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地区ガバナー
Ｌ. 平野 喜嗣（盛岡LC）

地区年次大会委員長
Ｌ. 伊藤 英明（盛岡LC）

ライオンズクラブ国際協会332－Ｂ地区
第66回年次大会開催のご案内

大会テーマ

明るく、楽しく、We  Serve.　行動しよう！ ライオンズ！！

ごあいさつ
近づく春の気配を感じる今日この頃、皆様にはますますご健勝の

ことと存じます。
さて今年度の332︲B地区第66回年次大会を、４月22日（水） 代議

員会、日を改め５月17日（日） 大会式典並びに祝賀会を、会場は共
に盛岡市 盛岡グランドホテルにて開催いたします。

また今年度ガバナー重点目標にある東日本大震災復興支援、そし
て昨年10月の台風19号による被害の支援として、沿岸地域で日々の
暮らしに最も必要とされる三陸鉄道を応援しようと、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～」を４月25日（土）
に企画いたしました。

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、この一年の活動の成果を確認し合い、次への歩み
を始める意義ある大会にすべく準備をしております。

大会ホストクラブ一同お待ち申し上げておりますので、皆様お揃
いでご来盛いただきますようお願い申し上げ、ご案内いたします。

登録について
⃝大会登録料　L：10,000円、LL ／ LS ／家族会員：8,000円、レオ：2,000円　事務局員：8,000円
⃝申込締切　　代議員会・エクスカーション：４月３日（金）、式典・ゴルフ：４月13日（月）
⃝振込先　　　岩手銀行大通支店　普通預金　2010769
⃝口座名義　　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

ホストクラブ（1R1Z）
⃝盛岡ライオンズクラブ　⃝盛岡不来方ライオンズクラブ　⃝盛岡中津川ライオンズクラブ
⃝盛岡観武ライオンズクラブ　⃝盛岡南ライオンズクラブ　⃝滝沢ライオンズクラブ
⃝玉山姫神ライオンズクラブ

2 ライオンいわて２月号



イメージ

安比高原ゴルフクラブ
〒028︲7306　岩手県八幡平市安比高原180︲1
TEL　0195︲73︲5311（受付時間／9：00～17：00）

年次大会スケジュール
⃝代議員会

2020年４月22日（水）　盛岡グランドホテル
〔受　付〕　13：00～13：45
〔委員会〕　13：45～14：00
　　　　　資格審査　議事運営　指名選挙

〔開会式〕　14：00～14：20
〔投　票〕　14：20～14：35
（休憩）
〔決議会〕　14：45～15：30

⃝大会式典
2020年５月17日（日）　盛岡グランドホテル

〔受　付〕　　９：30～10：30
〔式　典〕　　10：30～11：30
〔基調講演〕　11：30～12：30
　　　　　　元国際会長　Ｌ. 山田實紘

〔祝賀会）　　12：30～14：30

● 東日本大震災復興支援・令和元年台風19号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～ 』

開催日：2020年４月25日（土）／ 登録料：10,000円（バス代、三鉄乗車代、お弁当代、他）

『 LCIFキャンペーン100　チャリティゴルフコンペ 』
開催日：2020年５月16日（土）　安比高原ゴルフクラブ ／ 登録料：3,000円

スケジュール概要
①盛岡地区　　　　　 盛岡7：00頃出発～三陸鉄道久慈駅10：40発～リアス線～宮古駅12：18着　記念事業贈呈式
②花巻・北上地区　　 北上7：00頃出発～遠野・住田経由～三陸鉄道盛駅10：00発～リアス線～宮古駅12：24着

記念事業贈呈式
③奥州・一関地区　　 水沢7：00頃出発～三陸鉄道盛駅10：00発～リアス線～宮古駅

12：24着　記念事業贈呈式

・記念事業贈呈式後、魚菜市場買い物・浄土ヶ浜散策など（帰宅18：00頃）
・エクスカーション対象クラブ　1R・2R・3R・4R1Z・住田LC・遠野LC　各LC4名
　上記以外のクラブは記念事業贈呈式にご参加お願いいたします。（13：00頃）

3ライオンいわて２月号



4 ライオンいわて２月号



5ライオンいわて２月号



日本初　ライフスキル教育プログラムが、332B
地区平野ガバナー申請、全国統一様式によ

る「処遇改善等加算Ⅱに係る研修の実施主体認
定通知書」をいただきました。

令和元年12月16日付で下図のとおり、ライオン
ズクラブ国際協会332−B地区の実施主体名で、
令和元年６月内閣府・文部科学省・厚生労働省担
当課長連名通知に基づく幼稚園及び認定こども園
における研修として認定されました。

このことによって、少なくともB地区内で今後
の認定こども園等におけるライフスキル教育プロ
グラムを実施を希望する場合は、同様な手続きに
よって研修参加者は加算認定受講歴として認めら
れることになります。

すこし、面倒な言い回しをしましたが、昨今の
幼児教育に携わる方々の処遇を国策によって改善

本事業に関心のある会員の皆様には、この際是非積極的に開催を検討いただければ幸いです。詳しくは、
ライオンズクエスト委員長に相談の上進めて下さい。年間の実施計画数も限りがあります。

ライフスキル教育プログラムワークショップ・
同時開催セミナー開催報告

Lions Questライフスキル教育プログラム説明員　地区ライオンズクエスト委員
Ｌ. 本田 秀行（一関中央LC）

今、『認定こども園』対象の教育プログラムが熱い！！

しようとする政策が進められていますが、その条
件として所定の研修を所定の時間数受講すること
となっています。通常、園では、一人ひとりにつ
いて研修出張費と研修費を負担しながらの研修実
施となります。

しかし、我がライオンズクエストの研修は、園
内で多くの受講者の研修が可能で、大部分の費用
はLCIF助成金により実施できます。

今回は、一関の認定龍澤寺こども園様にて実施
し、研修「ワークショップ」を27名の参加で開
催しました。そして、同時開催として、ワーク
ショップの概要を説明体験するための「セミナー」
を開催し、近隣のこども園の園長先生や第一副地
区・第二副地区ガバナー、御父兄にも出席いただ
き11名で開催しました。

一関
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幼稚園／保育所（園）版ライフスキル教育プロ
グラムの概要

「体験を通して、実践的な指導力を学ぶ」研修です。
◇みんなと友だちになれる
◇ルールを守れる人になる
◇考えて、選ぶ力をつける
◇自分を守る、助けを呼ぶ方法を知る
◇ぼくにできること、私にできることをふやす

最後に!!　各々のゾーンにおいて少なくとも一
人の説明員を養成しながら、継続的にライ

フスキル教育プログラムの普及を進めることがで

セミナー参加者からは、「来年はうちの園で実施したい」との複数の意見がありました。

そして、良い集団をつくる！　自分も他者も大切
にする心を育む（自尊感情を高める）

ワークショップ参加者の感想文が届いており
ます。その様子を伝える写真とともに、お

伝えします。
担当の認定講師は、外川澄子先生でした。（な

お、セミナーの担当は、同じく認定講師の中村千
恵子先生）

きるならば、いじめ解消も夢ではありません。も
ちろん大人の世界でこそが喫緊なのですが‥

ライオンズクエスト　ライフスキル教育プログラムワークショップ研修に参加して（研修記録簿より）
認定龍澤寺こども園職員 

⃝外川先生の相手に与える印象が、とても柔らかく丁寧な感じで、また否定的ではない受け答えが、講習の中での私たちの挑戦する気
持ちと実践していく勇気を与えてくれたような気がした。それにより自己のコントロール・他者との関係のコントロールが８時間の
うちに少しづつ備わっていったことを私自身感じた。それを子ども達と保育者または保護者と見た時、私たちも外川先生のように相
手に対し肯定的な印象で、優しく寄り添うことができれば、基礎となる幼少期を楽しくのびのびと思いやりを持てる子どもに育てて
いけるだろうと思う。

⃝すぐに保育に役立つことがたくさんで、楽しく参加することができた。保育教諭役、子ども役どちらの役も味わうことができ、特に
子ども役の気持ちを改めて感じることができる良い機会だった。活動をするにあたり、子どもにしっかり役割をつけ、安心できる居
場所を作ってあげることが大切。年長であればなお、様々な役割ができる年齢である為、今後の活動では役割を意識して取り入れた
いと思った。

⃝はじめは「どんなことをするのか」と緊張気味で参加していたが、講師の先生の話し方や表情から少しずつ緊張感が解け、楽しく参加
できた。まさに体験を通して、実践的な指導力を学ぶことができ、挨拶・自己紹介・ハイタッチ・電車のようにつながるなど色々全員
で行ったが、大人になると会話はするが触れ合う機会は少なくなり、今回握手やハイタッチなどで触れ合うことで親近感を持つことが
できた。改めて、触れ合うことの大切さを感じ、実践することにより今度の保育に取り入れやすさを感じた。

⃝ニックネームで名前を呼ぶことで親近感がわいて色々な意見を言うことができた。子ども達のなかでもまだ友達の名前を覚えられな
い子がいるので、私も工夫して楽しんで名前を覚えられるような環境を作りたい。子どもに限らず、大人もコミュニケーションをと
ることがいかに大切か分かった。

⃝とてもやさしい講師先生のもとで、ライフスキル教育とは何か実践を通して学ぶことができた。みんなに呼ばれたい名前を記入し、
誰でも相手のことを知ることができる工夫がされていた。自分が呼んでほしい名前を呼ばれるだけでうれしい気持ちになり、他園の
先生との関係をも近づいたように感じた。小さい頃嫌だなと思うあだ名を少し言われたことがあり、幼い頃悲しい思いをした。相手
が嬉しいな、幸せだなと思うようなことを丁寧な言葉で優しく言われると相手も思いやりの気持ちが育つのではないかと昔と今回の
研修を考え感じることができた。一人ひとりが認められながら研修を進めていくことができたことで、みんなの良さを研修会で発揮
でき良い職場に勤められて嬉しい気持ちにもなった。静かにのジェスチャーも保育に取りいれ丁寧に子ども達と関わっていきたい。

⃝すぐに保育に実践できそうな活動が多く、遊びの進め方や適切な声掛けと共に、子どもの立場になって考えることのできる研修だっ
たと思う。特に、研修で頑張った点を寄せ書きした際は、いくつになっても褒められるという行為は喜ばしいものであり、子どもも
同じように喜べるよう、頑張りを認めることの大切さを強く感じた。印象だったのは５元の『自己肯定感を感じられる遊び・活動』
が記されている部分で、周りに認められている、自分は愛されていると感じるには、やはり褒める認めるといった声がけが重要だと
記載されていた。

⃝園の理念を元に改めてかみ砕いた方向性が見えたようだ。先生方の秘めた力を再認識できた。どんな小さなことでも褒めることで力
を発揮できる機会に繋がっていくのだと感じた。コミュニケーションはライフスキルまた同僚性・向上性ということにおいて不可欠
なものである。 ＜順不同＞
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受付には募金箱が置かれました 地区ガバナー L.平野喜嗣からのごあいさつ

去る、2020年２月９日（日）、『なはんプラザ』
（花巻市）に於いて、映画「風のかたち」上映会
が開催されました。

この映画は、10年の歳月をかけて、小児がんの
子ども達を追った「ヒューマンドキュメンタリー」
です。

医療技術の発達した現在、小児がんはもう不治
の病ではありません。

10人のうち７人から８人は治るようになりまし
た。

しかし、２人から３人は、残念ながら天国に召
される現実があります。

映画監督の伊勢真一は、悲劇の物語ではなく「再
生」という「希望」をテーマに作品を作り上げま
した。

40年前までは小児がんにかかれば生きる事をあ
きらめなければならない時代でした。

ゆえにこの映画は、40年間近くにわたって、小
児がん治療の最前線に立ち続けてこられた医師・
細谷亮太先生の発信記録でもあるのです。

細谷先生は治療に全身全霊をかけてきました。

「風のかたち」上映会開催報告
ゾーンチェアパーソン　L. 岩舘  富夫

２R１Z
合同アクティビティ

しかし残念ながら、その崇高なまでの奉仕が報わ
れなかった子供たちが多数存在します。その何十
名もの遺影を背負い、何度も何度も巡礼の旅に出
るシーンがありました。
「子どもは、死んじゃいけない人たちだよね。」

と言い続けながら……。
その真摯な姿に、私は涙がとまりませんでした。

「泣き虫先生」と呼ばれた細谷先生ですが、それ
だけ優しく立派な先生なのだと感じました。

我々ライオンズはこういう先生方や小児がんと
闘っている子どもたち、そのご家族の皆様に寄り
添っていかなければなりません。

私は、この映画と出会えた事で、その思いをよ
り一層強くしたのでありました。

本当に、素晴らしい映画でした。
結びに、ご多忙のところ駆けつけて下さいまし

た、地区ガバナーＬ. 平野喜嗣、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、キャビネット幹事Ｌ. 伊藤
完治を始め、ご参加頂きました皆様に深く感謝申
し上げ、報告とさせていただきます。
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170名を超えるお客様に来場いただきました
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現地の子どもたちからのお礼の絵

332複合地区（MD）の全ガバナーより了承いただ
いた海外青少年育成支援事業は2020年２月３、４
日に332MD15名の参加を得て実施されました。
この事業は、LCIF交付金事業を利用した332−D、
E、F地区のラオス・ホンカー小学校建設支援事
業に合わせ実施されました。

３日、ラオス・クアディン幼稚園トイレ新築寄
贈とホンカー小学校の４つの新しい教室の寄贈を
祝う式典が開催されました。式典には地区の市長、
教育長、学校関係者、多数の生徒の参加で開催さ
れ、終了後、子どもたちからの絵と感謝状をいた
だきました。
クアディン幼稚園（トイレ新築費用30万円、文具
等10万円）
ホンカー小学校（文具等10万円）

332複合地区 海外青少年育成支援
〈クアディン幼稚園・ホンカー小学校・ワットサケオ孤児院〉事業の報告

332−F地区ガバナー　L. 金子 晴雄

４日、タイ・アユタヤ地方にある世界最大級の
孤児院施設として有名なワットサケオ孤児院は現
在1200名が住まいし、近隣の学校と合わせ幼稚園
から高校生1800名が学ぶ施設となっています。今
回生活用品の寄贈と、幼稚園への文具とおもちゃ
の寄贈を行いました。そして現地法人ニプロと赤
城乳業の協力を得て「ガリガリくん」1800本を生
徒に配りました。子供たちの笑顔がまぶしいです。
ワットサケオ孤児院（おもちゃ文具等10万円）

２日間の奉仕で私たち参加者は子どもたちの笑
顔から奉仕への喜びをいただきました。そして、
子どもたちの未来への希望と日本との友好を願わ
ずにはいられません。

あらためて協力いただいた332MDの皆様に感
謝申し上げます。

東北６県合同アクティビティinラオス
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YCE冬期来日生として2019年12月５日（木）から26日（木）まで岩手に滞在した、マ
レーシアのチャンさんから御礼のメールが届きました。

2019
冬期YCE

LIU ZI CHINGさんから
お礼のメールが届きました

Dear Lions,

First of all,I feel honoured to be in Japan to experience many different things. I am also very 
grateful to be taken care of by the members of Lion Club. Your warm welcome makes me not 
afraid when I am alone in Iwate.

In addition,the scenery of Japan is really beautiful.This is my first time in a snowy country so I 
feel new about the snow. Besides that,thanks the members of Lion Club for giving me the 
opportunity to ski. Skiing is a bit of dangerous but a lot of fun. Japanese cuisine is even more 
amazing for me. I like japanese food very much.

Last but not least,I really enjoy my life in IWATE. Thank you for giving me a wonderful 
experience in Japan, I am very grateful.

Best regards
Liu Zi Ching

親愛なるライオンズのみなさま

まず初めに、日本でいろんなことを経験できましたことを、私は光栄に思います。 
また、ライオンズクラブの皆様からお世話いただき、非常に感謝しています。 ライオンズの皆様の暖か
い歓迎のおかげで、岩手でたった一人ぼっちになった時も少しも不安になることがありませんでした。

加えて申し上げますと、日本の景色は本当に美しいと思いました。雪国は初めてでしたので、雪に感動
しました。そして、私にスキーをする機会を与えて下さったライオンズクラブの皆様に感謝しています。 
スキーはちょっぴり怖いですが、とても楽しいと思います。また、日本料理は私にとって本当に素晴ら
しいものでした。私は日本の食事がとても好きです。

最後になりますが、改めて岩手での生活は本当に楽しかったことをお伝えしたいと思います。日本での
素晴らしい経験をくださってありがとうございます。心から感謝しています。

敬具
リュー　ツイ　チャン
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盛岡LC
2日、4日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力

16日 LCIF$80献金　キャンペーン100
28日 スペシャルオリンピックス日本・岩手へ助成金

盛岡不来方LC

2日～5日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力
19日 子ども食堂
23日 LCIF$80献金　キャンペーン100
25日 スペシャルオリンピックス日本・岩手へ助成金

盛岡中津川LC

2日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力
20日 スペシャルオリンピックス日本・岩手へ助成金

24日、31日 仁王小学校スキー教室指導者協力
28日 LCIF$100献金　キャンペーン100
28日 LCIF$20献金
30日 ひかりの箱募金

盛岡観武LC

12月5日～14日 YCE生受入れ
2日～5日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力
4日、18日 献血推進活動

9日「青山雪まつり」協賛
19日 子ども食堂
20日 台風19号指定災害援助
22日 ヘアドネーション

盛岡南LC 2日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力

滝沢LC
14日 チャリティ益金を社会福祉協議会に寄贈
17日 使用済み切手　9700枚贈呈
23日 ヘアドネーション
2日 盛岡レオ「世界のカレンダー展」協力

玉山姫神LC 10日 スペシャルオリンピックス日本・岩手へ助成金
28日 ヘアドネーション

1R2Z
二戸LC ―
西根LC 10日 献血推進活動、八幡平市商工会新年交賀会
安代LC 10日 献血推進活動

2R1Z
花巻LC 29日 献血推進活動

紫波LC
11日、12日 紫波町スポーツ少年団剣道大会

12日 献血推進活動

石鳥谷LC
13日 花巻青年会議所賀詞交歓会
24日 LCIF$20献金、LCIF$100献金　キャンペーン100
31日 石鳥谷レオ新会員入会式＆卒業レオを送る会

花巻東LC ―

矢巾LC
21日 矢巾町民劇場支援
22日 矢巾駅に「雨傘50本補充」

2R2Z
北上LC 12月 資源回収リサイクル活動

和賀LC
12月20日 資源回収

24日 献血推進活動
北上国見LC 23日、24日 献血推進活動

北上国見LC 29日 使用済み切手　3726枚送付

江釣子LC
12日 献血推進活動
14日 使用済み切手　1409枚送付

3R1Z
水沢LC 27日 使用済み切手　8619枚送付

江刺岩手LC

6日 奥州市市民交賀会
13日 江刺青年会議所新年交賀会
25日 奥州市体育協会江刺区体育連絡協議会新年交賀会

25日、27日 江刺岩手LC杯フットサルカーニバル

前沢LC

11日 小学生新春書初め大会
19日 献血推進活動、前沢LC杯少年剣道大会

16日、23日、24日 前沢の学校、青少年団体に寄付　5件
30日 社会福祉協議会等に寄付　2件

水沢中央LC
7日 駒形神社清掃・安全祈願

11日 水沢中央LC旗フットサル大会
24日 LCIF$100献金　キャンペーン100

金ケ崎LC

7日 IBCラジオ生出演・募金贈呈
10日 金ヶ崎町体育協会新年交賀会

17日～27日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト展示会
28日 LCIF$1000献金
29日「はっぴぃぷれいすかねがさき」活動資金贈呈

胆沢岩手LC ―

3R2Z
一関LC 30日 青少年ライオンズ賞・隠れたる善行ライオンズ賞表彰式
平泉LC 29日 ライオンズ文庫
花泉LC 28日 さくら園へ資源回収支援
一関中央LC 20日 使用済み切手　1000枚送付
一関厳美渓LC ―

4R1Z
千廏LC 19日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト作品展示会
大東岩手LC 12月18日、24日 クリスマス老人慰問
東山LC 21日～27日 ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト展

藤沢岩手LC
1日 老人交通安全年賀ハガキ協賛

10日 台風19号災害支援金　日本アラート委員会へ送金
12日 郷土子供芸能大会協賛

川崎岩手LC ―

室根LC
7日 室根地域新年交賀会

15日 使用済み切手　1110枚送付

4R2Z
大船渡LC 20日 声の図書館点検と整備

陸前高田LC

8日 Lions Questライフスキル教育プログラムワークショップ開催
14日 LCIF$20献金
22日 スペシャルオリンピックス日本・岩手へ賛助会費
30日 ヘアドネーション

住田LC ―
大船渡五葉LC ―

5R1Z
宮古岩手LC 9日、15日 東日本大震災被災者へラーメン振舞い
久慈LC 29日 使用済み切手　8146枚送付
陸中宮古LC ―

１月のアクティビティ
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岩手日日新聞2020.1.21付記事

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

盛岡LC

Ｌ．浅　沼　英　京
Ｌ．獅子内　絵　理
Ｌ．千　田　美由紀
Ｌ．本　田　泰　子
Ｌ．三　上　浩　美
Ｌ．宮　野　美智子
Ｌ．山信田　田鶴子

盛岡観武LC Ｌ．中　嶋　ルミ子
石鳥谷LC Ｌ．佐々木　恵美子

クラブ名 会員氏名 MJF回数
金ケ崎LC Ｌ．高橋　良一 1

会員動向
●１月　新入会員一覧

●2020年１月　LCIF$1000献金

田野畑LC ―
岩泉龍泉洞LC ―

5R2Z
15日 第461回LL奉仕活動

釜石LC 26日 釜石青年会議所新年交賀会
31日 LCIF$100献金　キャンペーン100

遠野LC
8日 リサイクル品の回収

29日 使用済み切手　1500枚送付
釜石リアスLC 27日 使用済み切手　1000枚送付
大槌LC 17日「希望の灯」前で読経と献花

陸中山田LC
6日 山田町新年交賀会

12日 山田町成人式
ライオネスクラブ

西根LS 10日 八幡平市商工会新春講演会
レオクラブ

盛岡LEO 2日～5日「世界のカレンダー展」開催
石鳥谷LEO 31日 卒業レオを送る会＆新入会員歓迎会
北上LEO 24日 清掃奉仕活動
一関二高LEO ―
釜石LEO ―

⃝おわびと訂正
１月号10ページ、冬期YCE派遣生レポートにおきまして、スポンサー
クラブ名に誤りがございました。訂正しお詫び申し上げます。
誤：一関LC　　正：一関中央LC

クラブ名 会員名（新入/再入/転入）

石鳥谷LC
Ｌ．中　村　萬　敬
Ｌ．横　田　祥　世

大船渡五葉LC Ｌ．金　　　哲　朗
久慈LC Ｌ．高　橋　朋　実
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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 滝沢ライオンズクラブ紫波ライオンズクラブ

国際平和ポスター展 チャリティ益金、古切手寄付紫波町スポーツ少年団武道大会　餅つき

盛岡レオクラブ 水沢中央ライオンズクラブ

前沢ライオンズクラブ

一関ライオンズクラブ

世界のカレンダー即売会 駒形神社清掃奉仕、新年の参拝

第15回小学生新春書初め大会

第41回青少年ライオンズ賞・隠れたる善行ライオンズ賞表彰式

江刺岩手ライオンズクラブ 盛岡観武ライオンズクラブ

第14回江刺岩手LC杯フットサルカーニバル 子ども食堂

会員名簿の趣味欄には旅行・山野草と記されている
が、ほかにコイン収集もある。きっかけは職場の先
輩から1000円銀貨（昭和39年東京オリンピック)を
頂いた事からだ。日本の硬貨は発行年ごとに１円か
ら500円まで全て揃っている。収集は家族の共通趣味
ともなっていて、釣銭などから集める。記念硬貨も
大体揃っていて、最近のものではワールドカップラグビーの1000円銀貨が
新しい。会員の方で同趣味の方がおられましたら、情報交換いたしましょう。

ライオンいわて副編集長 Ｌ.高橋英雄

晴れた日は盛岡市にある高松公園から岩手山を望むことができます。白鳥の飛来地と
しても有名な高松の池。羽を休める白鳥と真っ白な岩手山は、冬ならではの光景です。

［ 表紙の写真 ］高松の池で越冬する白鳥と岩手山 ────────────────
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