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北川　達彦

ひとやま

山口　和紀
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岩下　純武
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諏訪和支部



第100回国際大会 in シカゴ

　ライオンズクラブ発祥の地米国イリノイ州

シカゴで 2017年6月30日（金）～ 7月4日（火）

に第 100 回国際大会が開催されました。50,000

人が参加登録いたしました。自然と文化的名所

と更には近代化された町でシカゴは 100 周年の

開催地として相応しい場所で、華やかに、盛大に

開催されました。　　　　　　　　　　　　　

　まずインターナショナルパレードは壮大で、

日本はアメリカに次ぎ２番目の行進でした。日

本から1000名程、Ｅ地区からは80名が参加しま

した。Ｌ．佐藤義雄が国際理事の候補者であるこ

ともあり、334－Ｅ地区から 80 名程参加し旗手、

プラカードを任せられ副幹事が代表して責務を

果たしました。いつになく整然と行進できました。

　ビジネス・セッション、日本ライオンズ代議

員会・334 複合地区晩餐会と会合が続きました。

ビジネス・セッションではＬ．増田悌造が応援演説

をＬ．佐藤義雄が所信表明を英語にて行いました。

　国際理事選挙管理委員として缶詰でしたので、

国際大会レポート
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山邉地区ガバナー誕生！！

キャビネット幹事　Ｌ. 喜多友一



開会式にも参加できませんでした。これからの

リポートは田中俊彦副幹事のリポートとなります。

アメリカの国柄でしょうか、華やかでダイナ

ミックな開会式でした。ゴア元副大統領の「緊

迫する地球環境変化」について基調講演があり、

アトラクションなど素晴らしい開会式でした。

　閉会式ではボブ・コーリュー元国際会長から

ナレシュ・アガワル新国際会長が紹介されその

のち就任演説と素晴らしいパフォーマンスがさ

れました。　　　　　　　　　　　　　　　　

　武田名誉顧問会議長・前地区ガバナーに山邉

地区ガバナーの胸の青いリボンを取っていただ

いたあと、就任宣誓式があり、第 42 代地区ガバ

ナー（334-Ｅ地区となってから）に就任いたし

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　さらにこの国際大会は記念すべき大会でし

た。言うまでもなく、334-E 地区の悲願の国際

理事が誕生しました。これまで 2 年余、佐藤義雄

ご夫妻と支え、応援してきた増田本部長（名誉顧問）

はじめ支援委員会の労が報いられた瞬間でした。

　日本のライオンンズ発展のためにも、17 名

の国際理事の一人として活躍されることを祈念

するばかりでした。　　　　　　　　　　　　

　国際大会は友好を深め、学び、すばらしい経

験の機会でした。シカゴ国際大会開催とともに

新たなるライオンズクラブの101年目のスター

トが切られました。　　　　　　　　　　　　
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国際理事 Ｌ. 佐藤義雄誕生！！
悲願達成
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夏期ＹＣＥ来日生歓迎会

　ユースキャンプから元気に E 地区に戻ってき

た、フランスからの Nina とスロバキアからの

Jonatan の来日生 2 人を、ホストファミリー、

ホストクラブ、山邉地区ガバナーはじめ地区役

員、地区委員がそろって出迎えました。　　　

　2017 年 7 月 25 日（火）松本市ホテルブエ

ナビスタで E 地区の夏期 YCE 来日生 3 名の

うち 2 名を迎えて歓迎会が開かれました。デ

ンマークから訪れた Emma は残念ながらすで

にホームシックのため早期帰国しました。　　

22　LION SHINANO

　山邉地区ガバナー・横山地区 YCE 委員長の歓迎のあいさつがありました。山邉地区ガバナー

は日本についてたくさんのことを知って、それぞれの国に帰ってから家族・友人に知らせてく

ださい。そして滞在中それぞれの国のことを日本の皆に教えてほしいと、またホストファミリー

にはねぎらいの言葉を伝えました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　挨拶に引き続き 2 人のスピーチがありました。自己紹介と自国との違いに驚いたことなど英

語で感想を述べました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　そのあと軽食を取りながら楽しく歓談いたしました。なかなか言葉が通じないなかボディー

ラ ン ゲ ー ジ、ア イ コ ン タ ク ト を 駆 使 し な が ら、和 気 あ い あ い と し た 時 間 が 流 れ ま し た。

　ユースキャンプの疲れもあるだろうということで、早目の終了となりそれぞれのホストファ

ミリーとホームスティ先にもどりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　名 　　　　国　名       年齢 性別　 日本滞在期間   ホストクラブ

地区ＹＣＥ委員長　Ｌ．横山　篤司

Nina PROSPERINI

Emma JENSEN

Jonatan MICHELIK

フランス

デンマーク

スロバキア

17

18

16

F

F

M

7月10日〜8月  5日

7月12日〜8月  6日

7月11日〜8月 １日

長野中央ＬＣ

木曽ＬＣ

軽井沢ＬＣ
望月ＬＣ

Welcome     Party

Youth Exchange Program

Youth Exchange Program











Member’s Information
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水と空気以外は何でも印刷します
企画から印刷まで　SPECIAL　PRINTING
ＵＬ・ＣＳＡ認定工場 ＩＳＯ ９００１認証

株式会社 シール片山

〒386-0032　上田市諏訪形1712-1 
TEL.0268-22-4686（代表）
FAX.0268-25-3917
HP.http://www.s-katayama.com
E-mail.t-tanaka@s-katayama.com
上田LC／L.田中　剛  

浅間山の麓、軽井沢高原の信濃追分駅の側
にあります。
爽やかな風の中で、いつもより早起きして、
高原を散歩すれば、すばらしい軽井沢との
出会いがあるでしょう。

民宿 あさぎり荘

〒380-0111　北佐久郡軽井沢町長倉４５６２－３
TEL.0267-45-6072
E-mail.asaguri@karuizawa.jp
軽井沢LC／L.土屋富夫   

 

 

〒386-0014　上田市材木町2-9-4
産業振興ビル5Ｆ  TEL.0268-24-2755 
HP.http://www.mitdui-seimei.co.jp/
上田城南LC／L.山本栄一郎  

未来を描く、おてつだい。

三井生命保険株式会社
上田営業部

 

～最高品質の高糖度トマトで美味しさの
                        感動をお届けします。～
サンファーム軽井沢は、最高品質のトマトを
お届けするために、日々栽培技術の向上に
努めております。   

株式会社 サンファーム軽井沢

〒329-0113　北佐久郡軽井沢町発地2785-12
TEL.0267-31-0271
FAX.0267-31-0272 
HP.http://www.amela.jp
軽井沢LC／L.柳澤俊彦   

ペットのご相談は
                当院にお任せください 

さくら動物病院  長野どうぶつ眼科センター

〒329-0113　長野県小諸市乙518-22
TEL.0267-26-5600
FAX.0267-26-6360 
HP.http://www.sakura-komoro.jp/
E-mail.sakura@ctknet.ne.jp
小諸LC／L.横山篤司   

 上田市上田45-1   TEL.080-8866-3232   上田城南ＬＣ／Ｌ．田中俊彦  

グループ

宮 本 五 生
〒387-0023　千曲市八幡１６３０－７
TEL.０２６-２７４-２７２７
所属／更埴ＬＣ  
 

 Legal Contracts ＆ Services                                          
不動産登記・会社法人登記・裁判所諸手続全般 
お気軽に相談ください　　　　　　　　　　
　　　　　　　　 

 北川司法書士事務所

〒380-０９１５　長野市稲葉上千田２５３番地５　                                   
                                                   大成若里ビル３Ｆ
TEL.０２６-２２５-６４０１
FAX.０２６-２２５-６４０２
HP.http://www.t-kitagawajimusho.jp/
E-mail.kita@tetsu.wak2.jp
長野みすずLC／L.北川哲男  

〒384-0051　小諸市大字八満1152-1
ＴＥＬ0267-24-1701ＦＡＸ0267-24-1702
ＨＰ.http://www.sakusangyo.co.jp/aboutus/

Ｅ－Ｍａｉｌ.info@sakusangyo.co.jp
小諸ＬＣ／小山　純

 

 

工業用ゴム・プラスチック・各種金属加工販売　　　
　　　　　 

〒386-０401　長野県上田市塩川２８９５－１
TEL.０２６8-35-0065　FAX.０２６8-3５-0354

HP.http://www.daiichi-ts.co.jp  E-mail.host@daiichi-ts.co.jp
丸子LC／L.竜野信雄

 第一通商株式会社

 

 

〝みどりのある暮らし〟
造園施工・管理・エクステリア・植木販売

有限会社　髙橋造園

〒389-0506　東御市祢津２１０６ 
TEL.0268-６３-５１０４
FAX.0268-６３-５１７６
E-mail.taka23@jeans.ocn.ne.jp
東御LC／L.高橋和雄  






