会員数 334-E 地区 2,713 名（５月末現在）
127 名（６月末現在）
長野 LC
（家族会員 54 名含む）
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2017.7.1 334-E 地区
長野ライオンズクラブ
広報委員会発行

長野ライオンズクラブ
「55 年の歴史に学び、
愛と労働の奉仕活動を！」 会長 Ｌ. 原田 美登

スローガン

会長就任挨拶
会長

Ｌ. 原田 美登

我が長野ライオンズクラブは、先人達の努
力によって55年の輝かしい歴史を刻んできま
した。この間クラブに所属したメンバーは、
延べ600名近くに及びます。
改めて先達のクラブに寄せた熱き思いに学
び、その心を大切にし、新たな一歩を築きた
いものです。翻って見ますと、私たちを取り
巻く情勢は大きく様変わりしていることを認
識せざるをえません。例えば急速に進む少子
高齢化、人口減少化の中で、都市部への集中
と地方の疲弊化等々であります。
その結果、
「外から見えない貧困・格差」
「物
溢れて心貧しき」現象が確実に広がっています。
いうまでも無く、ライオンズクラブの使命
は奉仕活動を通じて、地域社会に貢献するこ
とです。別な言い方をするならば、我々の活
動は費用対効果を含め、地域社会から、尊敬
されるに相応しい価値あるものであるかが問
われます。
それは、同時にメンバー一人ひとりがその
活動を理解し目的に向かってベクトルを合わ
せ、参加することに喜びと感謝の気持ちが伴
ってこそ達成されるものと考えます。
その意味から、従来の延長線だけでなく今、
という時代が求める奉仕活動の在り方を見直
す必要もあるかもしれません。
しかし、「言うは易し行なうは難し」である
ことは承知していますが、勇気を持ってチャ
レンジし楽しいクラブライフを実現したいと
思います。
もとより、浅学非才の身でありますがメン
バーの皆さんと「思い」を共有し、取り組む
所存です。各位のご理解とご協力を切に願っ
ています。

2017～2018会長方針
１．メンバー間の自由な意見交換を
尊重しクラブの活性化に努める
２．委 員会活動には全員が参加し、
活動の充実を図る
３．奉仕活動には、全員が年１回は
参加する
４．クラブに招聘すべき人材を掘り
起こし、会員増強に結び付ける
５．文化面から青少年育成の展開を
図る
６．リーディングクラブとしての人
材育成を準備する

−1−

2017 年 7 月〜 2018 年 6 月
ティビティを、各委員会委員長のリーダーシッ

第一副会長

プ、各委員会委員の協力、メンバー全員の参

Ｌ. 佐藤 一夫

加・協力を得ながら充実させて参る所存です。

皆様の意見を積極的に取り入れ良い会に

もとより非力ではございますが、他の八役

本年度、第一副会長の大役をおおせつかり

の皆様と共に原田会長を支え、長野ライオン
ズクラブの発展に寄与できるよう一年間頑張

身が引きしまる思いであります。精一杯、努

りますので、何卒、ご指導ご鞭撻を賜ります

力し頑張って参りたいと思います。

ようよろしくお願い申し上げます。

会長、スローガン「55年の歴史に学び愛と
労働の奉仕活動を」と、基本方針を大事にし、
原田会長の思いを共有して足手まといになら

第三副会長

ない様に活動してまいりたいと思います。

Ｌ. 杉村 智代

また、運営委員会では、特にリーダーシッ
プ委員会の名称を変更し、
（育成・研修委員会）

皆さんに笑顔を運ぶことを目標に

となり、リーディングクラブとして人材育成

今年度、原田会長の下、第三副会長を務め

を準備する為の委員会でもあり、期待をして

ることになりました、杉村です。

います。

これからの１年は、会員相互の親睦をはか

また、楽しい例会、楽しいクラブライフの

りつつ、笑顔でクラブ活動が出来るお手伝い

実現に努力してまいりたいと思います。

をして行きたいと思っています。

皆様の意見を積極的に取り入れ、より良い

特に、特別委員会、会員厚生・ファミリー

会にしたいと思います。それには皆様のご協

委員会の皆さんには、お世話になります。そ

力が必要不可欠ですので、どうぞ宜しくお願

して、委員会メンバーがしっかりと団結して、

い致します。

楽しく委員会活動をして、メンバーの皆さん
に笑顔を運ぶことを目標に活動していきたい
と思っています。不慣れなので、分からない

第二副会長

ことも沢山あります。少しずつ学びながら進
んで行きたいと思います。

Ｌ. 山際 悟郎

１年間、よろしくお願いします。

会長を支え長野LCの発展に寄与
本年度、第二副会長を務めさせていただく
ことになりました山際悟郎です。

幹

伝統ある長野ライオンズクラブの第二副会

事
Ｌ. 若林 恒雄

長という大役を仰せつかり身の引き締まる思
いです。ライオンズクラブの活動の中心であ

時代に沿ったクラブ運営･奉仕活動に尽力

る奉仕活動を担当する事業委員長として、原

今年度、原田会長のもとスローガンである

田会長の「55年の歴史に学び、愛と労働の奉

「55年の歴史に学び、愛と労働の奉仕活動を」

仕活動を！」というスローガンのもと、市民

をもとに幹事を仰せつかりました若林です。

委員会、環境保全・社会保健委員会、YCE国

クラブでの幹事という仕事については無知で

際協調LCIF委員会、三献推進委員会の各アク

あり会長の元、番頭役としてはかなり重責を

ホームページＵＲＬ

http://naganolc.com/
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役 員 就 任 挨 拶
下秀巳と比べても「劣るとも勝らない？」ス

背負わされた感と責任を感じております。

キルを存分に発揮していこうと思います。

ライオンズクラブの紋章には２頭のライオ
ンが描かれており、１頭は輝かしい過去の歴

しかしながら何人も初体験を完璧にこなす

史を、もう１頭は未来の活動を見つめている

事は出来ません。仕事の初体験、趣味の初体

といわれています。クラブの諸先輩の歩んで

験、異性の初体験…あっ！最後は完璧だった

きた活動をもとにその時代に沿ったクラブ運

と記憶しています。
冗談はさておき、自分の役割をよく理解し

営、また奉仕活動に尽力していきます。

て様々なことを「忖度（流行）
」し、与えられ

また、この一年の活動については各委員会

た責務を粛々と行って参ります。

のご協力を得なければ成功を収めることがで

行き届かぬところがあろうかと思いますが、

きません。一年間皆様のご指導、協力のほど

皆様方におかれては暖かい目で見て頂き、一

宜しくお願い申し上げます。

年間スムースな例会運営にご協力をお願い致

会

します。

計

テールツイスター

Ｌ. 内田 雅己
全員参加の楽しいクラブ活動‼

Ｌ. 市川 さとみ
円滑にボリューミーに‼

平成29年度会計を拝命致しました内田です。
原田会長のスローガン「55年の歴史に学び、

今度、テールツイスターを拝命致しました

愛と労働の奉仕活動を！」を基に若林幹事と

市川でございます。入会して４年目になりま

協力し1年間頑張っていきたいと思います。

す。これまで計画出席委員会・市民委員会を

例会やアクティビティーへの出席率向上は

経験してきました。まだまだライオンズクラ

各委員会の活性化に懸かっています。みなさ

ブ修行中の身でありますので、皆様のご教示

まからご意見を出して頂き委員会で検討しク

を仰ぎながら、今回も務めて参りたいと思い

ラブ活動に反映していく。それにより全員参

ます。不慣れで何かと行き届かぬ点もあろう

加型のクラブ運営ができます。貴重なお時間

かと思いますが、活動の源となる皆様からの

を有効的に使えるよう、楽しみながらクラブ

“ご厚志” が円滑に、ボリューミーに貯まりま

活動ができるようみなさまのご協力をお願い

す様、努力する所存でございます。お声掛け

致します。

させて頂きました節は、気持ち良くご対応の
程、宜しくお願い申し上げます。

ライオンテーマ
Ｌ. 小林 正直
責務を粛々と
このたび、ライオンテーマを仰せつかる運
びになりました。入会２年余りでの役員就任
は「デキル私」としてもさすがに動揺を隠せ
ません。前前任のＬ. 清水威彦、前任のＬ. 宮
−3−
Ｅメールアドレス

naganolc@fancy.ocn.ne.jp

334複合地区

善光寺雲上殿草刈り清掃

第63回年次大会in長野

2017.6.3 善光寺雲上殿

2017.6.11 キッセイ文化ホール

～輝く未来へ進化するライオ二ズム･ウィサーブ～
334複 合 地 区 第63回 年 次 大 会 は、 ６ 月11日
（日）松本市キッセイ文化ホールでの開催とな
った。
わがクラブの代議員は、Ｌ. 麻場・Ｌ. 内田・
Ｌ. 小原・Ｌ. 小林正直・Ｌ. 佐藤・Ｌ. 対馬・
Ｌ. 西宮・Ｌ. 松山・Ｌ. 宮野・Ｌ. 山浦・山際・
Ｌ. 若林・Ｌ. 竹内の13名、13：15から行われる
代 議 員 会 に 臨 ん だ。 武 田 決 議 委 員 長 か ら、
1,500名の有資格者がいますが、1,370名出席し
ており過半数を有しており過半数が満たされ
ている旨を報告、複合スローガン「輝く未来
へ進化するライオニズム・ウィサーブ」が採
択された。また、昨年度一般社団法人化した
ので、複合会則が大きく改正され承認される。
引き続いて、大会式典に臨み各ガバナーが映
像を使って、一番印象に残っているアクティビ
ティを紹介しながら入場し、334-E地区武田ガ
バナーは２番目に入場、第42回日本・フィリピ
ン合同医療奉仕活動をメインに挙げられた。
ガバナー協議会議長の年次報告では、LCIF
献金についてはＡ地区によるMJF献金のリー
ダーシップ的役割の下334複合地区合計MJF献
金2,058口の成果をあげて頂き、クラブ献金そ
の他を合わせて総額220万ドルを達成いたし全
国一位となった。国内外にわたる援助・事業
支援のためにLCIF交付金も大いに活用して頂
いたと締めくくった。
公務で遅れて出席された阿部県知事の挨拶
後、佐藤義雄国際理事候補者が挨拶、抱負を
語り６月30日から始まるシカゴ国際大会へ向
う予定です。
五月晴れの一日でありましたが、参加頂い
たライオン大変お疲れ様でした。
（幹事 Ｌ. 竹内 正）

ホームページＵＲＬ

http://naganolc.com/

～年度最後のアクティビティに31名参加～
恒例となりました善光寺雲上殿での草刈り
清掃は６月３日（土）６時半から行われました。
環境保全・社会保健委員長Ｌ. 金城の呼びか
けで行われた草刈り活動は８月、９月と行い、
今年度３回目となります。皆さん慣れたもの
で６時頃から早々に集まり、待ちきれずに草
刈りスタートされていました。
今年は梅雨前から気温が上がり、暑いおか
げで草木も青々と伸び放題に成長していまし
たが、まずは強力な乗用型草刈機「西宮号」
「楢本号」で広く刈り取ってしまい、細部はエ
ンジン草刈り機部隊が隅々までかってしまう
という人海戦術。刈った草も軽トラ「藤巻丸」
で運ばれてあっという間に終了してしまいま
した。
今年度最後のアクティビティの参加者は31
名。今年度の草刈り活動３回の内、最高参加
人数（会員のみ）となり、西宮会長の人柄を
表すように活気があるアクティビティで締め
くくる形となりました。
綺麗に草刈りを終えた中庭には、2R1Zガバ
ナー公式訪問に４クラブの合同アクティビテ
ィとして善光寺に贈呈植樹された桜の木が風
景に溶け込んでいました。
この景色の中でいただいた朝食（パン）は
また格別で、常々この環境を整備し続けるこ
とが我が長野ライオンズの大きな役割である
なと再認識した次第です。
ご参加いただいた皆さん、準備にあたられ
た環境保全・社会保険委員長のＬ. 金城と委員
の皆さん本当に有難うございました。
（広報委員 Ｌ. 北澤 哲也）
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誕生日を迎えて

同じ年

Ｌ. 植木 鉄也

Ｌ. 高木 真

７月31日に54歳を迎えます。

1972年７月23日が私の誕生日です。

ここ数年、誕生日前後に健康診断を行っており

長野フローの誕生日（創立日）は1972年５月

ます。ジョギングのお陰でしょうか、注意事項も

６日で少し先輩になります。入社はだいぶ長野フ

なく充実した生活を送らさせて頂いています。

ローのほうが先輩ですけどね。なんだか何を言っ
ているのか分からなくなってしまいましたが、私

こどもの頃の私は、体が弱く放課後の同級生と

自身はいずれ退職するときが訪れますが、長野フ

の遊びもそこそこに医者通いの日常でした。父か

ローは永遠に働き続けられるよう、これからも頑

らは「お前は名を体で表している。金を失うなり

張っていきたいと思います。

だな」と言われていた事を思い出します。

ライオンズクラブも入会させて頂いて７月で１

日々多忙ではありますが、身体と共に心の健康

年になりました。ライオンズ活動もこれからはし

が生活の充実を育むと実感しています。今後は、

っかりと行っていきたいと思います。

地域社会の充実のため、事業の永続、社員が輝く

今後もよろしくお願いします。

企業を目指して行きたいと思います。
ライオンズクラブにおきましても、皆さまのご

5月の献血実績 三献推進委員会

指導を頂きながら充実した活動をさせて頂ければ
幸いと存じます。宜しくお願い致します。

於：㈱八十二銀行 昭和通営業部（5月23日）
400mL 200mL
合計
血液量
5,200mL
13人
0人
13人
於：NTTタウンページ㈱信越営業部（5月25日）
400mL 200mL
合計
血液量
5,200mL
13人
0人
13人

48歳になりました
Ｌ. 宮澤 度
幼いころ、私が思い描いていた40代後半？知性

— 準備理事会･現次期合同理事会 報告 —

と教養が滲み出るような渋い大人の男性像。似て
も似つかない現在の自分でした。

2017.6.8

男として社会人として、これからも努めを果た

於：ホテル国際21

議事

していかなければなりませんが、幸いにも周りの

１．2017年度会長スローガン

「55年の歴史に学び、

友人、諸先輩方に恵まれ日々刺激を受けながら楽

愛と労働奉仕活動を！」

しく生活を送ることができています。そんな中で
自分の理想像に少しでも近づけるよう努力してい

２．2017年度の主な活動方針

きたいものです。最近は老眼が進み好きな読書も

３．理事会の日程および構成メンバーについて
４．例会日程について

一苦労ですが、夜酒を飲みながら小説を読んだ

５．誕生日祝いのプレゼントについて

り、大好きな革靴磨きをしながら心落ち着かせて

６．三役への記念品贈呈について

おります。

７．公 益財団法人長野県障がい者スポーツ協会

皆さまには今年１年またお世話になりますが引

賛助員について

き続きご指導、ご鞭撻賜りますよう宜しくお願い

――

申し上げます。



以上承認

――

（文責
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Ｌ. 対馬 明美）

naganolc@fancy.ocn.ne.jp

6 月第 1 例会

No.1326

2017.6.1

No.1327

於：ホテル国際 21

6 月第 2 例会
2017.6.15

西宮執行部も残すところあと１ヶ月となり、

於：ホテル国際 21

西宮会長の下での
最後の例会が開かれ、

冒頭、会長挨拶も任期をやり遂げられた思い

西宮会長より、一年

と残す１ヶ月も手を抜かずに努めたいと話さ

間に行われた各事業

れました。

や行事を振り返りな

国際本部より２名新会員スポンサーに対し

がら、全会員へのお

キー賞の伝達があり、Ｌ. 麻場貴子、Ｌ. 今澤

礼が述べられ、次年

義隆、Ｌ. 内田雅巳、Ｌ. 西條賢治、Ｌ. 西條春

度原田丸へのエール

雄、Ｌ. 成田寿郎、Ｌ. 原田美登、Ｌ. 藤巻仁、

が送られました。

Ｌ. 矢島嘉一郎、Ｌ. 矢島利昭、Ｌ. 山岸隆久の

引き続き、Ｌ. 左右田のスポンサーによりＬ.

11名が受賞されました。

池田の入会式が行われました。
その後、国際大会参加ライオン５名に対す

誕生日祝いは、Ｌ. 小

る旅費が贈呈され、二年理事欠員の補充にＬ.

林信三郎が大正時代に作

楢本が選出されました。また、次年度例会予

られたという家業の薬局

定表が次期幹事Ｌ. 若林より発表され、各委員

の法被を着て登壇され、

会報告もなされました。

「故きを温ねて新しきを

その後、幹事報告があり、現三役より、次

知る」の語に合せ、ライ

期三役へ引き継ぎがなされ、現三役へ記念品

オンに誇りを持たれてい

が贈呈さかれました。

た初代会長のＬ. 丸山の話をご披露されまし

その後、現三役より退任挨拶がなされ、西

た。

宮会長は、西宮丸が一年間の周航を終え無事
帰港できたことに対し、「お陰様で」という感

委員会報告は、第14回チャリティゴルフ大

謝の言葉が述べられました。

会終了報告と協力の御礼、善光寺雲上殿清掃

また、現八役より、本年度を振り返り挨拶

協力要請でした。幹事報告に続き５月に入会

がなされました。次期原田会長からは、今年

のお二人から会員スピーチがありました。Ｌ.

度の感謝とともに原田丸の就航に向けた力強

久保田大輔は「自己紹介」と題し、当クラブ

い決意が述べられました。

の会員であった父上より昨年引き継いだ会社

西宮会長による最後の閉会ゴングが鳴らさ

の歴史や概要の紹介があり、Ｌ. 小林庸悟から

れた後、次期原田会長へゴングの槌が引き渡

は「行政書士とは」と題し、ご自身の仕事内

され、最後の例会は閉会となりました。

容や現状を分かり易く説明されました。お二

引き続き、現・次期役員引き継ぎ懇親会が

人とも今後のご活躍が期待されます。

行われ、各会員それぞれの立場でこの一年間
を振り返りながら、次年度への抱負が語られ、

例会出席率73名中43名（60％）

親睦が深められました。

（会報委員 Ｌ. 徳嵩 ことい）

例会出席率73名中50名（70％）
（会報委員 Ｌ. 山際 悟郎）

これからの予定
7/ 6（木）12:30 〜
7/13（木）13:00 〜
7/20（木）12:30 〜
7/23（金）16:00 〜
7/27（木）18:00 〜
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