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332-B 地区アクティビティスローガン

サーバントリーダーを目指し！
                地域にインパクトを！！
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332-B 地区の会員の皆様には、益々のご
健勝のこととお慶び申し上げます。

地区ガバナーとして正式に就任する事と
なり、職務・職責の重大さに身の引き締まる
思いであります。

2020 年に入り、新型コロナウイルス感染
拡大により、年次大会、国際大会、複合年次
大会を含む主要な行事・会合・大会がすべ
て中止になる中ガバナーとなり、大変戸惑う
と共に肩透かしでもあり、複雑な心境であ
ります。

ですが、近い将来コロナは必ず収束する
と信じ、前へ進まなければなりません。

東日本大震災から 2021 年で 10 年となり
ます。節目の年に当たる事から、新たな
視点・観点から現状に即した支援が必要と
思われ、皆様と共にいつまでも被災地に
寄り添い、復興を後押ししたいと思います。
無念であったと思われますL.平野ガバナー
企画の三陸鉄道エクスカーションもしっか
り引き継ぎ、実行し、復興の一助にしたい
と思います。

ガバナーテーマは「当たり前の事を当
たり前に」－楽しく行動しよう！ライオン
ズ！！－、アクティビティスローガンは、

「サーバントリーダーを目指し！」－地域に
インパクトを！！－ とさせて頂きました。

近年新入会員数を大きく上回る退会会員
が増加する傾向にあり、これを防ぐために
も『楽しく元気で行動する』を前面に出し、
一年間頑張っていきたいと思っております。
又、サーバントとは一番の意味は『支える』
であります。仲間を支える、クラブを支える、
地域を支える、本心からこんな下積みから
の思いで行動しようと思います。

更に楽しく元気な活動を糧に新しい仲間
を増やし、そして次世代の若いリーダーを
発掘し、繋げていきたいと思います。

これからの 1 年間、会員の皆様の声に
耳を傾け、ライオニズムの高揚のため、邁進
したいと思います。より一層のご指導、
ご協力をお願い致します。
各クラブの益々の発展と、会員様のご健勝

でのご活躍を祈念し、挨拶と致します。

ライオンズクラブ国際協会 332-B 地区

ガバナー就任にあたって

地区ガバナー

L. 菊池　徳男
（北上国見 LC）
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ライオンズクラブ国際協会・332複合・332‐B地区

2020‒2021年度 スローガン・テーマ

国際会長テーマ

We Serve
ー 思いやりと多様性で結束する ー

332複合地区 アクティビティスローガン

「サスティナブルアクティビティ」
～持続可能性のある奉仕活動を～

332-B地区 アクティビティスローガン

サーバントリーダーを目指し!
地域にインパクトを!!

332-B地区 ガバナーテーマ

332-B地区 ガバナー重点目標

当たり前の事を当たり前に
楽しく元気で行動しよう!ライオンズ!!

1.  東日本大震災復興10年支援
2.  青少年健全育成

3.  LCIFキャンペーンの推進
4.  スペシャルオリンピックス支援
5.  ライオンズクラブ周知活動展開
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地区名誉顧問会議長就任あいさつ
地区名誉顧問会議長
L. 平野　喜嗣（盛岡 LC）

第一副地区ガバナー就任のご挨拶
第一副地区ガバナー
L. 村上　孝（水沢中央 LC）

 「当たり前の事を当たり前に　楽しく元気
で行動しよう！ ライオンズ！！」をガバ
ナーテーマに掲げ、菊池徳男地区ガバナー
の就任を心よりお慶び申し上げます。

前年度は、地区内皆様より多くのご支援
ご協力を賜りましたこと、誠にありがたく
心より御礼申し上げます。

地区名誉顧問会議長の職に就任するにあ
たり、元地区ガバナーの皆様の豊かな経験
と広い知識をお借りしながら、菊池地区
ガバナーを全力でバックアップし応援して
いくことが私の務めと思っております。
昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大

のために、今までに経験したことがない地
区運営となっており、第 66 回年次大会の

桜が満開の盛岡グランドホテルで開催さ
れた第 66 回地区年次大会代議員会におい
て、第一副地区ガバナーエレクトに承認さ
れ改めて身の引き締まる思いであります。

今期の地区アクティビティスローガン
「サーバントリーダーを目指し！地域にイン
パクトを！！」は終息が見えない新型コロナ
ウイルスによる三密行動制限がある中で、
332-B 地区のライオンズクラブが地域活性
化の手本になるアクティビティを行ってほ
しいとの菊池徳男ガバナーの強い思いが感
じられます。菊池カバナーを補佐し各ク

中止、次期役員に対する研修・セミナー
中止と、新年度船出の準備が万全でない
状態でのスタートです。しかしながら、こ
のピンチをチャンスに変えるべく 332-B
地区一丸となり、知恵を絞り新しい道を拓
いていこうではありませんか。会員維持な
ど様々な問題が待ち受けていることと推察
されますが、先輩諸兄が築き上げてきた
この 332-B 地区が更に未来に輝けるよう、
菊池地区ガバナーのリーダーシップの下、
この一年楽しく活動できるよう前を向きま
しょう。

皆様のご健勝を祈念いたし、更なるご
指導ご協力をお願い申し上げ挨拶と致し
ます。

ラブの活性化・女性ライオンの増員に邁進
していく覚悟です。
平野喜嗣ガバナー・伊藤完治幹事・佐久間

修一会計・菊池徳男第一副地区ガバナー・
猿舘伸俊Ｌが議長の地区名誉顧問会の皆様
の心温まる助言のもと、元気を貰い第二副
地区ガバナーを、無事務める事が出来まし
た事に感謝申し上げます。さらに一年後
ガバナーになる為のセミナーに参加し、力
強いリダーシップを発揮するライオンにな
るよう今後とも会員皆様のご指導ご鞭撻を
お願いして就任のご挨拶といたします。
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キャビネット幹事就任にあたって
キャビネット幹事
L. 照井　寛幸（北上国見 LC）

キャビネット会計就任のあいさつ
キャビネット会計
L. 鈴木　幸雄（北上国見 LC）

2020 ～ 2021 年 L. 菊池徳男ガバナーのも
とでキャビネット幹事を務めることになりま
した北上国見ライオンズクラブ所属L. 照井
寛幸です。微力ではございますが名誉顧問
をはじめ諸先輩の方々のご指導と会員の皆様
のご協力を頂きながら、今年度の幹事とし
て一生懸命務めて参りたいと思います。

2020 年に入り、次期キャビネット幹事と
しての任務を少しずつ覚えたいと思い、関係
書類に目を通して少しずつですが勉強して
おりました。2月に新型コロナウィルス感染
症が発生し瞬く間に国内・海外に蔓延拡散
し、世界中かつてない規模で大打撃を受け
てしまいました。国内に於いても緊急事態
宣言が出される等、経済・社会・医療・教育・
スポーツ等、生活のあらゆる面に多大な影響
が生じてしまいました。

この度、キャビネット会計就任に当たり
ご挨拶をさせて頂きます。

332-B 地区 2R2Z は 9 年前東日本大震災
が発生亡き高橋晴彦ガバナーのもと、被災
クラブの復興に他クラブが一丸となって、
支援の輪を広げ、今期節目の 10 年目を迎
えます。風化させる事無く継続して支援を
していきたいと思います。

そして、今期は新型コロナウイルス感染
症が世界的に流行し、緊急事態宣言が出て
自粛を余儀なくされ、学校の閉鎖・歓送迎会
お花見や夏祭りが中止、色々な会合も延期・
中止となり経済が疲弊しております。今後
倒産や従業員の解雇等目に見えない事態が

そんな大変な状況の中で、ライオンズク
ラブ会員の皆様におかれましては、クラブ
運営・奉仕活動を推し進められていること
に敬意を表します。今後も会員一丸となっ
てこの困難な試練を乗り越えて行かなけれ
ばと考えております。残念ながらシンガポール
での世界大会が中止となり、L. 平野喜嗣ガバ
ナーの花道となる 332-B 地区年次大会も
中止となってしまいました。更に 6月まで
の主要行事のほとんどが中止を余儀なくさ
れてしまいました。
この大きな試練を克服しつつ、L. 菊池徳男

ガバナーテーマである「当たり前の事を当
たり前に楽しく元気で行動しよう！ライオン
ズ！！」そして重点目標の 5 つを基本に私
のできる限り頑張りますので、ご支援賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。

そこまで来ておりますが、5 月に一部解除
そして、三密を避けての行動が求められて
おります。

岩手県は 6 月現在感染者 0 が続いて居り
ますが、経済への打撃が計り知れません。
菊池徳男ガバナーのもと、ライオンズクラブ
会員が知恵を出し合い、新型コロナウイルス
感染拡大防止と会員が力を合わせ、会員の
退会防止に努めなければなりません。

会員皆様に会計からのお願いでございま
す。ご存知の通りキャビネット運営は、会員
皆様の地区会費で賄っておりますので、早め
のご入金をお願い致します。
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コロナ、コロナで大変な時、このた
びゾーン・チェアパーソンとしてキャビ
ネットに出向させて頂くことになりま
した。
各クラブの皆様におかれましても、従来

の LC 活動の根本を揺るがすような状態
の中でも、苦労されながら、独自にアク
ティビティを展開され、運営をされてお
られることと思います。

今年は、さらに国際会長テーマ・
LCIF・そして地区カバナーの重点目標

に沿いながら、従来とは異なる新しい
LC としてのあり方を、1R1Z の皆様と
共に、活動・模索しながら、知恵を絞り
アクティビティを積み重ねていければと
思っております。

これからの時代・・We Serve 我々が
できる事は何か！！必要な社会奉仕は何
か！！という事を目指したいと思います
が、中身の伴わない私でございます。在任
中の活動につきましては、諸先輩の皆様
の、温かいご指導をお願いいたします。

一年間よろしくお願いいたします。

1R1Z

L. 小苅米 基弘
（盛岡不来方 LC）

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶

1R2Z

このたびゾーン内ローテーションによ
り 1R2Z の安代ライオンズクラブから
選任され、ゾーン・チェアパーソンを引き
受けることになりました。私はライオン
ズクラブの知識も活動経験も浅く、役目
を果たせるか大変心配ではありますが、
キャビネット役員やゾーン内会員の皆様
のご指導とご協力を得ながら役目を果た
してまいりたいと思います。
今年は年始早々から新型コロナウイルス

が駆け回り、世界中で 700 万人を越える

人々が感染してしまいました。国際間の
人々の移動停止や集団活動の縮小等大き
な影響を受けています。ライオンズクラブ
の活動においても少なからず活動の制限を
受けておりますが、「ウイ・サーブ」の
精神を忘れることなく、菊池ガバナーの
テーマに基づき、地域にインパクトを与
えられるよう活動してまいります。
ゾーン内の課題もクラブ数の減少、会員

の高齢化等多々ありますが、活動を通じ
て楽しいゾーンの運営を図りながら課題
解決に向けて微力ながら一生懸命頑張っ
てまいります。この一年間、みなさま
のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいた
します。

L. 種市　昭六
（安代 LC）
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この度、2R1Z の ZCに就任致しました、
花巻東 LC所属の L. 小原勇です。
「新型コロナ」の影響により、全てに

おいて自粛ムードで人との関わりが減少
しどこか暗い気持ちになってしまいがち
ですが、菊池ガバナーのもと ZCとして、
明るく、楽しい 1 年にしたいと思ってい
ます。宜しくお願い致します。
アクティビティスローガンは「サーバ

ントリーダーを目指し！地域にインパクト
を！！」ですが自分は、奉仕で仲間を支

え導ける ZC になれるのか！地域にイン
パクトを与える事ができるのか！大きな
課題を与えられた様な気がしました。で
すが、自分が楽しくなければ、仲間も楽
しくないと思っております。ゾーン内 5
クラブのサーバント（召使い）として、
菊池キャビネットに良き意見を、進言
できるパイプ役になりたいと思ってお
ります。

会員の減少が目立つなかでも、微笑む
事ができる様な奉仕活動ができれば嬉し
いです。コロナ対策には反しますが仲間
が集い、距離を置かずに話ができ、奉仕
の輪ができることを望みます。皆様の
ご指導、ご協力を宜しくお願い申し上
げます。

2R1Z

L. 小原　勇
（花巻東 LC）

2R2Z

当江釣子ライオンズクラブは 3 月から
例会、行事を自粛していましたが、5 月
第 4 週のカーブミラー清掃例会、6 月第
2 週の国道 107 号清掃例会を実施してい
ます。

7 月からゾーン・チェアーパーソンと
して活動するにあたり、ガバナーの方針
をゾーン内のクラブに浸透させてゆくの
が私の努めと思っています。

ゾーン内行事に展勝地のアジサイの

剪定作業と周辺のごみ除去作業がありま
す。2021 年は展勝地開園 100 周年にあ
たり各クラブの協力を頂きながら進めた
いと思います。

今年度はキャビネットが当ゾーン内で
ありますから 4 クラブ一丸となってキャ
ビネットを支えていきたいと思います。

L. 佐藤　民生
（江釣子 LC）
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この度、3R1Z のゾーン・チェアパー

ソンを務めさせていただくこととなり責務

の重大さを感じております。

今年 2 月頃より新型コロナウイルス

感染が世界規模で拡散され尊い人命が

数多く失われると共に、経済にも悪影響

を及ぼしており一日も早い終息を願っ

ているところであります。

近年、ゾーン内に於いて会員の減少

により活動が停滞していると思われる

故、ガバナーと共に会員増強や青少年

健全育成に微力ではありますが努力し

て参る所存でありますので皆様のご指

導ご協力を賜りますよう宜しくお願い

致します。

3R1Z

L. 菅原　久
（胆沢岩手 LC）

3R2Z

この度 3R2Zのゾーン・チェアパーソン
を拝命しました。まだまだ、ライオン歴
も浅い菅原隆です。菊池ガバナーのテーマ
重点目標を各クラブへ伝え、サスティナ
ブル（持続可能）な活動でこれからも

「続けやすく、誘いやすいライオンズク
ラブ」となるよう、取り組んでまいりた
いと思います。

全世界に恐怖を与えた新型コロナウィ
ルス感染症も収束に向かい始めた今日

（執筆時 6 月上旬）、大打撃を受けた日本

経済、とりわけ観光業、飲食業、他にも
さまざまな業界で影響を受けました。政府
の後押しもあり、徐々に復興への車輪が
動き始めました。

今年度のクラブ運営は多くのイベント
の中止や自粛等で過去にない年度となっ
ております。この機会にライオニズムと
奉仕することの大切さ、クラブ運営の
在り方を 3R2Z の 5 クラブの皆様と話し
合い、奉仕活動と地域への経済活動を盛
り上げるよう、この一年間、微力では
ありますが精一杯務めさせていただき
ます。

L. 菅原　隆
（一関 LC）

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
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この度ゾーン・チェアパーソンというと
ても重要な職務を仰せつかりこの上ない
緊張感でおります。しかし、前に進まな
くてはなりません。今年に入りコロナとい
う目に見えない恐怖に怯えながらのライオ
ンズクラブの活動はとても重要でありライ
オンズアクティビティの大切さを再認識し
結集を計り意思統一が強く求められてい
ます。ガバナー重点目標である「ライオン
ズクラブ周知活動展開」を進めたいと思
います。

最近は、ヘアードネーションも各地に
浸透してきました。ライオンズから地域の
皆様にもっと活動を知ってもらい、奉仕
活動を展開しながら、共に歩むことの
重要性を共有し、地域の活性化・振興に
寄与すること。そして、青少年の健全な
育成を担い将来の可能性に甚大なる期待
をするものです。

ガバナーテーマ「当たり前の事を当たり
前に　楽しく元気で行動しよう！ライオン
ズ！！」　そうです！今行動したいのです。
コロナがまだ終息しない今、何をどうす
ればよいか模索しながら「We Serve」の
精神を大切にゾーン運営と発展に努めて
まいりたいと思います。

一年間どうぞよろしくお願いします。

4R1Z

L. 及川　善行
（千厩 LC）

4R2Z

この度、ゾーン内のローテンションによ
り4R2Zのゾーン・チェアパーソンを務め
させていただくことになりました。宜しく
お願い致します。

大船渡ライオンズクラブに入会し、今
年で 25 年になりますが、We Serve 精神
の元楽しくクラブ例会、地域活動をさせ
て頂いております。

332-B 地区アクティビティスローガン
「サーバントリーダーを目指し！地域に
インパクトを！！」。菊池徳男ガバナーの
ガバナーテーマ「当たり前の事を当たり
前に  楽しく元気で行動しよう！ライオン

ズ！！」に共鳴するところであり、私もそ
の一助となれるようしっかりと努めてまい
りたいと思います。

私の役割は、菊池ガバナーのお考えを
ゾーン内の皆様にしっかりと伝える為に、
各クラブ４役、ライオンとのコミュニケー
ションを今まで以上取りながら各クラブの
意見、課題などを聞き少しでも諸課題が
解消できるよう微力ではありますが誠心
誠意努め、ゾーンの代表としてキャビネット、
ガバナーに伝える架け橋としての役目を
果たしてまいりたいと思います。

We Serve 精神の元、相互理解の上各
クラブ皆様のご理解を得ながら、クラブ
運営と、ライオンズクラブの発展に努め
てまいりたいと思います。

一年間皆様のご指導とご協力を頂きな
がら頑張ってまいりたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

L. 栗村　安弘
（大船渡 LC）
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この度、ゾーン内のローテションによ

り 5R1Z ゾーン・チェアパーソンを務め

させて頂くことになりました久慈ライオン

ズクラブ所属Ｌ．對馬博貴でございます。

1998 年に入会して早や 22 年になり

ますが、まだまだ未熟者でございます。

ゾーン内各クラブメンバーのお力添えを

頂き、この 1 年間、菊池ガバナーの重点

目標を各クラブにお伝えして参りたいと

思っております。

また、ゾーン・チェアパーソン研修会

も新型コロナウィルスの感染防止対策を

講じながら開催されましたが、新型コロナ

ウィルス感染症が一刻も早く終息するこ

とを願いつつ、ガバナーテーマ「当たり

前のことを当たり前に楽しく元気で行動

しよう！ライオンズ！！」に向かって、

皆様方のご協力・ご支援を頂きながら

活動して参りますのでよろしくお願い

申し上げます。

5R1Z

L. 對馬　博貴
（久慈 LC）

5R2Z

この度、5R2Z のゾーン・チェアパー
ソンを務めさせて頂く事になりました
遠野ライオンズクラブ所属の L. 萬紘一
と申します。

菊池徳男、332-B 地区ガバナーのガ
バナーテーマ「当たり前の事を当たり前
に　楽しく元気で行動しよう！ ライオン
ズ！！」を基本として、皆様方のご協力
ご支援をいただきながら一年間頑張りた
いと思います。

ゾーン内の各クラブの抱える悩み、
意見、要望などに耳を傾けて、キャビ
ネットとのパイプ役に徹し、又、各クラブ
の会員増強などで協力者となっていけ
ればと思っております。

最後にガバナーの重点目標を達成でき
るよう、ゾーン・チェアパーソンとして
の役目を全うして行く所存です。

この 1 年間「新型コロナウイルス」に
負けずに努力して参りますので、宜しく
お願い申し上げます。

L. 萬　紘一
（遠野 LC）

ゾーン・チェアパーソン就任のご挨拶
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年間主要行事予定表（案）　2020年6月〜2021年7月
※変更の場合がございますのでご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【2020.7.6】

期　　　日 事　　　項 場　所 摘　　　要

2020 年　　　　　　　6 月　　　次期三役・事務局員セミナー【中止】

7 月 27 日 (月) 第1回キャビネット会議・第1回ZC会議 北上市 ブランニュー北上

8 月   2 日 (日) 第41回地区レオフォ－ラム・セミナー　中止 北上市 ブランニュー北上

8 月   4 日 (火) ガバナー公式訪問  1R-2Z  二戸・西根・安代・西根ライオネス 八幡平市

8 月   5 日 (水) ガバナー公式訪問  5R-1Z  宮古岩手・久慈・陸中岩手・田野畑・岩泉龍泉洞

8 月   7 日 (金) ガバナ－公式訪問  4R-1Z  千厩・大東岩手・東山・藤沢岩手・川崎岩手・室根

キャビネット事務局　夏期休暇

8 月 18 日 (火) ガバナー公式訪問  1R-1Z  盛岡・盛岡不来方・盛岡中津川・盛岡観武・盛岡南・滝沢・玉山姫神 盛岡市

8 月 19 日 (水) ガバナー公式訪問  5R-2Z  釜石・遠野・釜石リアス・大槌・陸中山田

8 月 24 日 (月) ガバナ－公式訪問  4R-2Z  大船渡・陸前高田・住田・大船渡五葉

8 月 25 日 (火) ガバナ－公式訪問  3R-2Z  一関・平泉・花泉・一関中央・一関厳美渓

8 月 26 日 (水) 国際会長公式訪問/LCIF理事長公式訪問/キャンペーン理事長公式訪問 名古屋市 ウィンクあいち

8 月 27 日 (水) ガバナ－公式訪問  2R-1Z  花巻・紫波・石鳥谷・花巻東・矢巾 花巻市

8 月 28 日 (金) ガバナ－公式訪問  3R-1Z  水沢・江刺岩手・前沢・水沢中央・金ヶ崎・胆沢岩手 奥州市

8 月 31日 (月) ガバナ－公式訪問  2R-2Z  北上・和賀・北上国見・江釣子 北上市 ブランニュー北上

10 月  8 日 (木) 世界ライオンズ奉仕デー

10 月 21日 (水) 薬物乱用防止教育認定講師養成講座 北上市 ブランニュー北上

10月29日(木)～11月1日(日) 第59回東洋・東南アジアフォ－ラム　中止 韓国 済州島

11月 14 日 (土) 世界糖尿病デー  ※世界糖尿病デーに関連し、地区糖尿病セミナー開催予定

11月 15 日 (日) 東山ライオンズクラブ50周年記念式典 東山 東山市民センター

11月 15 日 (日) 国際平和ポスタ－コンテスト締切（キャビネット）

11月 16 日 (月) 第2回キャビネット会議　・第2回ZC会議 ・第1回YCE委員会 北上市 ブランニュー北上

11月 24 日 (火)

国際平和ポスタ－コンテスト地区審査会

北上市

新会員オリエンテ－ション（ゾーン開催）

ライオンズ献血推進研究会

Lions Quest ライフスキル教育プログラム　ワークショップ

Lions Quest ライフスキル教育プログラム　セミナー

キャビネット事務局冬期休暇

2021年　　　1月 26 日 (火) 資格審査委員会 北上市 ブランニュー北上

1月 26 日 (火) 地区名誉顧問会新年会 北上市

2 月 15 日 (月) 第3回キャビネット会議・ZC会議 奥州市 プラザイン水沢

2 月 27 日 (土) 釜石ライオンズクラブ55周年記念式典 釜石市 陸中海岸グランドホテル

3 月 11 日 (木) 東日本大震災10年目

4 月 10 日 (土) 盛岡中津川ライオンズクラブ55周年記念式典 盛岡市 盛岡グランドホテル

4 月 11 日 (日) 石鳥谷ライオンズクラブ50周年記念式典 花巻市 石鳥谷町

4 月 14 日 (水) アワード審査会 北上市 ブランニュー北上

4 月 24 日 (土) 年次大会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） 三陸

4 月 25 日 (日) 盛岡観武ライオンズクラブ50周年記念式典 盛岡市 盛岡グランドホテル

5 月   8 日 (土) 332-B地区第65回年次大会　　親睦ゴルフ大会 北上市 北上カントリークラブ

5 月   9 日 (日)
332-B地区第67回年次大会　代議員会・大会式典 北上市 さくらホール

332-B地区第66回年次大会　　祝賀会 北上市 ホテルシティプラザ北上

5 月 332複合地区第67回年次大会代議員会・大会式典・議長午餐会 山形県

6 月 13 日 (日) 岩泉龍泉洞ライオンズクラブ10周年記念式典 岩泉町 ホテル龍泉洞愛山

6 月 14 日 (月) 第 4 回キャビネット会議・ZC 会議 北上市 ブランニュー北上

6月25日(金) ～6月29日(火) 第 103 回　国際大会 カナダ モントリオール
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地区名誉顧問会議長

L. 平野 喜嗣
盛岡LC

地区名誉顧問

L. 黒澤 康男
盛岡南LC

地区名誉顧問

L. 佐々木 賢治
東山LC

地区常任名誉顧問

L. 種市 一二
釜石LC

地区名誉顧問

L. 千葉 龍二郎
水沢LC

地区常任名誉顧問

L. 森谷 潤
住田LC

地区名誉顧問

L. 相原 文忠
盛岡不来方LC

地区GST
コーディネーター

L. 西本 有伺
盛岡中津川LC

4R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 栗村 安弘
大船渡LC

1R1Zゾーン・ゾーンチェアパーソン
スペシャルオリンピックス担当

L. 小苅米 基弘
盛岡不来方LC

5R1Zゾーン・
チェアパーソン

L. 對馬 博貴
久慈LC

1R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 種市 昭六
安代LC

5R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 萬 紘一
遠野LC

地区年次大会
委員長

L. 八重樫 守民
北上国見LC

地区年次大会
副委員長

L. 高橋 美津男
北上LC

2R1Zゾーン・
チェアパーソン

L. 小原 勇
花巻東LC

2R2Zゾーン・ゾーンチェアパーソン
スペシャルオリンピックス担当

L. 佐藤 民生
江釣子LC

3R1Zゾーン・
チェアパーソン

L. 菅原 久
胆沢岩手LC

3R2Zゾーン・
チェアパーソン

L. 菅原 隆
一関LC

地区国際協調・
大会参加委員長

L. 村田 守男
江釣子LC

地区常任名誉顧問

L. 金野 幸造
一関中央LC

地区名誉顧問
地区GLTコーディネーター
L. 米谷 春夫
陸前高田LC

地区GMT
コーディネーター

L. 高橋 寛
和賀LC

4R1Zゾーン・
チェアパーソン

L. 及川 善行
千厩LC

第一副地区ガバナー・LCIF
キャンペーンコーディネーター

L. 村上 孝
水沢中央LC

地区名誉顧問

L. 高橋 義太郎
藤沢岩手LC

地区名誉顧問

L. 吉田 昭夫
盛岡中津川LC

地区常任名誉顧問

L. 猿舘 伸俊
盛岡南LC

地区名誉顧問

L. 天日 常光
二戸LC

キャビネット幹事

L. 照井 寛幸
北上国見LC

地区常任名誉顧問

L. 筒井 學
花巻東LC

地区名誉顧問

L. 宮田 謙
盛岡LC

キャビネット会計

L. 鈴木 幸雄
北上国見LC

地区会則委員長

L. 藤田 正美
北上国見LC

地区常任名誉顧問

L. 中村 好雄
北上LC

地区名誉顧問

L. 髙橋 幸喜
平泉LC

地区 FWT
コーディネーター

L. 立花 かおり
和賀LC

地区ガバナー
GATファシリテーター
LCIFコーディネーター

L. 菊池 徳男　北上国見LC

2020.7
〜

2021.6

332-B 地区

キャビネット
構成員紹介
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地区会計監査委員

L. 菊地 進一
北上LC

地区会計監査委員

L. 大森 忠一
北上国見LC

地区 IT・PR
情報委員長

L. 柴田 祥悦
北上国見LC

キャビネット
筆頭副幹事

L. 佐藤 好徳
北上国見LC

1R1Z
YCE委員

L. 小山 克也
盛岡不来方LC

5R1Z
YCE委員

L. 岩田 博子
陸中宮古LC

ライオンいわて
編集委員

L. 武田 実
和賀LC

キャビネット
副幹事

L. 菊池 治夫
江釣子LC

1R2Z
YCE委員

L. 髙橋 義利
西根LC

5R2Z
YCE委員

L. 細田 勝夫
釜石LC

ライオンいわて
編集委員

L. 及川 純子
北上国見LC

キャビネット
副幹事

L. 中野 厚
和賀LC

2R1Z
YCE委員

L. 小笠原 義彦
矢巾LC

ライオンズ
クエスト委員

L. 本田 秀行
一関中央LC

ライオンいわて
編集委員

L. 菅野 秀和
江釣子LC

キャビネット
副幹事

L. 佐藤 功
北上国見LC

地区環境保全
保健委員長

L. 高橋 純也
北上国見LC

地区YCE
実行委員長

L. 伊藤 良正
盛岡LC

地区 FWT副
コーディネーター

L. 佐藤 有里恵
水沢中央LC

2R2Z
YCE委員

L. 高橋 信行
和賀LC

ライオンズ
クエスト委員

L. 鈴木 耕平
盛岡中津川LC

キャビネット
副幹事

L. 後藤 芳春
北上国見LC

キャビネット
副会計

L. 小原 敏弥
北上国見LC

ライオンズ
クエスト委員

L. 森岩 彰
盛岡南LC

キャビネット
副幹事

L. 小瀬川 泰志
北上LC

キャビネット
副会計

L. 髙橋 孝眞
江釣子LC

地区YCE・レオ・
ライオネス委員長

L. 菊池 敏昭
江釣子LC

地区青少年・ライオンズ
クエスト委員長

L. 中野 義明
北上LC

地区ライオンズ
クエスト副委員長

L. 吉水 義教
水沢中央LC

3R2Z
YCE委員

L. 佐々木 親弘
一関厳美渓LC

ライオンいわて
編集委員

L. 斎藤 能久
北上LC

キャビネット
副幹事

L. 小田島 秀一
和賀LC

キャビネット
事務局長

L. 牛袋 徳道
盛岡不来方LC

地区長期計画・アラート・
復興支援委員長

L. 小原 勝久
和賀LC

ライオンいわて
副編集長

L. 菅原 浩
北上国見LC

4R1Z
YCE委員

L. 千葉 登美夫
藤沢岩手LC

ライオンいわて
編集委員

L. 田鎖 智也
北上LC

キャビネット
副幹事

L. 及川 力
北上LC

キャビネット
事務局委員

L. 千田 宏美
盛岡LC

ライオンいわて
編集長

L. 佐々木 正幸
北上国見LC

ライオンいわて
副編集長

L. 藤㟢 信男
江釣子LC

4R2Z
YCE委員

L. 菅野 浩正
住田LC

ライオンいわて
編集委員

L. 田村 浩美
和賀LC

キャビネット
副幹事

L. 髙橋 乃
江釣子LC

キャビネット
事務局委員

L. 川村 勇司
盛岡中津川LC

ガバナー室室長

L. 伊東 六郎
北上国見LC

ガバナー室次長

L. 照井 勉
北上国見LC

地区YCE副委員長
3R1ZYCE委員
L. 千葉 幸
前沢LC
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6 月のアクティビティ
1R1Z

盛岡LC 22日 リトルリーグ支援

盛岡不来方LC 1日 東日本大震災復興支援　みどり幼稚園へ支援金拠出

盛岡中津川LC ー

盛岡観武LC
4日 ヘアドネーション

7日、28日 こども食堂

盛岡南LC
18日 盛岡市バドミントン協会へ協賛

27日 盛岡南LC杯U-9アイスホッケー大会開催

滝沢LC
10日 ひかりの箱募金

22日 ヘアドネーション

玉山姫神LC ー

1R2Z
二戸LC ー

西根LC ー

安代LC ー

2R1Z
花巻LC ー

紫波LC 29日 ペットボトルキャップ回収

石鳥谷LC ー

花巻東LC ー

矢巾LC

6日 三陸買い物ツーリング

12日 使用済み切手　1597枚送付

17日 幹事杯ゴルフコンペ（事業資金獲得）

2R2Z

北上LC

5月 資源回収リサイクル活動

7日～26日 環境保全　花壇の管理

11日 献血推進活動　2か所

和賀LC 10日 献血推進活動

北上国見LC

3日 養護老人ホームへ寿司代贈呈

14日 早朝清掃奉仕

21日 献血推進活動

江釣子LC
11日 資源回収

14日 献血推進活動

3R1Z

水沢LC

1日「環境月間PR広告」胆江日日新聞社掲載

2日「未使用マスク」収集並びに寄贈

9日 奥州市少年少女発明クラブ協賛会費納入

10日 水沢駒形野球倶楽部へ活動支援金贈呈

江刺岩手LC
1日 使用済み切手　2000枚送付

1日「環境月間PR広告」胆江日日新聞社掲載

前沢LC 7日 献血推進活動

水沢中央LC

1日「環境月間PR広告」胆江日日新聞社掲載

16日 ヘアドネーション

22日 LCIF$1000献金

金ケ崎LC

3日 ヘアドネーション

16日
金ケ崎町国際交流協会、社会福祉協議会、
暴力団追放胆江地区民会議、
金ケ崎町観光協会　会費納入

胆沢岩手LC ー

3R2Z
一関LC 28日 献血推進活動

平泉LC ー

花泉LC 9日 献血推進活動

一関中央LC
3日 オリンピック選手支援

12日 使用済み切手　1000枚送付

一関厳美渓LC
10日 平泉・平泉長島幼稚園にアニマルグッツ贈呈

10日 特別養護老人ホームあけぼの苑に花のプタンター寄贈

4R1Z

千厩LC
25日 桜の植樹

20日 ＄100献金　キャンペーン100

大東岩手LC 14日 ライオンズの森の草刈り・剪定

東山LC 3日 草刈り清掃奉仕

藤沢岩手LC
7日 こども園3カ所で花苗植栽

10日 献血推進活動

川崎岩手LC 5月30日 川崎保育園花壇整備

室根LC
6日、7日 特別養護老人ホーム孝養ハイツ方面草刈り

11日 ヘアドネーション

4R2Z

大船渡LC
12 ヘアドネーション

30 声の図書館の点検と整備

陸前高田LC

14 献血推進活動

21 特別養護老人ホーム高寿園の草刈り作業

28 高田松原草刈り作業

住田LC 26 世田米・有住小学校に青少年育成費贈呈

大船渡五葉LC 5月31日 みどり町公園草刈り作業

5R1Z
宮古岩手LC ー

久慈LC ー

陸中宮古LC ー

田野畑LC 21日 郷土芸能伝承活動支援金を教育委員会に寄贈

岩泉龍泉洞LC ー

5R2Z

釜石LC
17日 釜石高校へ活動支援金贈呈

18日 特別養護老人ホームあいぜんの里に「使い捨てマスク」支援

遠野LC
10日 障がい者施設支援　リサイクル品回収

30日 遠野市内3中学校に新聞書見台を寄贈

釜石リアスLC 24日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC ー

陸中山田LC 3日 献血推進活動

ライオネスクラブ
西根LS ー

レオクラブ
盛　　　岡 ー

石鳥谷 ー

北上 ー

一関二高 ー

釜石 ー
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東日本大震災から10年
～ 特集記事作成に伴う協力と寄稿のお願い ～

今期ライオンいわて編集委員会では来年３月の“東日本大震災から10年”に向けて

の特集記事を随時掲載していくこととしております。完全な復興とはならないまでも、

内陸と沿岸のクラブの協力で行われたアクティビティ、LCIFを活用しての支援の

その後など、変わりゆく街の様子を掲載していきたいと思います。お忙しい中とは

存じますが、編集部から取材のお申し出をさせていただいた時は是非ご協力をお願い

いたします。

また、会員の皆様からの寄稿も募集いたしております。コロナ禍によるアクテビ

ティの変化や、状況の変化によるライオンズ活動の改革など、広く情報共有できる

ライオンいわてを目指して行きます。

ライオンいわて編集会議の様子  7月15日

〈参加者〉　
地 区 ガ バ ナ ー Ｌ．菊　池　徳　男
キャビネット幹事 Ｌ．照　井　寛　幸
キャビネット会計 Ｌ．鈴　木　幸　男
ライオンいわて編集長 Ｌ．佐々木　正　幸
IT・PR情報委員長 Ｌ．柴　田　祥　悦
ガ バ ナ ー 室 室 長 Ｌ．伊　藤　六　郎
ガ バ ナ ー 室 次 長 Ｌ．照　井　　　勉
ライオンいわて編集委員

会  員  動  向
○ 6月 新入会員一覧 

クラブ名 会員名（新入 /再入 / 転入）

西根 LC L.　佐々木　孝　弘

東山 LC L.　鈴　木　俊　行　

○ 2020年6月 LCIF ＄1000献金
クラブ名 会員氏名 MJF回数

水沢中央 LC L. 菅　原　智　美 10
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アクティビティ フォトグラフ

子供食堂でのマスク配布 国道107号清掃活動 早朝清掃

「未使用マスク」収集並びに寄贈 あいぜんの里にマスク寄贈 活動支援金贈呈式

献血推進活動 特別養護老人ホーム「高寿園」
敷地内草刈り清掃

ライオンズの森の草刈り・剪定

盛岡観武LC 江釣子LC 北上国見LC

水沢LC 釜石LC 釜石LC

陸前高田LC 陸前高田LC 大東岩手LC

   新型コロナウィルスの影響で準備もソコソコ、ライオンいわて

のスタートとなりました。世界中に拡大したコロナウィルスの

脅威、早い時期の沈静化を願うばかりです。編集委員会に於いて、

発行回数などいろいろと検討してまいりましたが、従来同様毎月

の発刊と致しました。菊池ガバナー重点目標の一つに今期東日本大震災10年

の節目に当たります。沿岸クラブの復興支援状況を中心に、特集したいと

考えております。一年間ご支援の程宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　編集後記　編集長　佐々木正幸（北上国見LC）

表紙の説明：展勝地の紫陽花
北上展勝地は桜の名所として有名ですが7月から8月にかけては桜並木沿いに紫陽
花が見事に咲き誇ります。桜やツツジが終わった後展勝地が寂しくなることから、昭
和63年ころ植えられたそうです。日頃のお世話は「北上あじさいの会」が活動され、
また北上市内ライオンズクラブ４団体も草刈りや紫陽花の剪定作業などアクティビ
ティ活動を行っています。
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