会員数 334-E 地区 2,636 名（12月末現在）
126 名（１月末現在）
長野 LC
（家族会員 54 名含む）
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『積極的な挑戦を！』

ガバナースローガン
（2017〜2018）

Letʼs Challenge more Aggressively to Serve
～新たなる山を求めて～

334-E地区2R新年合同例会

2018.1.12
於：ホテル国際21

新年の恒例行事2R新年合同例会が開催され

ホストクラブ大田会長の年頭挨拶を皮切り

ました。例会参加は2R15クラブ。登録者数は

に、阿部守一長野県知事が県とライオンズク

合計365名。今年は3Zの長野白樺ライオンズク

ラブとの連携等・佐藤義雄国際理事からは国

ラブがホストを務めました。

際理事のスタンス等のご祝辞をいただき、山

全員起立の上中央を向き、阿部守一長野県

邉正重地区ガバナーからは会員増強等の年頭

知事を先頭に、ご来賓の方々を拍手でお迎え

のことばをいただきました。皆様それぞれの

したあと、ホストクラブ大田吉宝会長による

立場から今年の抱負や現状に対する取り組み、

開会のゴングが鳴らされると、会場の雰囲気

懸案事項などを話され、会場全体も緊張感に

は大きな拍手で一気に盛り上がりました。

包まれました。
約40分の例会を大田会長の閉会のゴングで

続いて国旗・ライオンズクラブ旗に対し礼、

閉め、全員３階の懇親会場へ移動しました。

国歌・ライオンズクラブの歌を全員で斉唱し

（広報委員 Ｌ. 清水 威彦）

た後、ご来賓の方々・各クラブ会長の紹介が
行われました。
−1−

334-E地区2R新年祝賀会
2018.1.12 於：ホテル国際21

誕生日を迎えて
Ｌ. 西澤 啓
私は２月28日の誕生日で古稀となります。私の
み まか
父は63歳で身罷り、33歳から社長として37年間、
学校の教科書の完全供給の為にと働いて来まし
た。
日本経済は戦後生れの団塊世代の出現により、
日本を高度成長社会を作り上げ、バブル経済とな
り、株・会員券・地価は急上昇し大量の金余りで
投資が増え、国民は皆この世の春が続くと思って
いた時、バブルの崩壊が起き、低成長時代が何と
25年続き、貧富の差が広がり貧困で苦しむ人が増
え、又この頃は株価の上昇、世界中での金余りで
金融政策による金融バブルの時代へと入り、大都
市の地価・株・外国株の上昇、又仮想通貨の急上
昇等、世界中バブルに浮かれていますが、これか
ら先はどうなるのかは神のみが知る所でありま
す。
あなど
この先の残された人生を傲る事なく、現役とし

新年合同例会終了後、３階千歳の間にて2R
新年祝賀会が催されました。冒頭、坂本あゆ
みクラシック＆ジャズカルテットの演奏が２
曲あり、フルート・ピアノ・ギター・ベース・
で約20分間、素晴らしいアトラクションに魅
了されました。
そしていよいよ祝賀会開宴。来賓の樋口長

て皆の幸せの為、社会の為に過ごしていく所存で
ありますので、これからも皆々様のご指導の程宜
しくお願い致します。

野市副市長にご挨拶を頂いた後、菅沼哲夫第
一副地区ガバナーの発声で乾杯。しばし歓談
の後は会場いっぱいに並んだあちこちの円卓
で、みんな新年の挨拶や久しぶりの再開に握
手をしたり、顔を赤くした笑顔が絶えません

新たな趣味

でした。その後も祝賀会は続き、終盤にはテ

Ｌ. 西宮 登喜男

ールツイスターの登場、山邉ガバナー・佐藤

２月12日にて56歳になります。昨年より30年
のブランクを経てバイクに乗り始めました。
私の様なライダーをリターンライダーと呼ぶよ
うです。なぜ？ まー子育ても落ち着き、バイク
に乗る仲間がいたからだと思います。とは言えそ
んなに乗る時間もなく、乗れるときはワクワクし
ます。
無理のない道程で、安全に走ることを心がけて
おります。ツーリングに行くと、全身で受ける
風、環境や気候で変化するエンジン音、どれも新
鮮に感じます。また、自分のバイクを自分なりに
チューニングするのも楽しみの一つです。
趣味はOFFの時に、好きな事を通じて感性を磨
き、見聞や人の輪を広げていければ、自然と人生
そのものが充実するような気がします。
バイク乗り集まれ！

国際理事をはじめ役員の方々が壇上に登りラ
イオンズローア、長野白樺ライオンズクラブ
Ｌ. 小林清伯のソングリーダーのもと、会場に
い る 全 員 で 手 を つ な ぎ、 両 手 を 上 下 に 振 り
「また会う日まで」の合唱を行いました。そし
てホストクラブ長野白樺ライオンズクラブ第
一副会長のＬ. 小林克己による挨拶で閉宴とな
りました。
（広報委員 Ｌ. 清水 威彦）
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還暦の誕生日を迎えて

ニューイヤーコンサート

Ｌ．田澤 和文

Ｌ. 内田 雅己

２月21日で還暦を迎えます。
若い頃には還暦はかなり先の未来と思っていま
したが、いざ自分が還暦を迎えるとなると不思議
な気もしますが、
「そうなのか。」と受け入れる気
持ちも半分あります。
ほん け
還暦とは、「本 卦 がえりともいう。数え年61歳
え

１月８日長野芸術館にてウィーンシェーンブル
ン宮殿オーケストラによるニューイヤーコンサー
トを聴きに行ってきました。毎年いくつかのコン
サートへ行くのですが、ニューイヤーは人生初で
す。
本来のニューイヤーコンサートはウィーンフィ
ルにより毎年１月１日ウィーン楽友協会大ホール
で 開 催 さ れ ま す。 世 界90カ 国 で 衛 星 中 継 さ れ
5000万人以上が視聴し、チケットを入手するの
に10年もかかると言われています。演目は毎年シ
ュトラウス家の権威が会議によって決めワルツや
ポルカが中心となり指揮者は投票により選出され
ます。2002年には小澤征爾さんが指揮をして日
本でも話題となりました。余談ですがウィーンフ
ィルは楽器もすごいんです。この席はストラディ
バリ、この席はガルネリ、アマティと代々受け継
がれています。一生に一度は行ってみたいな～。
クラシックの話をすると止まりません。
今年も仕事に趣味にライオンズにと頑張ってい
きたいと思います。

と

のこと。十干十二支による生れ年の干支に戻る年
で，古くから61歳を隠居の年齢とし，社会人とし
ての生活からの隠退を意味した。」とありますが、
現代では社会生活からの隠退（引退）には早過
ぎ、むしろこれから一旗揚げると意気込む方も多
いと思います。
自分では還暦を迎え、大きな病気をせずに過ご
せたことに感謝するとともに人生の再出発と捉え
て何か一念発起しようと考えていますが、
長年のサ
ラリーマン生活からの脱却は容易ではありません。
しかし、脱却せずとも還暦をきっかけとし、自
分の人生の可能性を探りながら、人との出会いを
大切にして、何かもう一度ときめくものに挑戦し
てみようと思うこの頃です。

われ い がいみなわが し なり

『人生訓：我以外皆我師也』

誕生日を迎えて思うこと

Ｌ. 清水 威彦

Ｌ. 松山 八重子

この言葉は、私が48歳の時に出会った、作家吉
川英治の造語で、自身の人生訓としてきたもので
す。人も物も自然も皆、自分に何かを教えてくれ
る先生という意味で、常に「学びの心」と「向上
心」を持つことの大切さ、すばらしさを表現した
ものです。
誰もがこの世に生を受けた時には、何も知らな
い純粋な心で生れ、親をはじめとした人や、まわ
りの物や自然から色々なことを吸収し学んで成長
してきました。
ところがいつの間にか「学ぶ心」を忘れ、他人
の未熟さやあやまちが気になり、自分自身の未熟
さやあやまちは見えて来ないばかりか、見ようと
もしないようになって……。
あれから15年！ 今私はどうだろうか？
今年は、自身の人生訓を再認識し、充実した一
年が過ごせるよう自然体で頑張りたい！！

最近本屋に行くと何かと目につく本がありま
す。素敵な歳の取り方！とか老ても輝いている人
の生き方…みたいな（笑）体は着実に老いてきて
受け入れたくないこの頃です。運動が大好きな私
にとっては思うように動けないことは悲しいこと
ではあるけれど、継続は力と年齢なりのスポーツ
を楽しみたいと思っています。
昨年60代の部の中部日本大会で、愛知県のペア
ーに勝って優勝できたことは大変嬉しかった出来
事でした。怪我しなければその年齢にあったバド
ミントンも楽しめるのかな？ ゴルフもそんな感
じで楽しみたいと思う今日この頃です。
平成20年に主人が他界して急遽社長になって不
安ばかりの日々でしたが、10年たったんだと感慨
深いものがあります。失敗しても挑戦していきた
いと思っています。今年もよろしくお願いいたし
ます。
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2017年 LCIF $1,000寄附協力者

1 月第 2 例会
2018.1.18

（１回目は盾、２回目以降はラベルピン贈呈）

於：ホテル国際 21

Ｌ. 西宮登喜男…10回 Ｌ. 宮下

秀己…２回

第１例会が2R新年合

Ｌ. 原田

美登…４回 Ｌ. 小林

正直…１回

同例会振替だったため、

Ｌ. 内田

雅己…２回 Ｌ. 若林

恒雄…１回

原田会長の挨拶は、新

※2017年最終協力者の皆様を再度掲載いたしました。

年のご挨拶から始まり

— 1月定例理事会 報告 —

ました。昨年末に参加

2018.1.11 於：ホテルメルパルク長野
議事
１．2017年度上半期決算報告並びに監査報告
の件
２．第43回日本・フィリピン医療奉仕活動参加
者への助成金の件
３．2018 ～ 19レオ・青少年・ライオンズクエ
スト・薬物乱用防止委員選出決定について
―― 以上承認 ――
報告事項
１．LCIF献金協力者について
２．下半期会費納入について
３．１月メークアップ受付当番について

（文責 Ｌ. 矢島 利昭）

されたセミナーで学ん
でこられたことを、心
理テストなどを交えながら共有いただきまし
た。高齢者を地域で守るというテーマですが、
会長の仰る通り我々の日常生活にも役に立つ
ものでした。
この後、原田会長より指名委員の任命があ
り、満場一致で承認されました。また、来期
の2R1Zレオ・青少年・ライオンズクエスト・
薬物乱用防止委員に、Ｌ. 楢本和彦が選出、承
認されました。

12月の献血実績 三献推進委員会

誕生日祝いでは対象11

於：長野県庁（12月12日）
400mL 200mL
合計
67人
0人
67人

名のうち、Ｌ. 金澤久義
に誕生日の新聞記事が手
渡されました。90歳にし

血液量
26,800mL

於：中部電力㈱長野電力センター（12月12日）
400mL 200mL
合計
血液量
7,600mL
19人
0人
19人

て毎朝二時間のストレッ
チを欠かさないというス

於：NTT東日本長野新田町ビル（12月27日）
400mL 200mL
合計
血液量
69人
0人
69人 27,600mL

ピーチに驚きの声があが
りました。いつまでもお
元気でご活躍ください。おめでとうございま
す。

これからの予定

続いて、委員会報告は環境保全・社会保険

2/ 1（木）12:30 〜
2/ 8（木）13:00 〜
2/15（木）18:00 〜
2/19（月）16:00 〜
2/22（木）17:30 〜
2/22（木）18:00 〜

委員会から、クリスマスアクティビティ実施
報告と、聴覚障がい者の人たちとのボーリン
グ大会開催のお知らせが、会員厚生・ファミ
リー委員会から麻雀大会参加のお願いと雪見
例会の案内がありました。そしてテールツイ

長野ＬＩＯＮ

スターの登場とともに幹事報告が行われまし
例会出席率67名中35名（出席率52％）
（広報委員 Ｌ. 神津 富治男）

http://naganolc.com/

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：ながの麻雀サロン
於：ホテル国際 21 ロビー
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