会員数 334-E 地区 2,624 名（６月末現在）
126 名（７月末現在）
長野 LC
（家族会員 54 名含む）
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2017.8.1 334-E 地区
長野ライオンズクラブ
広報委員会発行

輝く未来へ進化する
ライオニズム・ウィサーブ

2017.7.4
長野県庁知事室

原田会長らが阿部知事を表敬訪問

予定しているアクティビティについて説明が

７月より原田会長執行部が発足したことに

なされた。

より長野県知事への就任挨拶を兼ね表敬訪問

知事より子供貧困問題については、子供だ

をいたしました。
７月４日（火）午前９時30分、原田会長、

けではなく青少年から老人までの貧困問題に

佐藤第一副会長、山際第二副会長、若林幹事、

取り組んでいただきたいなど要望がいくつか

市川テールツイスター、星野広報委員長の６

提案されました。また、知事より今年中に特

名で知事室を表敬訪問しました。

別例会に出席してメンバーとの意見交換の場
にしたいとのお話をいただきましたので日程

知事室では阿部守一知事（長野LC名誉会

を確認して進めていきます。

員）とLC役員との名刺交換をいたしました。

限られた時間を少々オーバーしましたが有

冒頭、知事に原田会長から就任の挨拶をし

意義な表敬訪問となりました。

た後、当クラブのアクティビティジャンパー

（幹事 Ｌ. 若林 恒雄）

を贈呈しました。長野ライオンズクラブの現
在行っているアクティビティと今年度新たに
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2017年７月〜
2018年６月

委員長就任挨拶
標達成できますよう、ご協力のほど、どうぞ
よろしくお願い致します。

広報委員長
Ｌ. 星野 直信



育成・研修委員長

広報委員長を拝命したＬ. 星野です。
今回、10年ぶりに広報委員に所属すること
になりました。思い出せば、入会時に、ライ
オンズクラブの活動を理解するに一番早いの
は、活動報告を掲載する機関誌を作成する委
員会に所属するのが一番と選択しました。
実際、アクティビティーを取材することに
よりライオンニズムの活動を目の当たりにし、
諸先輩からの活動の意義をその現場で説明を
頂きました。
そして、理解が進めばアクティビティーに
参加する意義と奉仕活動の喜びを感じること
が出来たのかと感謝しています。
さて、長野ライオンズクラブの機関誌は月
次発行で全国的に希有な存在と云われます。
委員会では会員に一ヶ月の活動を詳しく伝
え、会員相互の交流に貢献することが役割だ
と自負しています。
そこで、会員各位にお願いがあります。
「会
員による会員の為の機関誌」を実現させる為
に、是非積極的に投稿をお願いいたします。



今年度育成・研修委員会委員長をおおせつ
かりました菊池です。
育成・研修委員会は昨年まではリーダーシ
ップ委員会という名称で運営されておりまし
たが、より活動内容を明確にするため現委員
会名に改名されました。
ライオンズクラブはアメリカで結成された
組織ですので、組織の運営方法、規則、用語
等に独特の形式があります。又、100年に亘る
長い歴史の中で名文化はされてはいないが暗
黙のルールや文化が存在しております。
会員暦の短いライオンは様々な面で、わか
りにくいこともあろうかと思います。
全てのライオンがライオンズクラブの歴史、
文化、趣旨を理解し、奉仕活動にまい進でき
るよう当委員会では指導研修会等を開催して
いきたいと思っております。
一年間よろしくお願いいたします。

環境保全社会保健委員長

会員増強委員長




Ｌ. 麻場 貴子

http://naganolc.com/

Ｌ. 宮坂 雅樹

この度、事業委員会委員長山際悟郎さんの
元、環境保全社会保健委員会の委員長を仰せ
つかりました、宮坂雅樹です。まずは私のよ
うな若輩者に、このような大役を仰せ付けて
頂き感謝申し上げます。
前年度は、金城委員長の元、同委員会の副
委員長を務めさせて頂きました。雲上殿の草
刈や、子供の施設へ訪問してクリスマス会等
を経験させて頂きました。自分の子供も沢山
お世話になった施設でしたので、事業に携わ
ることが出来て感謝しております。叉、事業
を通じて、沢山のメンバーさんとコミュニケ
ーションを取ることが出来た事も、重ねて感
謝申し上げます。歴代の先輩方の顔に泥をぬ

この度、原田会長のもと会員増強委員長を仰
せつかりました、麻場でございます。会員不足
がどこのクラブも課題であるなか、私ども長野
ライオンズクラブも例外ではないでしょう。さ
て、どのように会員の増強を図ればよいのか？
原田会長の方針に従い、また佐藤委員長の
意向のもと、委員の皆様と策を練りながら、
クラブ会員皆様のご協力をいただけるよう、
努めて参りたいと思っております。
そ れ に は、 い か に 魅 力 あ る ク ラ ブ で あ る
か！ い か に 社 会 貢 献 で き る 活 動 を し て い る
か！ということが重要になってくるかと思い
ます。そんなことを踏まえながら、今年は５
名の増強の依頼がきているようですので、目

ホームページＵＲＬ

Ｌ. 菊池 敏文
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らないように、そしてせっかく仰せつかりま
したからには、自分らしく頑張りたいと考え
ております。委員会メンバーの皆様をはじめ、
メンバーの皆様、何卒宜しくお願い致します。

☆池田 勇貴 様

生年月日 昭和55年12月3日生
夫人名 里奈様
勤務先 ホテル国際21
役職名 課長
長野市県町576
TEL026-234-1501
自 宅 長野市西尾張部1065-2

YCE・国際協調・LCIF委員長
Ｌ. 下田 もも子



YCE・国際協調・LCIFの委員長として務め
させていただきます下田もも子です。
YCE…本年度は受け入れがございませんが、
来る長野ライオンズの受け入れに備え、最近
のYCE事情を収集したいと思います。青少年
育成の大きな行事として、海外派遣作文コン
クールがあります。清泉系列校・長野高専に
参加を呼び掛けて、新しい未来を考えるきっ
かけになるように働きかけをします。国際協
調・Lions Clubs International Foundation
（LCIF）…ライオン用語には色々略語があり
ます。皆さんぜひ、正式名を憶えてください。
視力問題との闘い、大規模災害への救援、青
少年への価値あるライフスキルの提供が主に
交付金として使われています。寄付をしてい
ただくだけでなく、それがどのように使われ
ているかを知ることでもっと身近に感じてい
ただけるように資料提供をしたいと思います。
私だけでは不安な面ばかりですが、Ｌ. 西宮と
協力して皆様の前に多々現れたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

この度、長野ライオンズクラブに入会させて
頂きました池田勇貴です。歴史と伝統のある長
野ライオンズクラブに入会出来た事を大変光栄
に思っております。仕事はホテル国際21営業
部に勤めており、日頃よりライオンズクラブの
皆様方にはご贔屓にお世話になっております。
長野市出身で小学校３年から大学まで野球漬
けの生活をしてきましたので元気だけは取り柄
です。今は上達しないゴルフ？ゴルフ後の懇親
会？が趣味です。
これから諸先輩方のご指導を頂きながらライ
オンズクラブの理念である奉仕の精神を学び長
野ライオンズクラブの一員として恥じないよう
積極的に活動に取り組んでいきたいと思ってお
ります。メンバーの皆様、何卒宜しくお願いし
ます。

☆神津 富治男 様

生年月日 昭和36年３月７日生
夫人名 裕美様
勤務先 ㈱TOSYS
役職名 電設・ITビジネス事業部長
長野市北長池1898-10
TEL 026-213-8950
長野市鶴賀251-11-101
自宅
TEL 026-263-4931

6月の献血実績 三献推進委員会
於：長野日本無線㈱（6月5日）
400mL
63人

200mL
0人

合計
63人

血液量
25,200mL

於：長野日本無線㈱（6月6日）
400mL
200mL
合計
77人
0人
77人

血液量
30,800mL

於：長野信用金庫本店（6月13日）
400mL
200mL
合計
35人
0人
35人

血液量
14,000mL

この度、矢島嘉一郎さんの交替会員として入
会しましたTOSYSの神津富治男と申します。
昨年６月までの約32年間NTT東日本におり
ました。平成23年からの3年間は長野支店で法
人営業の仕事に携わっておりましたが、その時
と同様、東京の自宅を妻と３人の子供達に任
せ、気ままな？単身生活を過ごしております。
趣味はスポーツ観戦。スポーツは見るのもや
るのも大好きです。中学から大学までテニスを
していましたが、最近ではカラダがついていか
ないため、専らゴルフに行くことの方が多くな
っています。
また、趣味と言えるまでにはなっておりませ
んが、男性合唱団ZENに所属し、一生続けられ
るものとして、毎週火曜日もんぜんプラザで声
を出しています。
伝統のある長野ライオンズクラブの一員に加
えて頂きました。一日も早くクラブのお役に立
てるようになりたいと思っております。
どうぞ、よろしくお願い致します。

於：中部電力㈱長野電力センター（6月20日）
400mL
200mL
合計
血液量
19人
0人
19人
7,600mL
於：㈱八十二銀行本店（6月26日）
400mL
200mL
合計
63人
0人
63人

血液量
25,200mL

於：日本郵便㈱信越支社
400mL
200mL
27人
0人

合計
27人

血液量
10,800mL

於：メルパルク長野
400mL
200mL
13人
0人

合計
13人

血液量
5,200mL
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Ｅメールアドレス

naganolc@fancy.ocn.ne.jp

7 月第 1 例会

No.1328

2017.7.6

No.1329

於：ホテル国際 21

2017.7.20

「奉仕をさせて頂く」姿勢を求める！
原田会長の第一回の例会
高揚感のある例会でした。
「歴史と伝統に輝く長野
ライオンズクラブ」との言
葉は、リーディングクラブ
として絶えず時代の流れの
中で先駆者として、誰より
も先に「汗を流すアクティビティーに努める」こ
とが長野ライオンズクラブの使命だと認識頂き、
クラブ会員は万難を排してアクティビティーに参
加頂きたいとお願いされた。
青少年育成を始めスポーツ面での地域貢献は実
績を重ねていますが、そこに加えて文化面の充実
を図りたい。最近「こども食堂」「老後破産」が話
題になり、貧困への支援が叫ばれています。社会
全体では「物的には豊かになったが、精神的には
貧しい」と云われています。外からは見えにくい
貧困問題に手を差し伸べることも地域への社会貢
献になるのではないか等々、原田会長は長野ライ
オンズクラブの活動の可能性に触れられました。
Ｌ. 宮野・西宮前会長の５名は国際ライオンズ
クラブ100周年シカゴ大会に参加され、334E地区
からの佐藤国際理事就任投票に長野ライオンズの
票を投じ、無事国際理事就任されたと報告があり
ました。十数時間のフライトを苦にせず大事なお
役をお勤め頂いたことに感謝申し上げます。チャ

（広報委員 Ｌ. 清水 威彦）

ーターメンバーからリーディングクラブとして毎
年国際大会に参加し、当地で得られた世界的な奉

— 7月定例理事会 報告 —

仕活動の情報を他クラブに伝えることも大事な役

2017.7.13

割と云われたことを思い出しました。
を担うべく、備えなければならない。
我々会員の前には大きな世界が広がっていく道
があることを自覚しました。
例会出席率72名中49名（出席率68％）

（広報委員 Ｌ. 星野 直信）



これからの予定
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（文責

長野ＬＩＯＮ

於：ホテル国際 21
於：メルパルク長野
於：ホテル国際 21
於：事務局
於：ホテル国際 21 ロビー

http://naganolc.com/

於：メルパルク長野

議事
１．2017年度決算報告並びに監査報告
２．2018年度予算（案）の件
３．2017.7 ～ 2018.6長野LC年間計画（案）の件
４．2R1Zガバナー公式訪問の件
５．ゾーンチェアパーソン例会訪問の件
―― 以上承認 ――
報告事項
１．Ｌ. 菅沼郁男ご母堂様逝去に伴うご香料、香典、生花について

我がクラブはお互いに切磋琢磨し、大きな役割

納涼例会
定例理事会
第 2 例会
広報委員会
メーク・アップ

於：ホテル国際 21

本会は会長挨拶で、フードバンクとフードドラ
イブの違いや、安全であるにも関わらず廃棄され
ている飲食物がいかに多いか、数字を示して説明
がありました。日本では１年間に企業330万t、個
人302万t、トータルで632万tが流通されず、これ
は世界で飢餓に苦しんでいる人々の量に匹敵する。
次に前年度決算報告が前会計Ｌ. 宮野から、監
査報告が前会計監査副委員長Ｌ. 角澤から、年間
計画（案）が幹事Ｌ. 若林から、本年度クラブ予
算（案）が財務委員長Ｌ. 宮野からあり、全て承
認されました。
委員会報告は、納涼例会について会員厚生ファ
ミリー委員長のＬ. 高木から、献血アクティビテ
ィーについては三献推進委員長のＬ. 阿部から、
本日の出席率については計画出席委員長のＬ. 宮
澤よりありました。
また、爽やかなＬ. 市川のテールツイスターの
登場と同時に幹事報告がなされました。
ゲストスピーチは、須坂
市出身の映画監督宮尾哲雄
様による「原田要 平和へ
の祈り」ドキュメンタリー
映画製作裏話を、プロジェ
クターを使って講演いただ
きました。ゼロ戦パイロッ
トとしての自らの戦争体験
から、平和や命の尊さ・戦
争の悲惨さを語り続けた故原田さん。この夏、長
野で上映されます。
例会出席率72名中40名（出席率56％）

は、
熱い会長の思いが伝わり、

8/ 3（木）18:00 〜
8/10（木）13:00 〜
8/17（木）12:30 〜
8/21（月）16:00 〜
8/24（木）18:00 〜

7 月第 2 例会

Ｌ. 矢島 利昭）
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長 野 市 南 県 町 685-2 長 野 県 食 糧 会 館 ４ Ｆ
長 野 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 発 行
ＴＥＬ （026）235 − 3883
ＦＡＸ （026）234 − 4397
会報編集者
Ｌ . 星野 直信
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