メンバーの
皆様には、希望に満ちた新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

さて、昨年も台風15号を初めと致しまして、自
然災害に、特に沿岸地区を中心に被災されました
方々に衷心よりお悔みとお見舞いを申し上げます。

東日本大震災・大津波による傷跡も癒えない間
にさらに被災された事に、励ます言葉も見当たり
ません。

しかし、その際にいち早く支援の手を差し伸べ
ていただいだ332-B地区・332複合地区、そして
全国のメンバーの方々に敬意と感謝を申し上げま
す。

この支援の輪が早く、力強く広がった事に、ラ
イオンズの力と会員の皆様には改めて驚かされる
と共に感銘を受けました。

さて私も第二副地区、そして第一副地区ガバナー
を拝命し、後半期で332-B地区ガバナー就任とい
う時期を迎えます。

不安と楽しみ、そして重責が折り重なって、複
雑な気持ちで新年を迎えました。顧みれば、昨年
は沢山の行事・会議・会合・アクティビティに出
席致しました。

その中で大きな節目に感じたのは、まずDr.ジョ
ン ヨル・チョイ国際会長公式訪問です。スピーチ
はエネルギッシュでエキサイティングでダイナミッ

クでした。トップに立つ人間は確固たる信念と、
明るさとタフさが必要と勉強致しました。その中
でも「謙虚なリーダー・見本を示せるリーダーが
皆に認められ、応援される」と発言された事に大
変な共鳴を受け、自分の代での目標になると確信
致しました。

その他には、第58回東洋・東南アジアフォー
ラムに参加した事でした。海外と日本全国から
12,000人を超えるライオンが集結し、「Praying 
for Peace 平和を学び、祈る」と平和をテーマに
し、「原爆被害とは何か」を問いかけ、沢山のフォー
ラムが開催されました。

まさしく、ライオンズの実の力の結果の象徴で
した。

この結束力とチョイ会長の多様性の重要性を合
わせ持てば、世界にライオンズの活動を知らしめ
られると感じました。

まだまだ色々な事がありましたが、この経験を、
皆様からの知恵と応援を得て、地道に取り組み、地
区にまず足跡を残していきたいと思っております。

色々な意見を聞きながら判断し、出来る事から、
そしてやらなければいけない事と、地道に取り組
んで行きたいと思います。

ライオンズクラブ103周年、令和２年、真摯に
頑張りたいと思います。向こう１年どうぞよろし
くお願い申し上げます。

新年のご挨拶

第一副地区ガバナー  L. 菊池  徳男（北上国見LC）
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会員の皆様、明けましておめでとうございます。
昨年７月の第二副地区ガバナーに就任して以来、

２年後のガバナー就任へ向けて、平野ガバナーの
下でライオンズのリーダーとなる為に何をするべ
きか、を自問自答し続ける６ケ月間でした。思え
ば８月から10地区での地区ガバナー・クラブ四役
懇談会への参加で、各地区の現状と各クラブの状
況をお聞きして、統一的なクラブ運営を求める事
だけでは無理があるのではないか？また、昨年12
月の一関市で開催したライオンズクエスト事業に
参加して、継続すべきアクティビティがある事を
知りました。

そして、私をはじめとしてライオンズクラブの

事業内容を全会員に周知理解してもらう為には、
どの様な対応をするべきなのか等、リーダーとし
ての資質を向上させていかなければ達成できない
課題が、まだまだ多くある事を痛感いたしており
ます。

新年を迎え、残すところ今期も後６ケ月です。
各クラブがクラブ会長を中心に、会長テーマの成
就、地域活性化への 貢献が出来ます事をご祈念す
ると共に、６か月後に第一副地区ガバナーにふさ
わしいライオンになれるよう、今後とも会員皆様
のご指導ご鞭撻をお願いして、新年のご挨拶とい
たします。

新年のご挨拶

第二副地区ガバナー  L. 村上  孝（水沢中央LC）
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令和になり初めての新年を、ご家族とともに穏
やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。日頃
キャビネット運営にご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。

キャビネット役員、事務局員一同今年も宜しく
お願いいたします。

332-B地区、ライオンズの皆様には日頃より平
野ガバナーの「明るく、楽しく、We Serve. 行動
しよう！ライオンズ!!」ガバナーテーマのもと、各
クラブの皆様の協力を得て、重点目標の項目に積
極的に取り組みいただいております。

キャビネット幹事を拝命して以来、ガバナー公
式訪問、各種会議に皆様のご配慮、ご協力を賜り、
深く感謝いたしております。

昨年の台風15号、19号の自然災害で被災された
地区の皆様には本当につらい年でありましたが、
今年は７月に東京オリンピック、８月にパラリン

あけましておめでとうございます。皆様方には
令和２年の輝かしい新年をご家族おそろいでお迎
えのことと心よりお慶び申し上げます。

昨年７月にキャビネット会計を拝命して半年が
過ぎました。各種の会議・会合等やガバナー公式
訪問では皆様に大変お世話になり、誠にありがと
うございました。

皆様のおかげをもって、無事に半年のキャビ
ネット会計を務めさせて頂くことができました。
これもひとえに皆様方の協力の賜ものと感謝して
おります。

昨年は台風19号により、三陸鉄道のリアス線

ピックがあり、日本全体が明るい年となります。
４月25日（土）に332-B地区ライオンズクラブ第

66回年次大会エクスカーションとして、「三陸鉄
道応援列車」久慈～宮古、盛～宮古を走らせ、沿
岸地域の皆様の励みになるよう企画しております。
詳細については後日ご案内いたします。各ライオ
ンズクラブの皆様のご協力をお願いいたします。

キャビネット運営も後半戦、会員の増強、
LCIF100キャンペーンを引き続き宜しくお願い
申し上げます。５月には332-B地区第66回年次大
会が開催されます。多くの皆様の参加をお待ちし
ております。

残す半年間、皆様のご指導ご鞭撻をお願いいた
し、微力ながら役割を務めさせていただきますの
で、今後とも宜しくお願いいたします。

結びに、会員の皆様のご多幸をご祈念申し上げ
ます。 

が寸断され、釜石でのラグビーワールドカップの
１試合が中止となるなど、県内外各地に多くの被
害と影響が出ました。

私どものキャビネット運営も後半となり、地区
アクティビティスローガン「地域と共生」─ 継続
は力なり─、ガバナーテーマ「明るく、楽しく、
We Serve・行動しよう！ライオンズ!!」のもと、
５つのガバナー重点目標を達成するべく微力なが
らも務めさせていただきますので、今年も皆様方
のご協力をお願いいたしまして、新年のご挨拶と
させていただきます。

新年のご挨拶

新年のご挨拶

キャビネット幹事  L. 伊藤  完治（盛岡LC）

キャビネット会計  L. 佐久間  修一（盛岡LC）
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332‒B地区
第66回年次大会に向けて

地区年次大会委員長
Ｌ. 伊藤 英明（盛岡LC）

1

2

代議員会日程について
代議員会は大会式典と切り離し、４月22日（水）に盛岡グランドホテルで開催いたし

ます。今までは一日で全てを終了するという事で、重要な代議員会の時間を短縮しな
ければならないこともあり、充分な時間を取って議案審議を行いたいという平野ガバ
ナーのプランで、式典とは分離して開催する方式に変更いたしました。代議員の皆様
にはお忙しいところ恐縮ですが、趣旨をご理解いただきご参集くださるようお願いい
たします。

大会式典について
５月17日（日）に盛岡グランドホテルで開催いたします。山田實紘元国際会長をお招

きし、講演いただく予定となっております。式典終了後は祝賀会を開催いたします。

明けましておめでとうございます。ライオンズクラブ会員の皆様には良いお年をお迎えのことと存じ
ます。平野キャビネットも新年を迎え任期もあと半年となり更なる皆様のご協力をお願い申し上げます。

さて、今期の集大成となる「332-B地区第66回年次大会」開催に向けましての準備に入るにあたり、
第２回キャビネット会議にて決議いただいたとおり、今までの年次大会とは異なる内容・スケジュール
につきましてお知らせし皆様のご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
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宮古
合流！

盛岡

久慈

盛
大船渡

４月25日(土)
『復興支援 三陸鉄道の旅』

以上のような企画で、キャビネット並びにホストクラブ一丸となり準備をいたし 皆様のお越しをお待
ちいたしております。

3

4

エクスカーションについて
ガバナー重点目標の第一番にある「東日本大震災

復興支援」を強力に押し進めるために、４月25日（土）
『復興支援 三陸鉄道の旅』を企画しております。台
風19号で再度被災し分断された三陸鉄道ですが３
月には全線復旧の予定です。久慈と盛から会員の皆
様に乗車していただき宮古で合流するという計画で
す。細部については現在三陸鉄道側と詰めています
が、沿岸を少しでも支援できるものにしようと、平
野ガバナー肝いりの事業となっております。どうぞ
皆様のご参加をお願いいたします。

親善ゴルフ大会について
５月16日（土）に安比高原ゴルフク

ラブで開催いたしますので、是非ご
参加ください。

イメージ

イメージ
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最初の説明。皆さん少し緊張しているよう
第一副地区ガバナーＬ. 菊池徳男より

主催者挨拶

令和２年１月８日（水）、ライオンズクラブ国
際協会332-B地区主催、陸前高田ライオンズクラ
ブ共催、陸前高田市教育委員会後援により、キャ
ピタルホテル1000を会場にLions Quest教育プ
ログラムワークショップを開催しました。講師と
して、前回のセミナー開催時にもお世話になった
JYID（特定非営利活動法人 青少年育成支援フォー
ラム）認定講師の外川澄子先生をお迎えし、25名
の市内小中学校教諭の先生方や支援員の皆様に参
加していただきました。

開講にあたり、積雪の中おいで下さった第一副
地区ガバナーＬ. 菊池徳男より、主催者挨拶とし
て日頃の教育活動に対する感謝と労いに加え、ラ
イオンズクラブの概要や青少年健全育成の取り組
みについて、とてもわかりやすくお話ししていた
だきました。また、ワークショップの様子をご覧
になった、陸前高田市教育委員会学校教育課長の
千葉健一様からは、参加者やクラブメンバーにむ
けた激励のお言葉をいただき、会場はさらに活気
づきました。

序盤には戸惑いも見られた参加者の皆様も、さ
すがは教育のプロ集団。小グループでの話し合い

「実際の教材と手法を体験」
Lions Questライフスキル教育プログラムワークショップ開催報告

幹事　Ｌ. 大坂 佐智夫（陸前高田LC）

はすこぶる円滑な進行でありましたし、小学４年
生を想定した模擬授業では、導入部や展開に子供
たちの心を引き付ける、表情や言葉の工夫が見ら
れました。ワークショップ終盤では、時間の押す
中で予定されたことをやりきろうとする参加者の
気迫が、熱く伝わってくるほどでした。

陸前高田市は、他の沿岸地域と同じように、震
災津波で家族親類を失った子供たちが、喪失によ
る情緒的変化、また家庭環境や取り巻く環境の変
化により、成長発達の過程で社会を形成する技能
を獲得する機会が不足し、周囲との関わりに課題
を抱えている例がまだまだ少なくありません。こ
のような中、子供たちが周囲とちょうどよい関わ
りができるよう、年齢に応じた社会生活の技能を
身につけることは、とても大切なことだと思いま
す。ライフスキル教育は、繊細な子供たちの心の
脆弱さを補完し、さらなる複雑な課題をも乗り越
えていくたくましさを獲得していくためのものだ
と感じました。そして、Lions Questライフスキ
ル教育プログラムは、子供たちの成育過程に添う、
しっかりとした理論のもとに組み立てられた手法
であり、内容は今後も評価修正を重ね、さらに充
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元気よく声を掛け合って組み合わせを決定

育てたい子供たちと必要なスキル

考え方と行動の変化をまとめる

JYID認定講師　外川澄子先生

協力して制限時間内にまとめよう

謝辞を述べる　会長Ｌ. 小友恒雄

実してゆくものと感じました。
最後に参加者の皆様には修了証が手渡されまし

た。陸前高田ライオンズクラブ会長Ｌ. 小友恒雄
が謝辞を述べ、講師の外川澄子先生には参加者か
ら大きな感謝の拍手が送られました。

子供の心豊かな日々の生活を支えるのは我々大
人の役割であり、この度、プロフェッショナルと
して子供たちの教育に携わる方々に向けた取り組
みができたことを、ライオンズクラブのメンバー

として一同誇りに思っています。すばらしいアク
ティビティをさせていただき、332-B地区及び陸
前高田市教育委員会に心より感謝申し上げます。

ワークショップの後、外川先生にはクラブ例会
にご出席いただきました。懇親会で会員一人ひと
りに声をかけ、やさしく震災後の状況を聴く様子
がとても印象的でした。またお越しいただける日
を楽しみに、次を計画しようと思います。本当に
ありがとうございました。
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ホストファミリーご一家と

キャンプにて

ホストファミリー、友人の皆さんと

2019
冬期YCE マレーシアに留学体験して

YCE派遣生　一関第二高等学校２年 佐々木 亜花莉（スポンサークラブ／一関LC）

私は、YCE派遣生としてマレーシアに３週間
の留学体験をしてきました。

このプロジェクトは若者達と大人の接触、自国
の表現と別世界の協調に重点を置き、伝統文化を
共有するものです。

今回、日本以外の世界を初めて見聞し、マレー
シアについて大きく分けて二つの事を学びました。

一つ目は宗教についてです。マレーシアには仏
教・カトリック・イスラム・ヒンドゥー教の４つ
の宗教がありました。その為、それぞれのお寺や
教会があり、その一つ一つの宗教施設はとても壮
大でした。私はマザーと兄妹と４人でカトリック
教会に行ってきました。ファザーは家にいるのに
どうして行かないのか不思議に思っていました
が、ファザーは仏教徒の為、教会ではなくお寺に
行くのだそうです。日本では厳しくない宗教でも
他国に行ってみると、もの凄く重んじているため、
食べ物なども制限されています。礼拝に行く時は
長袖でなければいけないなど、厳しいルールもあ
り驚きました。

２つ目は学校生活についてです。マレーシアで
は小学校がマレー・中国・インドの３つに分かれ
ていて、中学校・高校になると全ての言語が統合
し、一つの学校になるそうです。しかし、お金を
払えば中国のみの学校にも行けるそうです。日本

は日本語のみを公用語としているため、小学校・
中学校・高校全て変わる事はありませんが、マレー
シアでは多くの言語があるため、自分の家族の言
語に合わせた学校へ行くことが多いそうです。実
際、私のホストファミリーは公用語が中国語だっ
たのですが、私に話す時は英語を使ってくれまし
た。一つの国で様々な言語が飛び交う中、買い物
や会話が不自由無く通用するマレーシアはすごい
国だと感心させられました。

私を受け入れてくれたホストファミリーは５人
家族で、皆が優しく温かい家庭でした。この家族
を通して様々な体験をしました。食べ物・生活習
慣・衣装・景色・人々の優しさなど今回の留学で
多くの事を学びました。そして自分自身にとって
大きな財産になりました。

このような素晴らしい機会を与えて下さいまし
たライオンズクラブの皆様に心から感謝いたしま
す。楽しい3週間を、ありがとうございました。 

冬 期 Y C E 派 遣 生 レ ポ ー ト
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チンさん（左から２人目）とホストファミリー一家の交流 盛岡南LCクリスマス家族会参加

12月５日盛岡着の新幹線から伊藤YCE委員長と
降り立ったオカッパスタイルの細身の女の子。笑
顔が可愛らしくあどけない、まるで私の孫が東京
からやって来たような気分でした。

齊藤盛岡観武LC会長と菊地YCE副委員長と３
人で出迎え、直ぐに「対い鶴」でのウェルカムラ
ンチでした。彼女は「初めまして、私の名前はチ
ンです。マレーシアから来ました。今年17歳にな
ります。どうぞよろしくお願いします」と、上手
に日本語での挨拶でした。

受け入れの間は、盛岡観武ライオンズクラブあ
げて案内をしました。ポケトークを片手に不自由
なく意思の疎通はできましたが、表情に気持ちが
素直に表現され、なんとも可愛いかったです。

自由行動では、自分と同世代の学校訪問がした
いと言われ、子ども食堂で出会った江南義塾盛岡
高等学校の鬼柳先生、梅村教育実習生の授業参加
ができました。

初めての着物体験では、着付けが終わるまでワ
クワクしていました。スケート、神社巡り、さんさ
踊り、せんべい焼、冷麺づくりも初体験。残念な
事に牛肉だけ食べられないため、冷麺のスープは
飲めず、キムチと湯上げ麺を絡めての試食でした。

子ども食堂では、林檎の皮むきやお餅ぎりを子
供たちに教えられて一生懸命でした。私の「睦子」

は、マレーシアでは「ムーチャン」と読めるそう
で、チンさんは「晴さん」という字になるそうで
す。

10日間でファミリーの情が湧き、第２ホストへ
の引き継ぎでお別れの時は、胸が熱くジワっと涙
でした。

盛岡観武ライオンズクラブ会員の皆さんの力を
出し合っておもてなし、たくさんのパワーをいた
だきました。ありがとうございました。

活動スケジュール

12月５日（木） ⃝盛岡着
⃝「対い鶴」にて日本食のランチ

12月６日（金）

⃝盛岡市長を表敬訪問
⃝青滝旅館内で着物の着付け
⃝盛岡南ライオンズクラブのクリスマス家族会に

参加

12月７日（土） ⃝自由行動
⃝県立美術館のジブリ大博覧会を鑑賞

12月８日（日） ⃝子ども食堂（青滝旅館）

12月９日（月） ⃝江南義塾盛岡高等学校にて鬼柳先生のクラス授
業に参加

12月10日（火） ⃝スケート体験
⃝盛岡八幡宮参拝

12月11日（水） ⃝雪体験　八幡平・安比高原

12月12日（木） ⃝手づくり村で冷麺作り・せんべい作り体験
⃝小岩井農場のイルミネーション見学

12月13日（金） ⃝佐藤誠歯科医院見学

12月14日（土） ⃝YCE派遣生壮行会参加

2019
冬期YCE

YCE冬期来日生受け入れについて
ホストファミリー  Ｌ. 矢羽々  睦子（盛岡観武LC）

11ライオンいわて１月号



クラブ歓迎会 夏油スキー場にて

９月中旬、キャビネットより突然の電話があり、
冬期YCE生受入れが332-B地区で決定し、また
地区での受け入れは、当クラブしか希望していな
いのでお願いします、との連絡。詳細を聞いたら
17才の女の子でマレーシアから来日し、12月４日
～12月26日の受け入れということでした。当クラ

ブは、毎年恒例のメインアクティビティ「歳末た
すけあいチャリティーショー」が12月上旬にある
ため、12月14日～12月26日の期間での第二ホス
トとして引き受けることになりました。

以下のスケジュール表にて報告致します。

2019
冬期YCE

マレーシアからの来日生ルビーちゃんを迎えて
ホストファミリー  Ｌ. 千葉  幸（前沢LC）

日 予　定 参加者他

12/14（土）

⃝地区ガバナー表敬訪問並びに歓迎会
　於：ホテルメトロポリタン盛岡・本館
　12：00～14：00
⃝YCE引継（盛岡観武LC→前沢LC）
⃝家族で歓迎会　於：自宅

◦初めてルビーと会う。かわいい17歳の女の子。
　第一ホストのＬ. 矢羽々ご苦労様でした。

◦子ども達、孫達と楽しく食事する。

◦私、妻、娘、孫

◦子供　孫全員で

12/15（日）
⃝前沢LC献血推進活動
　クリスマス献血　於：イオン前沢店
⃝胆沢ジュニアミュージカル公演鑑賞

◦献血の呼びかけをする。

◦孫と楽しく鑑賞する。

◦前沢LC
　前沢高校JRC

12/16（月） ⃝胆沢中学校体験入学　8：20～16：50 ◦生徒と一緒に英語、クラブ活動を体験する。 ◦送迎

12/17（火） ⃝奥州市長表敬訪問　於：市長応接室11：00～
⃝平泉中尊寺観光　12：00～

◦応接室にて、市長と通訳を通して楽しく会話する。
◦昼食は餅。美味しいとのこと。

◦私、妻、地区YCE委員、クラブ
会長、通訳

12/18（水） ⃝県立前沢高等学校体験入学　8：20～17：30 ◦英語、フードデザイン、クラブ活動 ◦送迎

12/19（木）
⃝被災地視察で陸前高田へ（午前）
⃝前沢LC歓迎会　於：サンフレックス19：00～

◦現地に赴き、津波の被害などを知り、残酷だと話すルビー。
◦参加者全員と楽しい時間を過ごす。
　カラオケで山口百恵の歌を歌う。

◦クラブ会員、家族会員、子ども
達、地区YCE委員、第二副地区
ガバナー、ZC、通訳

12/20（金）
⃝前沢高等学校二学期終業式　14：00～
⃝霊桃寺訪問　16：30～17：30
⃝吉兆寿司へ　18：00～

◦終業式で感謝状を頂く。
◦会員である宮田住職から頂いた浴衣の御礼訪問。
◦寿司が大好物とのこと。本格的な寿司屋へ。

◦送迎

◦私、妻

12/21（土） ⃝スキー・温泉他（夏油スキー場へ） ◦初めてのスキー体験。怖さと楽しさを満喫。
　その後は、温泉でリラックス。

◦私、妻

12/22（日）
⃝前沢一輪車クラブアルスノーバ演技発表会
　於：前沢ふれあいセンター13：30～15：30
⃝家族クリスマス会（千葉家）

◦見事な演技を観て、楽しく過ごす。

◦子供達、孫達と一緒に沢山食べ、楽しく過ごす。

◦私

◦千葉家のファミリー
12/23（月） ⃝フリー　帰国準備 ◦自宅でゆっくり過ごす。

12/24（火） ⃝東京へ新幹線　14：50～
　観光（浅草、スカイツリー等）浅草宿泊

◦浅草のホテルに到着。スカイツリーを見学する。 ◦妻、孫

12/25（水） ⃝観光　成田宿泊 ◦観光し、ショッピングなど満喫する。 ◦妻、孫
12/26（木） ⃝帰国　成田発10：10～クアラルンプール着17：05 ◦見送りをし、前沢へ帰宅。 ◦妻、孫

以上のように、YCE受け入れは、楽しいこと
が沢山あります。人対人、国対国、食生活、習慣、
考え方などお互いが勉強し、刺激にもなり大変有
意義な事業です。また、言葉の問題等は、翻訳機、
スマホアプリ等をうまく活用すれば、コミュニ

ケーション不足も解決します。
どうか、各クラブ会員の皆様も是非、YCE受入

れに積極的に参加していただきたいと思います。
最後に関係者の皆様に本当に感謝いたします。

ありがとうございました。
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青滝旅館にて

寿司屋さんにて

子ども食堂でりんごの皮むき体験

江南義塾盛岡高等学校の高校生と交流

盛岡観武LC

前沢LC ホスト宅にて

霊桃寺にて

2019
冬期YCE L

リユー

IU Z
ツイ

I C
チャン

HINGフォトアルバム
2019年12月５日から12月26日までの日程で、マレーシアからLIU ZI CHING（リユー 
ツイ チャン）さんが来日されました。活動中の様子を写真で紹介します。

冬 期 Y C E 来 日 生
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1R1Z

盛岡LC

10日 ポケットチェンジ協力
18日 クリスマスチャリティオークション（事業資金獲得）
19日 台風19号緊急支援金
26日 宮古岩手バレーボール大会支援

盛岡不来方LC

1日 クリスマス献血　献血推進活動

24日
LCIF献金　キャンペーン100
IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

25日 清和荘にクリスマスプレゼント、ポケットチェンジ協力

盛岡中津川LC
7日「和光学園」餅つき会開催

25日
「スペシャルオリンピックス日本・岩手」賛助会費、
台風19号緊急支援金

盛岡観武LC
8日 こども食堂
20日 ヘアドネーション
22日 もりにし柔剣道教室納会へ協賛金

盛岡南LC
11月30日 盛岡市バドミントン協会へ協賛
14日 クリスマス献血　献血推進活動

滝沢LC
24日 世界のカレンダー展　
26日 チャリティオークション（事業資金獲得）

玉山姫神LC 26日 LCIF$100献金$20献金、台風19号緊急支援金

1R2Z

二戸LC
4日 輝け！カシオペアの子合同学習発表会
26日 ガールスカウト助成金贈呈

西根LC
15日 クリスマス家族会でオークション（事業資金獲得）
19日 歳末たすけあい募金
25日 献血推進活動

安代LC ―

2R1Z
花巻LC ―

紫波LC
~18日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
27日 使用済み切手　3333枚送付

石鳥谷LC

1日 歳末たすけあい芸能大会へ協賛
10日 薬物乱用防止講座
~18日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト
24日 LCIF$1000献金

花巻東LC
12日

クリスマス家族会でレディース委員会作成小
物販売（事業資金獲得）

21日 クリスマス献血　献血推進活動

矢巾LC
4日 矢巾駅に雨傘50本提供
15日「ここかむ食堂」開催

2R2Z

北上LC

11月 資源回収リサイクル
6日、13日 LCIF$1000献金　2件

6日 献血推進活動　2か所
19日「サッカー Jリーグ公式戦」観戦チケット身障者に寄贈
22日 クリスマス献血　献血推進活動

和賀LC
8日 手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会支援

13日、22日 クリスマス献血　献血推進活動　2か所

和賀LC
14日 こども食堂　クリスマス会支援
22日 あぐどまめコンサート支援
27日 歳末たすけあい義援金

北上国見LC
18日 年末家族会（事業資金獲得）
22日 クリスマス献血　献血推進活動
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

江釣子LC

8日 クリスマス献血　献血推進活動
14日 子ども食堂
17日 チャリティオークション（事業資金獲得）
20日 ひかりの箱募金
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 歳末助け合い募金

3R1Z

水沢LC

6日 歳末福祉慰問「福寿荘」
10日 歳末助け合い募金へ寄付
14日「国立天文台水沢創立120周年」新聞広告協賛
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

江刺岩手LC
5日 クリスマス献血　献血推進活動
8日 前沢LC助け合いチャリティショー協力
25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

前沢LC

8日 歳末たすけあいチャリティショー
15日 クリスマス献血　献血推進活動
20日 マレーシアYCE生受入れ
22日 前沢一輪車クラブ支援
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

水沢中央LC

7日「国立天文台水沢創立120周年」新聞広告協賛
18日 ポケットチェンジ
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 歳末助け合い協力寄付
27日 台風19号緊急支援

金ケ崎LC

8日 前沢LC歳末たすけあいチャリティショー協力
10日 青少年スポーツ補助金案内送付
13日 ヘアドネーション
25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

胆沢岩手LC 12日 歳末たすけあい運動

3R2Z

一関LC
21日 ブナの木園との交流会
22日 クリスマス献血　献血推進活動
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

平泉LC
3日 歳末たすけあい募金
21日 黄金荘クリスマス会協力
25日 クリスマス献血　献血推進活動

花泉LC 27日 歳末助け合い募金

一関中央LC
1日 献血推進活動
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

一関厳美渓LC
15日 厳美イルミネーション

24日、25日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

4R1Z

千厩LC
13日 冬の交通事故防止県民運動町内交通安全指導
19日 新聞配達員に靴下寄贈事業

大東岩手LC 3日 クリスマス献血　献血推進活動

12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．坂　本　啓　一
Ｌ．渡　邉　達　也

西根LC
Ｌ．岩　崎　竜　也
Ｌ．髙　橋　達　也

平泉LC Ｌ．小野寺　恵　美
東山LC Ｌ．千　葉　一　弘

クラブ名 会員氏名 MJF回数
石鳥谷LC Ｌ．熊谷　康男 1

北上LC
Ｌ．中野　義明 1
Ｌ．菅原　好昭 5

会員動向
訃報

陸中山田LC
故 Ｌ. 佐々木  實
享年72歳
2004年8月入会
12月1日ご逝去

●12月　新入会員一覧

●2019年12月　LCIF$1000献金

東山LC ―

藤沢岩手LC
1日 薬物乱用防止セミナー　藤沢中学校
11日 藤沢町内小中学校に「こども六法」寄贈

川崎岩手LC ―
室根LC 24日 孝養ハイツクリスマス会

4R2Z

大船渡LC
7日 大洋学園慰問餅つき大会
8日 クリスマス献血　献血推進活動

陸前高田LC 24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
2日 住田LC会長杯グラウンドゴルフ大会

住田LC 10日 献血推進活動
20日 世田米・有住保育園クリスマス会支援

大船渡五葉LC 8日 クリスマス献血　献血推進活動
5R1Z

宮古岩手LC ―
久慈LC 24日 清掃奉仕、IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン

陸中宮古LC
4日 レディーの会奉仕活動
17日 百獣の王ライオンチャリティゴルフ開催（事業資金獲得）

田野畑LC 15日 歳末助け合い演芸会餅まき
岩泉龍泉洞LC ―

5R2Z
釜石LC 14日 被災地応援コンサート事前交流会

15日 クリスマス献血　献血推進活動
釜石LC 18日 第460回LL奉仕活動

23日 歳末たすけあい運動協力

遠野LC
4日 リサイクル品回収
24日 IBCラジオ・チャリティ・ミュージックソン
25日 ひかりの箱募金、台風19号緊急支援金

釜石リアスLC

7日 釜石リアスLC杯釜石地域中学校
12日 歳末たすけあい義援金
18日 クリスマス献血　献血推進活動
23日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC
1日 丸森町炊き出し支援
17日 歳末たすけあい慈善ナベ
27日 クリスマス会（事業資金獲得）

陸中山田LC 24日 LCIF$100献金
ライオネスクラブ

西根LS 15日 クリスマス家族会オークション（事業資金獲得）
レオクラブ

盛岡LEO ―
石鳥谷LEO ―
北上LEO 13日 清掃奉仕活動
一関二高LEO ―
釜石LEO 15日 クリスマス献血　献血推進活動
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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

江刺岩手ライオンズクラブ

花巻東ライオンズクラブ

北上国見ライオンズクラブ

盛岡不来方ライオンズクラブ

江釣子ライオンズクラブ

盛岡中津川ライオンズクラブ

二戸ライオンズクラブ

大船渡五葉ライオンズクラブ

室根ライオンズクラブ

釡石ライオンズクラブ

水沢中央ライオンズクラブ

花巻ライオンズクラブ

陸前高田ライオンズクラブ

水沢ライオンズクラブ

花泉ライオンズクラブ

遠野ライオンズクラブ

金ケ崎ライオンズクラブ

釡石リアスライオンズクラブ

交通指導

IBCラジオチャリティーミュージックソン協力

クリスマス献血キャンペーン

クリスマス献血

クリスマス献血

クリスマス献血

和光学園餅つき会

ガールスカウトへ助成金贈呈

献血推進活動

クリスマスプレゼントお届け

被災地応援コンサート事前交流会

IBCラジオチャリティミュージックソン

献血推進活動

IBCラジオチャリティミュージックソン

歳末助け合い募金へ寄付

歳末助け合い

IBCラジオチャリティミュージックソン

IBCラジオ番組生放送出演と募金の贈呈

釡石リアスLC杯中学校バスケットボール大会

16年前に入ったライオンズですが、今回３回目の編
集委員です。その頃から始めた社交ダンスが、今一
番頑張っている趣味です。
民舞、三味線、小唄、民謡等、芸事も色々習いまし
たが、全て仕事の為でした。ダンスは、仕事とは全
く関係のない習い事です。ダンス界では、70代、80
代の方々もたくさんいらっしゃいます。その中では、私はまだまだ“ひよこ”。
これからも、健康と若さ!?を保つ為、レッスンに励みたいと思っています。

ライオンいわて編集委員 Ｌ.真田早子（アルファ企画 代表取締役）

滝沢市一本木原付近から見たなだらかな斜面が美しい岩手山の眺望。晴れた
日の翌日は要注意。放射冷却の影響で最低気温を更新する日が続きます。

［ 表紙の写真 ］雪原の岩手山
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