会員数 334-E 地区 2,573 名（６月末現在）
119 名（７月末現在）
長野 LC
（家族会員 51 名含む）
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「We Serve」

前向き思考で真の奉仕と大きな感動

阿部長野県知事を表敬訪問
長野ライオンズクラブ会長の佐藤ライオン
を筆頭に新役員が長野県知事を表敬訪問させ
ていただきました。分刻みのスケージュール
の中、時間を調整して頂きました。
初めて入る知事室。全員緊張気味で部屋に
入りました。阿部知事のお顔を拝見した時に、
柔らかい素敵な笑顔で迎えて頂き、緊張が一
気に和らぎました。そして、とても和やかな
雰囲気の中でお話させて頂くことが出来まし
た。新会長の佐藤ライオンより、阿部知事の
ネーム入りのライオンズバッジをお渡しする
と、直ぐに箱から取り出し胸に着けて下さい
ました。とても嬉しく感じました。そして、
今年度は女性の方が多くてとても華やかで良
いですねと言われ、女性ライオンは心なしか
嬉しそうでした。また、第二副会長の麻場ラ
イオンより、県庁での献血人数を更に増やし

2018.6.25
長野県庁知事室

たいので、是非阿部知事からも呼び掛けて欲
し い、 と お 願 い 致 し ま し た。 知 事 か ら は、
色々な機会や時間を調整して、献血活動に協
力したいと、前向きなお返事をいただきまし
た。そして今年も長野ライオンズクラブの例
会に出席して頂くお約束をし、知事を中心に
写真撮影を行い知事室を後にしました。
阿部知事の益々のご活躍を祈念いたします。
参加者 会
長 佐藤 一夫
前 会 長 原田 美登
第一副会長 徳嵩ことい
第二副会長 麻場 貴子
幹
事 松山八重子
会
計 下田もも子
ライオンテーマー 小池
悠
広報委員長 清水 威彦
（幹事 Ｌ. 松山 八重子）
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2018年７月〜
2019年６月

委員長就任挨拶
少により収入が減り、例年と同じ規模で事業
を行うには様々なところを削減しなくてはな
らない状況となっております。
会員数増加を目指すには魅力あるクラブ作
りが必要です。ボランティア団体としての自
覚、会員相互のご理解とご協力をお願い致し
ます。

計画出席委員長
Ｌ. 髙木



真

計画出席委員会の委員長を仰せつかりまし
た。昨年からの業務の引継ぎをしっかりと行
っていきます。また委員会メンバーの方たち
も同じ委員会になったご縁ですので出来るだ
け委員会を多く開催して交流が出来ればと考
えています。また会員スピーチとゲストスピ
ーチの回数を増やしていきたいと思います。
せっかくの例会ですので報告事項だけでなく
会員の交流の場になればと考えてます。まだ
まだクラブの入会歴が浅いので諸先輩方たち
にご相談させて頂きながら委員会運営をして
いきたいと考えています。１年間どうぞよろ
しくお願いします。

会員増強・FWT委員長
１年間よろしくお願いいたします。いよい
よ３年後には、60周年を迎えなければなりま
せん。いくら伝統と歴史のある名門と言われ
るクラブでも、会員を維持すらできないのが
現状です。このままでは、50名を切ってしま
うのも時間の問題です。今こそ基盤強化を始
めなければなりません。今年度、会長は会員
増強について、第一に挙げておられます。自
分たちのクラブの問題として、会員の皆さん
に真剣に受け止めていただき、一人でも多く
の会員が、スポンサーになっていただき、長
野LCが、今こそリーダーシップを発揮してみ
ようではありませんか。入会は招請のみ、本
人の意思のみでは入会させられません。これ
は地域社会から認められた存在である人に対
して招請により入会させるというものです。
身近なところに必ずや、優秀な人材が隠れて
います。自分たちが住む、この社会があり、
仕事が成り立っている。この社会に感謝する
とともに、一人ではできない奉仕活動を地道
に行う人の集まりを広げましょう。

会員会則委員長
Ｌ. 竹内



正

幹事が終わってから順送りで副をやり、こ
のたび会則委員長に就任いたしました。会員
会則委員会は、会員からの推薦により新入会
員を理事会に推挙し、入会式をスポンサーと
一緒に神聖に行うこと。会員増強・FWT委員
会と共に会員増強に努めることと思っており
ます。また、時代の変化に伴い規約が合わな
いところが出てきた際、実情に合うように、
規約改正を提言することなど、より良いクラ
ブ奉仕ができるよう活動していきます。みな
さまのご支援ご協力をお願いいたします。一
年間よろしくお願いします。

育成研修委員長

財務委員長




Ｌ. 内田 雅己

http://naganolc.com/

Ｌ. 立岩 健仁

今年度の「育成研修委員長」を仰せつかり
ました。会長方針に沿ってしっかり頑張って
いきたいと思っております。長野LCも結成55
周年を過ぎ結成メンバーの世代交代も大幅に
進んでいます。チャーターメンバーはもちろ
んのことクラブ歴史等に精通したベテランラ

昨年度の会計から本年度は財務委員長とな
ります。
みなさまのご協力により、昨年の決算はほ
ぼ予定通りご報告することができました。あ
りがとうございました。引き続き今年度の予
算案を立てさせて頂きましたが、会員数の減

ホームページＵＲＬ

Ｌ. 西條 賢治



−2−

イオンは大分少なくなってきています。ライ
オンズクラブはご存知の通り結成100周年を超
えた世界的な歴史と伝統のある組織です。そ
して世界最大の奉仕団体です。その中には長
い間培ってきた「理念」
「精神」あるいは奉仕
のあり方、組織のあり方等々知っておかなけ
ればならない事が多々あります。また、長野
LCも長い奉仕活動の歴史を持っています。ラ
イオン歴が長いだけで知識・精神など全くの
勉強不足・努力不足で誠に恐縮ですが、そう
いった諸々のことを私の経験の中からお伝え
できる機会を持てればと思っています。１年
間よろしくお願いいたします。

会員厚生ファミリー委員長

Ｌ. 菅沼 郁男

このたび、市民委員会の委員長を仰せつか
りました菅沼郁男と申します
よろしくお願いいたします。
今回、市民委員会ということで３事業を行
うのですが、今年は委員会が中心になります
が長野ライオンズクラブ会員皆さんで行える
ような設えに出来るように頑張りたいと思い
ます。
皆さんの協力がなければ行えない委員会と
考えておりますのでご協力ほどよろしくお願
いいたします。
一年間、全力で頑張りますよろしくお願い
いたします。

広報委員長
Ｌ. 清水 威彦



今年度、広報委員長を拝命致しました清水
です。
昨年度は星野委員長のもと、初めての広報
委員として、主に会報発行に携わってまいり
ました。
月に一度発行されている会報も600号を超
え、諸先輩方の築き上げてこられた50年以上
の歴史と伝統は、まさにこの会報に凝縮され
ていると言っても過言ではありません。現在
はホームページで見ることも出来、長野ライ
オンズクラブのさまざまな活動や考え方、そ
して内情もクラブ内外に向かって確認、発信
出来るようになりました。
今後は、更に質を高め、かと言って肩肘張
らず、個性的な会報の継続を目指し、広報委
員一同全力投球する所存です。（時々スローカ
ーブも交え…）
今後もクラブ会員皆様のご協力が無くては、
会報発行の継続はありえません。是非、積極
的な投稿や撮影（被写体も含め）のご協力を
お願い致します。

環境保全社会保健委員長


聡

昨年、副委員長を何気なく受けてしまった
後で、順繰りで委員長もやらなければならな
いと知った時には時既に遅しでした。
元来自分はギャグを言うようなタイプでも
なく、人を楽しませると言うかそういう関係
は苦手で、正直今までも避けていた場面が多
かったように思います。
しかし、ここまで来たからには腹をくくら
なければなりません。
この原稿を書いている今も、納涼例会の事
で頭がいっぱいになっております。
良く先輩方に言われるのが「自分が楽しま
なくちゃダメだよ」という言葉ですが、まさ
にその言葉通り自分や委員のメンバーが楽し
く出来、更に参加して頂くメンバーの皆さま
にも「楽しかったね」と言われるような設え
をしていければと思います。
最後に自分でハードルを上げてしまいまし
たが、皆が楽しく参加していただけるように
頑張りたいと思います。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。

市民委員長


Ｌ. 藤澤



Ｌ. 金城 京美

今年度、環境保全社会保健委員長を仰せつ
かりました。今までも３年間環境保全社会保
健委員会に属し、委員会の活動は全て参加し
てきました。活動内容は熟知しております。
どの活動もライオンズクラブのアクティビテ
ィの柱の活動です。
熟知しているということから仰せつかりま
したが、慣れの中での失敗に極力気をつけて、
今まで以上の活動報告のできるような、そん
な１年を過ごしていきたいと思います。
全てのアクティビティは、皆様の参加で成
りたちます。皆様のご協力宜しくお願いしま
す。
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ライオンズクラブ国際協会334複合地区
第64回年次大会 in 三重開催
田沙保里本人である）で代
議員登録を済ませ大議員会
へ参加をしました。各委員会
審議事項が報告され、承認
されました。
大会式典はオープニングア
トラクションが 行われたた
後、ガバナー協議会構成員・
大会委員長、来賓が入場し、白子ウインドシン
フォニカの生演奏で国歌「君が代」
、ライオンズ
クラブの歌を斉唱し、式典がスタートしました。
この中で参加クラブ紹介では334-E地区が紹介さ
れ参加クラブ36クラブ、208名の紹介を受け、全
員でライオンズロアーを行いました。式典は続い
ておりましたが帰郷時間の関係で会場を後にし
ました。
この２日間メンバーの日ごろの行いが良く晴天
に恵まれた複合大会でした。
ご参加されたメンバーの皆さん、遠距離のバ
ス旅行ご苦労様でした。
（幹事 Ｌ. 若林 恒雄）

ライオンズクラブ国際協会334複合地区第64回
年次大会in三重に参加するために当クラブより14
名の出席をいただき、Ｌ. 清水威彦の旅行プラン
により年次大会に向け前泊をし、大会に臨みま
した。
６月２日朝８時に中型バスにメンバーが乗り込
み、長野を出発しました。車中では和気藹藹の
笑いの旅が始まり岐阜の民族博物館リトルワー
ルドと岐阜城を探索した後、宿泊地の長良川温
泉の鵜匠の家すぎ山に到着。夜は長良川の鵜飼
いを見ながらの食事会でメンバー間での話が弾
みました。
３日は複合地区大会当日は宿を早目に出発し
て三重県へと出発しました。三重県といえば
♪三重のよいと～こ～ 一度～は～おいで～ど
っこいしょ♪ の伊勢神宮内宮を参拝してまいり
ました。参道のパワースポットと五十鈴川の畔で
霊気をため、十分身を清めてから大会へと出発
をいたしました。
大会会場のサオリーナ及びメッセウィング・三
重（会場の命名は女子レスリングチャンピオン吉

6月の献血実績 三献推進委員会
於：ハーモニー七瀬ビル（6月14日）
400mL 200mL
合計
血液量
11人
0人
11人
4,400mL

於：中部電力㈱長野電力センター（6月26日）
400mL
200mL
合計
血液量
15人
0人
15人
6,000mL

於：長野信用金庫本店（6月14日）
400mL 200mL
合計
血液量
44人
0人
44人 17,600mL

於：長野日本無線㈱（6月27 ～ 29日）
400mL
200mL
合計
血液量
161人
0人
161人 64,400mL

於：㈱八十二銀行本店（6月26日）
400mL 200mL
合計
血液量
65人
0人
65人 26,000mL

於：日本郵便㈱信越支社（6月28日）
400mL
200mL
合計
血液量
18人
0人
18人
7,200mL
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No.1352

7 月第 1 例会
2018.7.5

No.1353

於：ホテル国際 21

Ｌ. 小池悠ライオン
テーマの張りのある声
で始まった７月第１例
会。佐藤会長の就任の
挨拶では、一致団結し
て取り組む活発な委員
会、そして、楽しい例
会を薦めたい、そして
会員増強を第一と掲
げ、これからのリーデ
ィングクラブとして60周年とその先の将来を
見据え、リーダーシップを発揮してがんばり
たいと挨拶、会長スローガン「寛容と変革、
そして新たな一歩を」それにつづく６基本方
針を掲げ、第１歩を踏み出した。
引き続いて、第１副会長から順に会計まで
八役の挨拶がそれぞれあり抱負を述べた。
誕生日祝いでは４名該当するところ、Ｌ. 高
木真、Ｌ. 原田純一、Ｌ. 宮澤度の３名が参加、
会長よりお祝いの言葉とコスモスの花の種を
贈られ、各々現在の心境を述べる。７月は40
才代50才代の若い方が多いと感じられました。
幹事から委員会編成再度見直しを行い発行
したいとの事、その後私、会員会則委員長か
らライオンズ会則の一部改正、皆勤表彰、慶
弔規定３点提出し、原案どおり了承された。
委員会報告では、Ｌ. 清水威彦広報委員長が
会報原稿協力のお願い、特別委員長Ｌ. 山岸隆
久から８月２日の納涼例会参加のお願い、Ｌ.
高木真計画出席委員長からは、例会出欠のお
願いと無断欠席の無いように連絡の徹底の協
力を求めた。そして今日の例会は無断欠席０
でしたと報告。
会員スピーチでは、会員増強・FWT委員長
Ｌ. 西條賢治が会員増強について、現在の危機
感をクラブの問題として会員一人一人が認識
し、クラブで対処していかないとリーディン
グクラブとして存在感がなくなる。トップ企
業からの入会、女性会員の比率を高めたいな
ど今の状況、将来を見据えたピジョンを熱く
語った。
例会出席率65名中38名（出席率58％）
（広報委員 Ｌ. 竹内 正）

7 月第 2 例会
2018.7.19

於：ホテル国際 21

佐藤会長の挨拶は、連日猛暑が続く中、体調
管理に努めて頂きたいと注意喚起から始まりまし
た。本年度、姉妹クラブ和歌山LCから335-D地区
ガバナーが選出され、335-D地区会員数の現状
（6743名／女性会員1891名＝ 28％）と334E地区の
現状（2681名／女性会員800名＝ 29％）
、当クラ
ブ（正会員65名／女性会員10名＝ 15％）の現状
から女性会員を20％までに引き上げたいと期待を
込めておられました。国際協会会長にアイスラン
ド出身のグッドランド氏が選出され、初めての女
性会長として就任された旨の報告があり、国際
会長のテーマは「We Serve（我々は奉仕する）
」
。
世界的に「We Serve」を再認識して行く中、
原点に戻り奉仕に努めたいと思いを込められてい
ました。また、ガバナー方針は会員増強にあり、
当クラブも会員減少傾向の中、女性会員と合わせ
会員拡大に努めたいとのお話しを頂き、当クラブ
創立60周年記念に向けた積み立ては、会費の値上
げに寄らず経費削減から捻出して行きたいとのご
意向を示されました。
334E地区ガ バナーよりの 任 命 状 伝 達では、
FWTコーディネーターＬ. 山浦、レオ・青少年・
ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員としてＬ．
楢本が委任状を伝達されました。前年度決算報
告並びに決算監査報告が行われ承認。財務委員
長Ｌ. 内田より本年度予算（案）について提案説
明があり、会員減少などによる緊縮予算の説明
後、承認されました。委員会報告では会員厚生
委員長Ｌ. 藤沢より納涼大会参加と三献推進委員
長Ｌ. 久保田より献血PR奉仕活動参加依頼があ
り、計画出席委員長Ｌ. 高木から「無断欠席をな
くしましょう」とお願いがありました。テールツ
イスター登場では副テールツイスターＬ. 久保田
が軽妙な語りでドネーションを募り、Ｌ. 松山の
幹事報告後、ゲストスピーチNPO法人ながの健
康サポート、西脇かおる様をお迎えして、ご自身
の体験談を語られた後、ボールを使ったストレッ
チを体感しました。僅かな時間でしたが背中回り
と首回りがとてもスッキリしま
した。体調に留意し適切なス
トレッチを取り入れ、この猛
暑を乗り切りましょう。
例会出席率65名中33名（出
席率51％）
（広報委員 Ｌ. 植木 鉄也）
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雲上殿清掃
誕生日を迎えて
Ｌ. 下田 もも子
毎年誕生日が近づくと「今年こそは！」が頭を
よぎります。今年は何といってもクラブ会計とし
ての仕事をしっかりやりきる事です。ライオンズ
のメンバーとして活動しながらも、細かい内容・
仕組み等は深く頭に入っておらず、他の方に頼り
ながら済ませていたことが多くあったように思い
ます。せっかく三役として活動させていただく１
年なので、普段より気配りして活動していけるよ
うにしたいと思います。プラス…ようやく子供が
学校へ行くようになり、朝時間がありますので、
久しぶりに頭を動かす資格取りに励もうと思いま
す。不思議です、学生の頃は勉強すること、机に
座ることが嫌だったのに 《笑》 大人になったらや
りたくなるなんて。学生の時に使わなかったキャ
パが、脳にまだ余裕があるはずなので、柔らかく
して詰め込みたいと思います。あと一つ…松山幹
事を見習ってしなくてはならないのですが…また
来年かなぁ 《笑》

６月30日
（土）
長野ライオンズクラブ今年度最
終事業！と致しまして、雲上殿清掃活動を行い
ました。朝６時30開始という早い時間帯からの
作業、また６月末の非常に暑い季節にも関わら
ず、沢山のメンバーに参加していただきました。
４月の世界環境ウィークの時に、我が長野
ライオンズクラブは同場所で雲上殿清掃活動
を行っているのですが、２ヶ月間で雑草は膝
丈まですくすくと育っており、その景色はメ
ンバー一人一人のモチベーションを非常に高
めてくれました。
幹事の若林さん、環境保全委員会メンバー
の楢本さんに、草刈りマシーンをご提供頂き、
藤 巻 さ ん に は 軽 ト ラ ダ ン プ、 そ し て 数 人 の
方々にビーバーを持参頂き、草を刈る人、刈
った草を集める人、集めた草を運ぶ人、サボ
ってる人を見付けて気合を入れる人！それぞ
れの作業分担に分かれて、長野ライオンズク
ラブのチームワークにより、約１時間の作業
で雲上殿は見違える景色となりました。
原田会長を中心に万遍の笑みで集合写真を
撮り、綺麗になった雲上殿を眺めながらお茶
とパンを頂き、作業後の至福の時間を過ごし
て解散となりました。
ご参加頂きましたメンバーの方々、有難う
ございました。叉、一年間環境保全社会保健
の活動にご協力頂きまして、重ねて感謝申し
上げます。
（環境保全委員長 Ｌ. 宮坂 雅樹）

— 7月定例理事会 報告 —

2018.7.12 於：メルパルク長野
議事
１．2018年度決算報告並びに監査報告
２．備品購入 ※のぼり旗 ※プロジェクター
３．2019年度予算（案）
４．Ｌ. 若林恒雄退会に伴い一年理事（前幹事）
の補充 ※（委嘱）Ｌ. 藤巻 仁
５．退会者 ※Ｌ.高木俊行（一身上の都合）
６．新会員 ※田中秀一様
一般社団法人 信州子育てみらいネット局長
（スポンサー Ｌ. 小池 悠：入会式８月第一例会）
７．2018.7 ～ 2019.6長野LC年間計画（案）
８．事務局員の退職金
―― 以上承認 ――

（文責 Ｌ. 清水 威彦）

これからの予定
8/ 2（木）18:00 〜
8/ 9（木）12:30 〜
8/23（木）12:30 〜
8/28（火）16:00 〜
8/30（木）18:00 〜
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