






夏期派遣ＹＣＥ生  帰国報告

飯島　みこと 派遣先／フィンランド
期間／平成29年7月25日～8月22日 スポンサーＬＣ／飯田長姫ＬＣ

豊田　晴萌 派遣先／ドイツ
期間／平成29年8月6日～8月24日 スポンサーＬＣ／長野りんどうＬＣ

本当に辛かったです。ホストファミリーの皆さん

の気遣いがなければ、きっと「帰る！」と叫んで

いた事でしょう。たくさんの方々の親切と温かい

心遣いの中で、「ゆっくりでも良いから話して。時

間がかかっても大丈夫！」と、声をかけられた事が

心の中で大きく残っています。

　これがきっかけとなり、自分

からどんどん話しかける事が

苦にならなくなりました。

　たくさんの国の同年代の人

たちと、様々な事について語り

合いました。その時間はとても

有意義で、世界の広さを実感し

ました。英語力が低い事は自分で認識していました

が、改めて目の前に突き付けられた瞬間でもありま

した。しかし、この4週間の経験で、かなり英語力

は鍛えられたと感じています。辛く、厳しい思いと

引き換えに得た力を逃がさないように、これからも

勉強しなければならないと思っています。

　ホストファミリーの皆さんには、フィンランド

の日常生活も経験させて頂きました。その中でも

サウナはやはり、別格でした。森の中にあるサウ

ナ、おうちの庭にあるサウナ、そのどちらも日本で

は味わうことのできない素晴らしい体験でした。

　最後になりましたが、今回このような経験をさ

せて頂いたライオンズクラブの皆さんに心からお

礼を申し上げます。

　今回のフィンランド

派遣で、2組のホスト

ファミリーとの生活

と約 10カ国の若者が

集まるキャンプを経

験してきました。　

　最初の 1 週間は、

ミリーと出会い多くの場所を案内してもらったので、

日本と異なる多くのことを発見し、この2017年の夏

休みは忘れることの出来ないものとなりました。

　改めてご支援下さったライオンズクラブの皆さま

に感謝申し上げます。

　私の行った期間、ドイツは20℃台前半でとても涼し

く、むしろ寒いくらいでしたがとても過ごしやすかっ

たです。食事面では、特に私の大好きなチーズやソー

セージが様々な種類があり、とてもおいしかったです。

ドイツ人は食にあまりお金をかけないんだと言って

いたのが印象的でした。またアウトバーンの日本と

全く異なる車のスピードに衝撃を受けました。しか

し一人ひとりに流れている時間はゆったりしていて

時間の使い方で参考にしたい所がありました。

　私が一番心に残ったのはベルリンの壁です。悲し

い歴史が今日ではアートとして刻まれていて戦争で

傷ついた人々の叫びが聞こえてくるようでした。報

道などを見てドイツは難民で溢れているのではと想

像していましたが、そのようなことは見受けられず

日常の生活がありました。実際に自分の目で見たか

らこそ分かることが多いと感じました。

　この夏休みで得た多くの経験と感動で自分の世界

や視野が大きく変化しました。これを将来自分だけ

でなく社会にも還元できるように頑張ります。

　私は8月 6日か

ら24日までドイツ

に派遣させていた

だきました。直前

は不安と緊張で

いっぱいでしたが、

温かいホストファ
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田邉　博智 派遣先／スウェーデン
期間／平成29年7月20日～8月17日 スポンサーＬＣ／松本ＬＣ

三原　大空 派遣先／オーストラリア
期間／平成29年7月20日～8月29日 スポンサーＬＣ／塩尻桔梗ＬＣ

ほどありました。それはスウェーデンの医療を知る

ことと、料理をふるまうことです。　　　　　　

　ホームステイが始まった時にホストマザーにウプ

セラという街の大きな病院へ連れて行ってもらいま

した。その病院は本当に大きく、ひとつの小さな町

のようになっていました。　　　　　　　　　　

　日本ではひとつの建物にいくつもの科が入って

いますが、そこの病院では建物ひとつにつき科が

ひとつというシステムでした。更には、スウェー

デンは移動手段などの設備が整っており、身体の

不自由な人でも気軽に出かけられるのではないか

と思いました。　　　　　　　　　　　　　　　

　もう一つ、私がしたかった料理です。私は海外へ

行く前からホストファミリーに親子丼をふるまい

たいと思っていました。初めての環境で作る日本

食でしたが、ホストファミリーはとても喜んでくれ

ました。私は家族が喜んでくれた笑顔をみて、心

から嬉しくなりました。本当に作ってよかったと

思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私自身、英語が得意でなくコミュニケーションを

上手く取れるかがとても不安でした。しかし、日が

過ぎるたびにその不安はなくなっていきました。

英語が上手くなったかはわかりません。ですが、

この派遣で私は大きな自信をつけることが出来ま

した。この派遣で、学んだことはこの先の人生で

確実に生きると思います。　　　　　　　　　　

　この度は本当にありがとうございました。　　

　 　

　この度は、私にスウェー

デン派遣という素晴らし

い機会を与えてくださっ

たライオンズクラブの皆

様、本当にありがとうござ

いました。私は今回の派

遣でやりたいことが二つ

　オーストラリアで

7月 21日から40日

近く、充実の日々を送

りました。

　最初の10日間はシ

ドニー北東のマッコ

リー湖のほとりで40

人が集うキャンプで過ごしました。印象的だったの

が、夕食後に順番で自国の文化を英語で披露し合うこ

と。当初、友達との会話で聞き取れない部分があって

も、気後れして質問できませんでした。そんな私にイ

タリアやフィンランド、ブラジルからの友達が「楽し

みにしているよ」と声を掛けてくれたのです。質疑

応答形式の内容にジョークも交えて日本を紹介する

と、結果は大好評。これを機に私は、分からないこと

は積極的に尋ね、友達と一緒に心から笑い合えるよう

になりました。

　その後は日本の男子学生と一緒に、シドニー南方の

ウロンゴンなどでチンさん、プラトさん両ご家庭に

2週間ずつお世話になりました。チンさんご夫婦は

郊外のキーラ山にハイキングに誘ってくれました。

市街地越しに見渡した海の眺めは忘れられません。

プラトさん宅では一緒に肉じゃがと卵焼きを作りま

した。現地では珍しかったようで、皆さん興味津々。

「おいしい」との声がお世辞でない証拠に、お代わり

してくれました。また、アパレル（衣服製造・流通）

分野に関心がある私は、両ご家庭でのお手伝いを通

じ、太陽と風、広い敷地を生かした洗濯法や干し方が

あると実感しました。

　今回の滞在で多様な国の方々とコミュニケーション

を図り、自分の考えを伝える自信を持てました。貴

重な体験は、ライオンズ関係者全ての皆さまのおかげ

です。あらためて感謝申し上げ、この経験を今後の

人生に役立てていく所存です。
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海外からＹＣＥ生を迎えて

【滞在報告】

　私はフランス出身のニーナです。

　日本での私の滞在はもうすぐ終

わります。まだ終わっていないのに、

もう日本で過ごした日々が懐かしく思えます。　

　ちょっとした悪い出来事もありましたが、それが

問題にならないくらい素晴らしい経験ができまし

た。

　時には、周りの皆さんの態度を厳しく感じるこ

ともありましたが、それもみな私を心配してくれ

たからだったと思っています。

　長野での生活は毎日楽しく、いまとなっては

山々や自然と離れることをとても寂しく思いま

す。ホストファミリーの助けなしでは、今回の滞

在はありませんでした。あらためてホストファミ

リーの皆さんに感謝します。

　今や、日本は私の人生の一部です。

　皆さんを決して忘れません。

　クラブで海外からの学生を受け入れるホストファ

ミリーを募集してるんだ、と何気なく家内に言った

ら、いいじゃない、引き受けましょうよと、期間や国

名など何も分からないのに即答されて私の腹も決

まりました。

　キャビネットからのＹＣＥ生の情報を見るとフ

ランスの17歳の女子高校生との事、名前はニーナ。

フランス語なんてジュテームしか知らないよと言

うと、愛こそ国際親善だと言う家内。頼もしい。

Nina Prosperini
ニーナは英語はOKとの事で私も片言英語で頑張っ

てみました。またクラブで通訳の方を依頼して頂

き助かりました。

　ユースキャンプを挟んで前半の一週間を拙宅で、

後半はL.有賀が受け入れをしました。そして坪根

ＹＣＥ委員長始め多くのクラブ員で事前会合から

体験予定と担当を話し合い一致団結でニーナを迎

える事が出来ました。

　ニーナはとてもチャレンジ精神旺盛で健康的な

娘でした。ベジタリアンですが魚はOKとの事で

様々な日本食に挑戦しました。特にお寿司とラー

メンは気に入ったようです。

　前半の体験としては生花教室、スノーモンキー、

蕎麦打ち、市内ショッピング、善光寺参り、戸倉上山

田温泉の夏祭り花火大会。私の家にて折り紙、おに

ぎり作り、また友人たちを招いてのティーパーティー

で大いに交流をして日本の文化の片鱗を感じ取る

ことが出来たのではないかと思っています。

　ＹＣＥ生の受け入れはクラブにとってもクラブ

員にとっても大変有意義なものでした。

ニーナ・プロスペリーニ（フランス）

ホストファミリー  Ｌ. 東澤　一也  ニーナ・プロスペリーニ（フランス）　　　　　Ｌ. 有賀　良和
ホストクラブ／2Ｒ・3Z【長野中央ＬＣ】　　期間／平成29年7月10日～8月5日
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Jonatan Michelik
ジョナタン・ミシェリック（スロバキア）

【滞在報告】

ホストファミリー  Ｌ. 村瀬　広好  ジョナタン・ミシェリック（スロバキア）
ホストクラブ／4Ｒ・2Z【軽井沢ＬＣ】　期間／平成29年7月11日～7月17日

　ライオンズ主催のキャンプに初

めて参加し、素晴しい経験を得るこ

とができました。ライオンズのファ

ミリーはとても親切で、とてもよく面倒をみてくだ

さいました。ライオンズのメンバーとはずっと楽し

く過ごすことができました。　　　

　このキャンプでは、いろいろな国の人々との新た

な出会いがあり、みなさんと友達になることができ

ました。キャンプ中の観光は素晴らしく、そのなか

でも特に京都が気に入り、そのままずっとそこで過

ごしたい気持ちになりました。

　キャンプ内はとてもよく運営されていたとはいえ、

小さなストレスを受けることもありました。しかし、

僕たちは協力してそれを克服することができました。

それも、ライオンズのスタッフのみなさんが僕たち

とコミュニケーションとるために最善を尽くしてく

れたおかげです。

　日本での経験は、僕にとってかけがえのないもの

となりました。多くのことを学び、素晴らしい時間を

過ごすことができました。僕にこのような機会を与

えてくださった皆様に感謝いたします。

　私ども家族はスロバキアより、ジョナタン君を迎

えました。

　彼は長時間のフライトや車での移動でとても疲

れており、初日から数日間は体調が優れない日が続

いてしまいました。しかし彼は私達が心配しない様

にと精一杯、コミュニケーションを図ろうとしてく

れました。彼が住んでいるスロバキアの景色や文化

などが記載されている本、伝統衣装を身に着けてい

る人形、彼の家族が手編みで作ってくれたレースの

敷物を私達にプレゼントしてくれました。

　軽井沢ライオンズクラブメンバーの協力で観光地

である白糸の滝や鬼押出し園へ連れて行ってもらい、

また別の日には軽井沢で有名なアメーラトマトの収

穫を体験する事が出来ました。また、ローカルテレ

ビの出演、皆と一緒にバーベキューをしたり楽しい

時間を過ごせた事を嬉しく思います。

　彼が軽井沢を発つ前日には、スロバキアでは新幹

線が走っていない事を聞き、軽井沢から長野まで新

幹線に乗り、善光寺参りに行きました。彼は日本の

鉄道の安全性にとても関心があるようでした彼を

通じてスロバキアと日本文化の違いを知り、私達も

多くの事を彼に教えてもらいました。今後もボラ

ンティアとして日本文化を紹介し、国際的な友好親

善を図って参りたいと思います。
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夏季キャビネットキャンプ実施報告
開催日／ 8月 3日～ 4 日　場所／長野県望月少年自然の家
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　7月25日の夜から7月31日までスロバキア出身

のジョナタン君を受け入れました。彼は16歳の高校

生で大変性格がおとなしく、静かな青年でした。

　26日は蓼科牧場より車山に行きましたが、ニッコウ

キスゲがちょうど満

開で感激していまし

た。その後八島湿原

を廻って帰りました。

　27日は比田井哲雄

ライオンの家で昼食

を一緒に取り楽しい

時間を過ごしました

が、スロバキアの国

の食事の習慣か彼の

好き嫌いなのかは分

かりませんが、ほん

の少し手をつけるだ

けで小食でした。私の家では必要な事は通じました

が、食事には一番苦労をしました。肉とパンとピザと

ジャガイモは好いのですが、今、家庭で採れている野

菜や果物、それに刺身や焼き魚もダメなので大変で

した。夜は望月ライオンズクラブ主催の歓迎会に出

てもらい楽しんでいただきました。

　28日はメンバーの武重本家酒造株式会社を見学さ

せていただき、その後は望月歴史民俗資料館も見学し

ました。夕方からは小林勲ライオンが焼肉パーティー

をすると言うので、一緒に連れて行っていただきまし

た。その帰りに望月太鼓の練習を見に行きましたが

疲れていたのか少し見ただけで帰りました。

　29日は小林勲ライオンの息子さんに色々なスポー

ツやアミューズメントを楽しめる複合施設に連れて

行っていただきました。ジョナタン君より動画を見

せていただきましたが、楽しかったようで大変あり

がとうございました。

　30日はお土産の買い物に行きました。彼は箸を買っ

て自国で使ってみたいと言う事でした。いずれにしろ

日本でのこの体験が彼の将来にとっての糧となり、し

いてはスロバキアの為に役立って欲しいと念願して

おります。

ホストファミリー  Ｌ. 岩下　純武 ジョナタン・ミシェリック（スロバキア）
ホストクラブ／4Ｒ・2Z【望月ＬＣ】　　期間／平成29年7月25日～7月31日



　　　　　　　　　　8月3日から二日間にわたり、今年で2回目となる望月少年自然の家で334-E地区夏季

　　　　　　　　　キャビネットキャンプを開催しました。昨年はライオンズメンバー中心のキャンプでした

　　　　　　　　　が今年は多くの団体にご協力いただくことが出来ました。

　　　　　　　　　　一番の収穫は小諸市との連携です。地元小諸LCと小諸市は連携協定を締結しておりそ

　　　　　　　　　の効果もあり、小諸市の企画している地元の小中学生対象の「英語村で英語ざんまい」と共

　　　　　　　　　催することが出来ました。その波及効果で、チームリーダー格の信州大学教育学部生3名、

小諸市職員4名、小中学校のALT(英語補助教師 )5 名、アメリカからの牧師2名、清泉女学院2名、ガールス

カウト1名、YCE-OB生1名、地元小中学生31名、山邉ガバナーをはじめとする30名のライオンの78名で

盛大に開催することが出来ました。また、長野県連携協定推進室より協賛をいただき質の高い活動が出来ました。

オリエンテーリングでの野外活動、飯盒炊飯、カレー作り、ライオンは焼き肉を盛大に焼き皆さんに振る舞いま

した。活動中の言語は全て英語ということで初めは戸惑いもありましたが、みなさん頑張って英語を使ってい

ました。

　ライオン達も青少年と交流することで素晴らしい笑顔がこぼれており、本当に充実したキャンプでした。

このキャンプに地域の小中高大学生が参加と同時に運営スタッフとして携わってもらい、ホームにいながら

にして、グローバルな体験をできる場を創る。

　そして、アウェイに翔びたち更に経験を積んで、地域に還元してもらう。これがこのキャンプの大きな目的

です。この目標に向かいながらYCE委員会では一歩ずつ進んでいきたいと思います。

地区ＹＣＥ委員長　Ｌ. 横山　篤司【小諸ＬＣ】
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　　　　　　　　　  　　　　YＣＥ-OB生　土屋　菜々子    

  　　　　　　　　昨年の YCE 夏季キャンプに続き、今年    

                           のキャンプでもとても有意義な時間を過     

                           ごすことが出来たと強く感じていす。  

                              何よりも、小学生との交流はとても貴重

　　　　　　　　　で、刺激的な経験でした。彼らはとても明

　　　　　　　　　るく元気で、一緒に遊び、話をすることで、

私も若返ることが出来たような気がします。その一方で、初

対面の私に緊張し、あまり心を開いてくれない子や、自由奔

放に行動してしまう子に対してどのように話しかけたらいい

のかと悩むこともありました。しかし、積極的に話しかけ続

けることで徐々に打ち解けることができました。このように、

キャンプを通じて小学生との交流の楽しさと、難しさの両方

を感じることができました。　　

　また、英語に触れることの重要性を改めて感じ、小学生とい

う早い段階で今回のような楽しく英語に触れる機会があるこ

とはとても良いことだと感じました。私自身、「英語が楽しい」

という気持ちが、英語学習に対する最大のモチベーションと

なっています。なので、同じように、今回のキャンプを通じ

て一人でも多くの子が英語の楽しさに気が付いてくれ、今後

に活かしてくれることを願っています。今後もこのような

活動に関わっていけたらいいなと思います。小学生、ALT の

先生、他大学の学生と交流できる素晴らしい機会を与えてく

ださったライオンズ関係者の皆様に感謝の気持ちでいっぱ

いです。本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　　  ガールスカウト　筒井　麻里奈
　　　　　　　　　　私がライオンズクラブさんの英語キャ

　　　　　　　　ンプに参加した理由は、生の英語に触れ

　　　　　　　　てみたい、と思ったからです。私は、実は

　　　　　　　　　あまり英語が得意な方ではありません。

　　　　　　　　どちらかと言うと少し苦手です。そんな

　　　　　　　　　私が英語キャンプのことを知ったきっか

けはガールスカウトでした。いつも指導して下さるリーダー

から、英語キャンプのボランティアを募集しているというお

話を聞いた時、やってみたい！と思いました。英語キャンプの

お手伝いなど、中々やる機会はありません。このキャンプを通

じて、少しでも英語の苦手意識が解消できたら、と思い参加さ

せて頂きました。

ガールスカウトでは色々なキャンプに参加してきましたが、

英語キャンプに参加するのは初めてだったので、ドキドキ

でした。実際に参加してみると、中々英語が話せず、始めは

大変でした。しかし、一緒に参加していた大学生の方や OB、

OG、大人の方の力を貸りながら、少しずつコミュニケーション
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をとれるようになっていけて、とても嬉しかったです。たく

さんの方と交流ができ、とても充実したキャンプでした。

　機会があればぜひまた参加させて頂きたいです。

　　　　　　　　　　清泉女学院大学　2 年　石井　美乃理

　　　　　　　　  　二日間キャンプに参加させていただき        

                             本当にありがとうございました。

　　　　　　　　　　はじめは英語を使えるかどうか、子ど

　　　　　　　　　もたちと話せるかどうかとても不安だっ

　　　　　　　　　が、ライオンズクラブの皆様、小諸市の

　　　　　　　　皆様、ALT の先生方がサポートをしてく

ださることを最初に感じることができたので不安がすぐに

飛んでいきました。

　この二日間の出来事で一番印象に残っていることはオリ

エンテーリングです。キャンプで最初の活動だったのではじ

めのうちは班のみんなとあまり話すことができなかったので

すが、どんどん進んでいくうちに話すことができるようにな

り、英語も使えるようになっていったように感じました。こ

の活動のおかげで次の活動の時に班のメンバーが団結する

ことができたのではないかと思いました。

　次に、カレー作りがとても印象に残っています。わたしの

班の ALT の先生は途中で帰ってしまい、途中から英語を話

す機会が減ってしまいました。わたしの英語力がもっとあ

ればこのようなことにはならなかったのかなと思います。

　今回のキャンプでは自分の英語力を知ることができたし、

子どもとどうやって接していけばいいか分かった気がします。

とても貴重な体験ができました。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　清泉女学院大学　２年　西村　優希

　　　　　　　　  　私がこのキャンプを知ったのは、大学   

　　　　　　　　　の先生から「夏休みにこういうのあるか

　　　　　　　　　らやってみない？」というきっかけで参

　　　　　　　　　加させていただきました。私は子供と英

　　　　　　　　　語が好きだったため、すぐにやってみた

　　　　　　　　　いと思いました。実際、参加してみると

とても楽しいものでした。以前、大学の授業で小学校 5 年生

の英語の授業を教えに行くというのを何度か経験しました

が、今回は実践的に英語を使うという感じで授業を子供たち

とするというのとは、違いました。今回は、事前に使う単語

や教材を用意しているわけでなく、何を話すのかも前もって

決めている訳ではないので、その場に応じた英語を使いこな

すのは大変でした。

　しかし、初めは緊張しましたが子供たちの有り余るほどの

元気と笑顔で、だんだん打ち解けていき最後には一緒にキャ
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ンプを楽しめたと思います。本気で走り、本気で遊び、私も

小学校の頃に戻ったような気分を味わえ、夏休みの 1 つの良

い思い出が作れたと思います。また、まだまだ英語の勉強不

足なところもあるので今回の経験なども踏まえこれからの勉

強に役立てたいと思います。

　今回は、貴重な体験をさせていただきありがとうございま

した。またお会いできるように頑張ります。

　　　　　　　　　　　 　 丸子レオクラブ　土肥　愛華

　　　　　　　　　私は、８月の３日と４日にキャビネッ

　　　　　　　　　トキャンプに参加しました。初めは緊張

　　　　　　　　　していましたが、ＹＣＥ生やＡＬＴの先

　　　　　　　　　生から話かけてくれたので、いつの間に

　　　　　　　　　か緊張もなくなり、たくさんコミュニケー

　　　　　　　　　　ションをとることができました。キャン

プ中はオールイングリッシュということで、多少日本語で話

す場面もありましたが、普段日本語でしか話さない私にとっ

てはすごく新鮮で楽しかったです。１日目の後半で帰ってし

まったＹＣＥ生やＡＬＴの方もいましたが、残りのＡＬＴの

方と楽しく英語を学ぶことができ、とても良い経験になりま

した。また、今回のキャビネットキャンプで、改めて自分の

英会話がまだまだ未熟だと気付きました。なので来年もし

今回のような機会があれば自分の英会話力を高め、外国の方

ともっと英語でコミュニケーションをとりたいです。この

キャンプは私にとって、とても良い経験になり、より一層英

語が好きになりました。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　丸子レオクラブ　丸山　紗良 

　　　　　　　　　初めは外国の方と交流できるのか不

　　　　　　　　　安で話かけるにもどうすればいいのか分

　　　　　　　　　かりませんでした。グループに分かれて

　　　　　　　　　自己紹介をし、やっと挨拶が出来たので

　　　　　　　　　少し気持ちが楽になりました。その後、

　　　　　　　　　子供たちと一緒になって走ったり遊んだ

りと大変でしたが、楽しく過ごせました。特に夕食の時、グ

ループ毎に協力して夕飯を作り、こんな短時間しか会ってい

ないのに皆が協力して分担しながら出来たことに驚きました。

夜は火を囲んで踊ったり花火をしたり、皆と楽しむことが出

来ました。

　２日目はグループ毎にマレットゴルフを楽しみました。

ルールがあまり分かりませんでしたが、他の班の人に教えて

もらい楽しむことが出来ました。

　今回はあまり英語を話せなかったり自分から話に行けな

かったので、次回キャンプに参加できたら積極的に話せるよ

う頑張りたいです。たった２日間でしたが、とても貴重な経

験が出来ました。ありがとうございました。
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　当クラブは1986年丸子ライオンズクラブのスポンサーにより旧武石村・長門町・和田村の町村長が中心
となり334-E地区53番目のクラブとして結成され紆余曲折を経てここに30周年を迎えることが出来ました。
　これも偏にスポンサークラブ並びにブラザークラブの格別なるご支援
とご協力の賜物と会員一同厚く御礼申し上げます。しかしながら発
足10年目に活動を一時停止する事態となり多方面にご心配をおかけし
てしまいました。
　この窮地を７名の会員（７人の侍）が引き継ぎ現在まで継続出来ては
いるものの過疎地の小さなエリアでの活動は会員増強等いまだに大きく
成長することが出来ない現状です。
　今年度の会長スローガンは「ちいさな奉仕未来をつくる」です。少人数
の小さなクラブで大きな活動は出来ませんが発足以来続けている青少
年育成事業である「クリーン少年団」の活動を主力に子供達と共に未来につながる夢を目指して邁進してま
いります。
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依田窪南部ライオンズクラブ 結成30周年 依田窪南部ＬＣ会長：Ｌ．森田 繁良

　当クラブは、1967年に長野中央ＬＣのスポンサーにより結成以来、50年間奉仕活動に邁進してまいりました。
　地元篠ノ井では「千曲川河川敷清掃」を地域の青少年の参加を得て継続しているほか、障がい者の音楽発表
の場として「ふれあい音楽祭」を毎年開催しております。
　また、長野県との連携協定に資する企画として、子ど
もの貧困問題への取り組みの一助とすべく「ライオン
こども食堂」を2016年に実施、今年も開催に向け準備
中です。
　周年記念事業としては、40周年のラオスに続き今回
はスリランカでの学校建設を企図し、現在小学校の校
舎建築が着々と進められています。
　結成50周年記念式典は、2018年4月18日ホテルメトロポリタン長野にて開催いたします。山邉ガバナー
をはじめ多くのブラザークラブの皆様のご臨席を念じ、鋭意準備を重ねております。どうぞよろしくお願い
いたします。

長野篠ノ井ライオンズクラブ 結成50周年 長野篠ノ井ＬＣ会長：Ｌ．中島 日出造

　小諸ライオンズクラブは、1968年に佐久ライオンズクラブのスポンサーにより誕生し、本年50周年を迎え
る事になりました。
　この間、1974年に滑川ライオンズクラブと姉妹提携を結び、2014年
には小諸市と連携協定を結ぶなど、地域内外に積極的な奉仕活動を行っ
てまいりました。又、半世紀の永きに渡りクラブを継続し盛り上げて
戴いた、チャーターメンバー、歴代会長をはじめ、それを支えてこられ
た先輩会員各位の多大なるご尽力に深く感謝いたします。
　さて、当クラブでは、50周年記念アクティビティとして、交通安全
ヘルメットの贈呈、あいさつ運動の実施、全国風穴サミットの共催、
ＬＣＩＦの会員全員献金、懐古園への時計とベンチの寄贈等を行います。
　最後に小諸ライオンズクラブでは、先輩ライオンが残した伝統と奉仕
の心を守りつつ、社会奉仕に精進してまいります。
　これからも、ご支援ご鞭撻をいただくよう、よろしくお願い致します。

小諸ライオンズクラブ 結成50周年 小諸ＬＣ会長：Ｌ．福田 秀永

50 周年記念事業「小諸懐古園へ屋外時計とベンチを贈呈」

ライオンズクラブ国際協会334-Ｅ地区

クラブ周年記念報告



諏訪湖ＬＣ 2017年7月29日

クローズアップアクティビティー

■1R・1Z 諏訪湖ＬＣ 2017年7月22日■1R・1Z 岡谷ＬＣ 2017年9月10日■1R・1Z

茅野ＬＣ 2017年10月14日■1R・1Z 下諏訪ＬＣ 2017年9月9日■1R・1Z 下諏訪ＬＣ 2017年7月26日■1R・1Z

伊那ＬＣ 2017年10月1日■1R・2Z 駒ヶ根ＬＣ 2017年10月8日■1R・2Z 辰野ＬＣ 2017年8月15日■1R・2Z
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　昨年より3年計画で行われております、岡谷市児童養護
施設つつじが丘学園交流例会。今年で2回目となる交流会
は、Ｌ西村ＺＣをお迎えし下諏訪のみずべ公園にて遊具で
遊んだり、会場を移し下諏訪赤砂車検場に於いてバーベキ
ューやバルーンアート、かき氷の屋台にと子供から大人まで
総勢100名が楽しい時間を過ごしました。また、学園にい
る子たちは自転車にあまり乗ったことがない子たちが多い
とお聞きし、メンバーの自宅にある子供用自転車を持ち寄っ
て、自転車教室を開催。あまり自転車に乗ったことがない子
たちも、すぐに自転車に乗れるようになり、飛び切りの笑顔
ではしゃいでおりました。子供達の、はしゃぐ姿や笑顔に
癒されながら、メンバー一同も楽しいイベントが出来た事を
とても感謝してます☆彡

　7月22日(土)諏訪よいてこ祭り参加例会を開催いた
しました。例年このお祭りでは、市民サービスとして、
ジュースや地ビールなどを振る舞い、また、事業獲得
資金としてバザーも開催いたしました。この他に献
眼登録活動も行い27名の市民の方にご登録いただ
き、諏訪和支部においては、切り花の販売やとれたて
野菜の販売も併せて行い、クラブ一丸となって諏訪市
よいてこ祭りをもりあげさせて頂きました！また、
諏訪湖ライオンズクラブＰＲ作戦として「諏訪湖ひょ
っとこ隊」を結成。ひょっとこおかめ、きつねに扮装し
たメンバーたちが笛の音色に合わせ町を練り歩き、
諏訪湖ライオンズクラブＰＲに努めました！

諏訪よいてこ祭り参加例会

　9月10日、岡谷市　鳥居平やまびこ公園におい
て、青少年指導委員会を中心に17名が、つつじが
丘学園の支援活動を行いました。　　　　　　
　当日は、秋の晴天に恵まれ、学園の小中学生21
人の子供たちと職員10名は、自然豊かな公園内
で自由に散策し、お昼にはバーベキュー大会、ス
イカ割りを楽しみました。その後、Ｌ.早出一真の
案内で、2市1町の燃えるごみが集結する諏訪湖周
クリーンセンター「ecｏポッポ」を見学し、最新の環
境対策を勉強しました。　　　　　　　　　　　

施設支援活動　つつじが丘学園交流例会

　マリオローヤル会館において記念例会が開
催されました。茅野市長柳平千代一様他大勢
の皆さんにご出席を頂き、盛大に行われました。
　記念事業は、茅野市内小中学校に対して青
少年健全育成に役立てるよう55万円の図書費
をおくりました。レオクラブで大変お世話に
なっている太鼓指導の先生に感謝状をおくり
ました。今までの活動だけでなく、薬物乱用
防止活動、クエスト活動などにも力を入れて
いきます。レオ会長浜大智さんも緊張のあい
さつでした。　　　　　　　　　　　　　　

　恒例の姉妹クラブ南知多ＬＣより、今年も

新鮮な鰯を地域住民の方に無料配布しました。

　今年は会場が変わり、新しくなった赤砂防

災公園にて開催され、朝から大勢の住民の皆

さんが並び、新鮮な鰯とアジを持ち帰られま

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　

第３７回　鮮魚配布

　クラブ結成45周年記念事業として、下諏訪町へ

大型電波掛時計と移動式放送機器災害対応拡声

器の贈呈式を下諏訪町役場にて行いました。

　また、下諏訪町の移住交流拠点ミーミーセンター

スメバにメンバーから提供された古書（文庫本、

文学全集、漫画本、絵本等）1800冊を寄贈しまし

た。移住交流拠点の活用を視野に、これから下諏

訪町に住む人の参考ともなるよう期待したい。

４５周年記念アクティビティ　茅野ライオンズクラブ結成55周年・
茅野レオクラブ結成45周年記念例会

　クラブの恒例行事となっているライオンズ
デーの早朝清掃作業。伊那クラブ会員26名、
アクセス通りを美しくしよう会約30名、ガー
ルスカウト親子約25名が参加。　　　　　　
　アクセス通りは広範囲なので３つの班に分
かれて草や木を掃除。すっかり綺麗になりま
した。その後は伊那市環境展準備もあり、会
員は大忙しでしたが、爽やかな一日となりま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　秋晴れの下、上伊那地区の8チームがトーナ

メント方式で戦いました。　　　　　　　　

　クラブから試合球6ダースとスポーツドリ

ンクが贈呈されました。　　　　　　　　　

　試合は、駒ヶ根ルーキーズが1回戦・準決勝

と快勝し、決勝戦では1点を追う5回に4点を奪

って逆転。そのまま逃げ切って優勝しました。

【結果】優勝：駒ヶ根ルーキーズ　準優勝：

竜央スターズ　3位：西駒ウイングス　　　

ライオンズ旗争奪伊南ブロック少年野球大会ライオンズデー清掃活動

　今年度も辰野町成人式会場にて、献眼登録キャン

ペーンを実施いたしました。　　　　　　　　　

　この活動は当クラブが30年以上続けているもの

で、人生の大きな節目である成人式で、角膜移植

を待っているたくさんの人がいることにも関心を

もってもらえればと毎年続けています。　　　　

　この日は会員20名が参加し、新成人に趣旨を説明

しながら登録を求め、一般の方も含め56名の方より

協力いただきました。町内ではこれまでに約8千人

が登録し、80名が献眼しています。　　　　　　　

辰野町成人式　献眼登録キャンペーン



クローズアップアクティビティー

飯田長姫ＬＣ 2017年10月9日■1R・2Z 飯田赤石ＬＣ 2017年7月30日■1R・2Z 長野ＬＣ 2017年10月22日

長野ＬＣ 2017年9月18日■2R・1Z 長野松代ＬＣ 2017年10月15日■2R・1Z 長野グリーンシティＬＣ 2017年10月15日■2R・1Z

須坂ＬＣ 2017年9月27日■2R・2Z 中野ＬＣ 2017年10月11日■2R・2Z 中野ＬＣ 2017年9月13日■2R・2Z
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　10月９日（月）　体育の日、第63回風越（かざこし） 
登山マラソン大会が開催されました。　　　　　　
　飯田市始め、多くの企業、団体が参加・協力のもと、
当クラブは主催にて、受付、走路警備、救護係等に参
加・協力致しました。　　　　　　　　　　　　　　
　好天に恵まれ、市内外より563名の参加者を迎え、
大きな事故、怪我等なく、無事に開催することができ
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　 　

　長野ライオンズクラブが後援する環境こどもサミットも
22回を数えています。テーマは　～「もったいない」今の生活
総点検！昔から学ぶ未来の姿～　　　　　　　　　　　　
＜活動報告＞３校の小学校と1校の中学校からの活動報告が
あり、子供たちがそれぞれ身近なところから真剣に環境活動
に取り組んでいる様子が、発表を通じて強く感じられたと共
に、私たちの日々の身近な生活の中に沢山の環境活動がある
ことを痛感しました。＜学習会＞それぞれの講師が地球温暖
化やごみ問題等を、子供目線の非常に分かり易い口調で説明
いただき、皆真剣聞き入っていました。＜環境標語＞長野市
の小中学校に環境標語を募集し、3,742作品が寄せられました。
＜長野ライオンズクラブの役割＞長野市・関係団体と実行委
員会を組織し、クラブ会長が会長に就任し、企画から後片付
けのすべての段階でクラブ員のアクトを頂きました。　　　

第22回　環境こどもサミット第６３回風越（かざこし）登山マラソン大会 主催

　当クラブ24回目の継続事業です。　　　　　　　
　飯田地区の少年野球チーム17チームが参加し熱戦
が繰り広げられた。　　　　　　　　　　　　　　
　野球を通じて、団結力、挨拶をはじめ礼儀正しい行動
が青少年育成に貢献したと思います。　　　　　　
　大会の前に、児童、指導者、保護者と会員の全員でま
ず石拾いからスタートします。　　　　　　　　　
　大勢の保護者の応援のもと、子供たちの元気いっぱ
いのファインプレーに大きな声援が送られた。　　
　優勝・準優勝チームには、金銀メダルが会長よりひ
とりひとりに渡された。子どもたちにとって、この
メダルもＬＣ杯の魅力で練習の励みになっています。

第２４回飯田赤石ライオンズクラブ杯
少年野球大会

　９月18日ホクト文化ホール大ホールにて、長野フィル
ハーモニー管弦楽団演奏会が開催され、当クラブは、同演
奏会に250名の障がい者を招待させていただきました。
　当日は、市民委員長のＬ．熊木を筆頭に総勢15名のメン
バーが午後１時に集合し、招待客の受付や会場案内、車椅
子の介助などを行いました。　　　　　　　　　　　　
　私も、車椅子で来場したご高齢の女性をホール内まで
誘導させていただきましたが、車椅子に乗った同高齢者
からは、「まるで夢のようです。ありがとうございます。」
との感謝の声をかけていただきました。　　　　　　　
　また、毎年、長野ライオンズに招待してもらっており、
昨年に続いて参加しましたという声も聞くことができま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　長野グリーンシティライオンズクラブでは、
2017年10月15日（日）に飯綱東高原グラウンド
にて、長野市内の児童養護施設、三帰寮と松代福
祉寮の子供たち・職員の皆様とティーボール交流会
を行いました。悪天候の中でしたが、好プレー・
珍プレーありの楽しい交流会となりました。　
　今回、両施設ご要望の品を贈呈し、大変喜んで
いただけました。　　　　　　　　　　　　　
　その後は、皆さんとバーベキューでお腹も満たし
て楽しい一日でした。　　　　　　　　　　　
　また、この様な交流会の場を増やして行けた
らと考えております。　　　　　　　　　　　

ティーボール交流会長野フィルハーモニー管弦楽団障がい者招待 秋のゴミゼロ活動

　春・秋と年２回、地元松代中学校生徒さんと共

に清掃活動をしています。　　　　　　　　　

　今回も58名の生徒の参加があり、クラブ員共

々城北バイパス沿線のゴミ拾いをしました。

空き缶等のポイ捨ては、年々減少しているよう

ですが、こんな粗大ごみがなぜ！という物もあ

り、びっくりしました。　　　　　　　　　　

　住みよい環境へより一層、頑張ります。　　

　

　９月27日（水）須坂市立墨坂中学校、・ＪＲＣ委員会、
生徒会を中心に、第43回日本・フィリピン合同医療奉
仕活動に賛同をされ、2002年よりタオルの寄贈を受
けている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この受け渡し式が学校の生徒会にて行われ、学校
にての回収等詳細が生徒により報告があり、役員一
同フィリピンの皆さんに必ず手渡してきますと挨拶、
この式は学校全体にて、いつも大変厳かな雰囲気の
中にて行われます。今回物資明細は、タオル1143枚、
バスタオル8枚。　　　　　　　　　　　　　　　　
　三役にて出席。　　　　　　　　　　　　　　　

　当クラブでは北信総合病院の眼科医のご協力

により、これまでに79名の方の角膜提供のお手

伝いをして参りました。　　　　　　　　　　

　毎年、中野市東山公園「光と愛」の像の前で法

要を執り行っています。　　　　　　　　　　

　今年も地区委員長はじめ、ご来賓、ご遺族、メ

ンバー総勢40名余で法要を行いました。　　　

　

第３０回献眼・献腎・物故者法要第４３回日本・フィリピン合同医療奉仕活動
タオル発送式(授与式) 市内小学校で信州あいさつ運動実施

　毎月11日に市内小学校であいさつ運動を行

っております。　　　　　　　　　　　　　

　最近では定着してきており、子供たちが人

形を作りそれを持って一緒に挨拶運動に参加

してくれるようになりました。　　　　　　

　当クラブでもジャンバーを黄色に一新し、

アクティビティを行っております。　　　　

　 　

　

■2R・1Z
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長野山ノ内ゆけむりＬＣ 2017年8月15日■2R・2Z 長野中央ＬＣ 2017年7月13日■2R・3Z 長野篠ノ井ＬＣ 2017年9月2日

長野白樺ＬＣ 2017年9月9日■2R・3Z 長野白樺ＬＣ 2017年8月27日■2R・3Z 長野みすずＬＣ 2017年10月29日■2R・3Z

長野りんどうＬＣ 2017年8月27日■2R・3Z 松本ＬＣ 2017年9月18日■3R・1Z 松本深志ＬＣ 2017年10月24日■3R・1Z

　毎年の恒例行事であります、山ノ内町の成人式に行

われる「献眼運動」が今年も行われました。　　

　今年は125名の方が成人式を迎えられ、県内外から

沢山の新成人が男性はスーツ、女性は艶やかな浴衣姿

で集って来られました。　　　　　　　　　　　　

　多くの方に関心を寄せて頂き、小学生に入学した時

に「黄色い安全帽子」をプレゼントしてくれたライオ

ンズクラブさんですねと声を掛けられ、私達も大変嬉

しく思う事が出来た一日になりました。　　　　　

　９月２日(土)、障がいをもった皆様のステ－ジ

発表会「ふれあい音楽祭」を長野市若里市民文化

ホ－ルにて開催しました。第1部は6団体が歌や

ダンス、合奏など日頃の練習成果を発表、第2部は

篠ノ井高等学校ギタ－マンドリン部に友情出演

をいただき、心温まる音楽祭となりました。　　

　また、ロビーでは７つの施設利用者による手工

芸品や食品を販売し、来場者に好評でした。　　　

　 　

第9回ふれあい音楽祭山ノ内町成人式において献眼運動 夏期YCE派遣生　ニーナ・プロスペリーニさんの受け入れ

　当クラブでは、７月10日(月)～８月３日（木）まで、フランスの夏季
YCE派遣生　ニーナ・プロスペリーニさん（17）の受け入れを行いました。
滞在中は、ニーナ・プロスペリーニさんには良い想い出をたくさん作
ってもらえるよう、宿泊先のL .東澤宅、L .有賀宅をはじめ、多くの会
員が長野県各地の観光案内など、受け入れの対応が行われました。 
　【7/13(木)　７月第一例会のこと】ニーナさんをお招きし、歓迎の
場が設けられました。ニーナさんからの英語での自己紹介や会員
からの花束の贈呈などが行われ、例会会場は歓迎ムードいっぱいに
なりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 【7/27(木)　７月第二例会（納涼会）のこと】ニーナさん、宿泊受入先
のL .東澤ファイミリー、L .有賀ファミリーもお招きし、たいへん和
やかな納涼会となりました。「ダンススタジオブロードウェイジュニアチ
ーム」には、見事なダンスパフォーマンスを披露していただき、ニーナ
さんも飛び入り参加して、大いに盛り上がりました。　　　　　
　最後には、参加者全員の記念撮影と「またあう日まで」の合唱が
行われ、ニーナさんの歓迎の席を兼ねた納涼会が幕を閉じました。ニ
ーナさんにとって、長野の楽しい思い出の一場面となったでしょうか。

　晴天の中「地附山公園」（長野市）でエコロジー大作
戦を開催しました。　　　　　　　　　　　　　　
　長野県児童福祉施設連盟　東北信支部 72名、日本ボー
イスカウト長野県第15団 44名、ＮＰО法人長野市環境
緑化教会 ３名、長野白樺ライオンズクラブ 28名、ＬＰ 
９名、総勢150名を超える参加があり賑わいました。
　数名のグループに分かれ間伐作業を行いました。
　慣れないのこぎりにに苦闘しながらも生き生きと
作業した児童の姿が印象に残りました。間伐作業の
後は以前植樹をした樹木の手入れを行いました。
・環境保全・青少年育成を目的にした我がクラブ代表
するアクティビティーです。　　　　　　　　　　

　ゴルフという競技を通じて正しいルールとマナーを学び、また、将来
のゴルファーという大きな夢の実現を目指す子どもたちへのチャンスと
チャレンジの場として開催する本大会は、今回で７回目を迎えた。　　
　当日は、あいにく雨模様の悪コンデションであったが、県内外より総勢
１１１名（高校生男子１５名、同女子１６名、中学生男子３３名、同女子１６名、
小学生男子１７名、同女子１４名）が参加して行われた。競技は、日本ゴル
フ協会ゴルフ規則に則り１８ホールストロークプレーを予定して開始した
が、昼頃より降雨が激しくなり、一時競技が中断、最終的には９ホールに
よる競技成立となった。大会は、当クラブが受付係、スタート係、中学生
以下の組の帯同マーシャル等、運営の全般を担当して、毎回大きな達成
感をもって行われるアクティビティとなっていることが特筆される。　　
　協議終了後、クラブハウスにおいて行われた表彰式では、小中高の男女
グループそれぞれの入賞者への表彰が行われたが、優勝者の９ホールのス
コアは、悪天候にもかかわらず３５～３９というハイレベルな戦いとなった。

長野みすずライオンズクラブ杯
第７回ＳＢＣ長野県ジュニアゴルフ大会エコロジー大作戦 ２４時間テレビ募金贈呈式、献血運動

　夏らしく晴天となった８月27日、ＮＴＶ系列のテレビ信州で実
施している「24時間テレビ」長野市若里公園ハートフル広場特設ス
テージで、夕方５時から長野県司厨士協会有志の会及び長野白樺
ライオンズクラブからテレビ信州への募金贈呈式が行われました。　
　長野県司厨士協会有志の会からは遠藤紀夫代表他4名、長野白
樺ライオンズクラブは大田吉宝会長、中村秀雄第二副会長、高瀬直
樹幹事、高橋ひろ子会計、塚原昌夫事業福祉委員長が参加し、大
田会長がテレビ信州の盛浩二社長に募金を贈呈しました。当ク
ラブからの募金総額は69,636円となりました。　　　　　　　　
　この募金は国内外の様々な支援活動に活用されます。贈呈式
は先日の「24時間テレビチャリティー食事会」の模様と共に長野県
内で生放送されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また同時に献血運動も実施しました。78名に受け付けをして
いただき、献血は400mlが68名で計2万7,200mlでした。ライオン
ズクラブの活動をおおいにPRできた一日となりました。　　　

　例年秋のお彼岸に「献眼・献腎物故者慰霊法要」を行い
ます。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今回は9月25日に行いました。今年は5名の献眼物故者
がいらっしゃいました。当日は2名のご遺族様、3Ｚゾーン
チェアパーソン・クラブ会長のご参加していただき、厳修い
たしました。      　　　
　本年度の物故者を含め過去248名（内２名献腎者）の物
故者の冥福をお祈り致しました。　　　　　　　
　これからも、献眼・献腎への理解が広がるよう活してい
きたいと思います。そして１人でも多くの目の見えない
方に光をともすことができるよう活動を続けます。   　

　10月24日（火）午前8時30分より長野県松本ろう学
校において、ふれあい事業を開催した。　　　　　
　ゲーム・松本ぼんぼん踊りなどを通して交流を深め
たり、各学年において当クラブメンバーが指導するお
抹茶体験・色と香りのワークショップなどを行ない、学
びながら楽しんでいただきました。　　　　　　　　
　また本年は、スペシャル企画として校長先生と当ク
ラブ青少年委員長のミニコンサートなども行いました。
　ろう学校からはフィリピン奉仕活動へのタオルも
寄贈して頂きました。　　　　　　　　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　

長野県松本ろう学校　ふれあい事業第39回松本ライオンズクラブ旗争奪少年軟式野球大会第３４回北信地区献眼・献腎物故者慰霊法要

　9月18日に松本市アルウィン東側多目的広
場にて開幕しました。　　　　　　　　　　
　台風の影響により、1日順延での開催となり
ましたが、当日は台風一過でお天気に恵まれ
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　
　9月24日には神林農村広場にて、決勝戦・閉
会式がおこなわれました。　　　　　　　　
　優勝は「北原町少年野球クラブ」、準優勝は

「菅野ツインズ」という結果になりました。　
　 　

■2R・3Z
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松本アルプスＬＣ 2017年9月2日■3R・1Z 松本中央ＬＣ 2017年8月4日■3R・1Z 安曇ＬＣ 2017年9月23日

白馬ＬＣ 2017年9月5日■3R・2Z 穂高ＬＣ 2017年8月22日■3R・2Z 塩尻ＬＣ 2017年8月22日■3R・3Z

塩尻ＬＣ 2017年8月6日■3R・3Z 明科ＬＣ 2017年10月23日■3R・3Z 塩尻桔梗ＬＣ 2017年8月1日■3R・3Z

　15年以上継続して実施している松本市エクセラン高校
との合同作業「クリーン大作戦」を実施しました。　　　
　松本市内の駅前通りのゴミ拾い、ガム取り、弘法山周辺
の清掃、薄川周辺のアレチウリの駆除、高校農場のアレチ
ウリの駆除作業です。　　　　　　　　　　　　　　　
　当日は、生徒、保護者、教師と共に、クラブからは、三役、
教育福祉委員、有志会員計6名が参加し、アレチウリの駆
除作業を主に手伝いました。アレチウリの繁殖力の凄さ
に驚き、生徒の皆さんと大騒ぎしながらの作業でした。
　台風が通過した翌日の暑い日でしたが、午前中の2時
間の作業でした。きりが無い雑草との戦いですが、これ
からも地道に続けていきたい事業です。　　　　　　　
　高校には、毎年恒例ですが、クラブから飲物を360本提
供しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　第35回安曇・穂高ライオンズ旗兼第21回安曇野
警察署長杯争奪 安曇野リトルリーグ野球大会が
9月23日㈯東洋計器グラウンドで開催されました。
　主催は安曇野市少年硬式野球連盟で我が安曇ラ
イオンズクラブと穂高ライオンズクラブが協賛し
ています。最近は野球をやる子どもたちが減少し
ており、チームも安曇野市内で4チームと少ない。
　我々ライオンズクラブはスポーツを通じて青少
年の健全育成を支援しているので、大勢の子ども
たちがいろんなスポーツに挑戦して欲しい。　　

第35回穂高安曇ライオンズ旗兼第21回安曇野
警察署長杯争奪安曇野リトルリーグ野球大会「クリーン大作戦」実施 児童園夏のアクティビティ　『牛伏川で園児と川遊び』

　松本中央ライオンズクラブの恒例事業となっている松
本児童園（島内）の園児・職員との夏の交流アクティビティ
が行われました。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年は牛伏川フランス式階段工の河原での川遊びを企
画し、青少年委員会を中心に準備を進めてきました。　
　当日、子どもたちはプレゼントした水鉄砲で全身びしょ
濡れになりながら元気いっぱいに遊び、スイカ割りには
歓声を上げて挑戦していました。昼食には会員たちが子
どもたちと一緒に園の畑に植えたジャガイモを使ってカ
レーを作り、皆で美味しくいただくなど、園児・職員、ライ
オンら約50名が楽しい一日を過ごしました。　　　　　
※この事業は当日夕方に松本ケーブルテレビニュースとなり、後日、市民タイムス

と信濃毎日新聞、タウン情報に記事として掲載されました。　　　　　　　　

　 　

　 　

　毎年恒例の白馬ライオンズクラブマレットゴ
ルフ大会が13年目を迎え、白馬村・小谷村の村民
約100名にご参加頂き、無事開催する事ができま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　同時に北九州豪雨災害義捐金寄付をお願いし
たり、献眼受付も行いました。　　　　　　　
　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　
　 　

　朝8時から献血事業の準備に入り午前9時到着予定
の献血車2台の到着を待った。　　　　　　　　　　
　クラブ事務所から長机8、イス20、ウイングロードか
ら机4、イス20をお借りして会場作りをした。予め予
約を頂いて献血してくださる企業の方々、市民の皆様
のご協力により受付者108名　採血者98名　採血量
39,200ml毎回献血をして下さる方々が少しづつ減り
今回は100人を切ってしまったことは非常に残念な事
であり若い人にもっと献血する意義を伝えなければ
いけないと感じた。　　　　　　　　　　　　
　献血は誰でもできる命のリレーだと思う。　　　

クラブ独自の献血事業第１３回白馬ライオンズクラブマレットゴルフ大会 第一回あいさつ運動

　穂高商業高校の始業式に合わせ、同校の正門前

にて「あいさつ運動」を行いました。会長の母校

でもある穂高商業高校を皮切りに、9月・10月・11

月には小学校、来年の4月には穂高駅前での実施

を予定しています。　　　　　　　　　　　　

　地域ぐるみで子どもたちの育ちを応援すると

共に、お互いにあいさつを交わすことで、みんなが

つながり、地域が元気になることを願っています。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　塩尻の“夏の風物詩”として毎年8月第一日曜日
に開催され県内外から参加者も、観光客も訪れる。
　全国から競走馬、農耕馬、ポニーなどが出場する
全国一標高が高い所で行なわれる競馬大会である。
　地面からの湧き上がる砂煙と観客の歓声が一体
となる臨場感に感動する。　　　　　　　　　　
　午後の（ポニーの競走馬）長野地区予選会に塩尻
ライオンズクラブ会長賞を贈呈した。優勝者は東
京競馬場で開かれる決勝大会に出場すると聞いて
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

　毎年恒例となっているアクティビティ事業。身障者と
保育園児によるふれあいと対話と、世代間交流を図り、自
然体験を通じ自然との共生を学ぶ。そして心の豊かさと
土とのふれあいによる、収穫する喜びを体験し、思いやりの
心を育てるじゃがいも掘り大会を開催しました。塩尻市
を始め、社会福祉協議会、楢川保育園、吉田ひまわり保育園、
すみれの丘共同作業所等、園児、通所者、保育士、職員、塩尻
桔梗ライオンズクラブ会員と家族総勢150名にて実施。
　畑のじゃがいも掘りで収穫したじゃがいもで作ったカ
レー食べる食事会を行い、自然の恵みに感謝と夏の思い
出づくりを実施しました。　　　　　　　　　　　　　

第２４回じゃがいも掘り大会花いっぱいプランター作成・配布作業高ボッチ高原草競馬大会

　環境保全と青少年育成を目的に年２回行っ
ております。　　　　　　　　　　　　　　
　明科中学校校庭において、明科中学校の「明
科きれいにし隊」の生徒、明南小学校の6年生
の生徒、松本信用金庫明科支店の職員の計60
名と一緒に行いました。　　　　　　　　　
　花の植え方を会員がアドバイスし、三色の
花の苗を70基のプランターに植えました。　
　プランターは市内の公共施設など計17ヶ所
に配布しました。　　　　　　　　　　　　

■3R・2Z
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塩尻桔梗ＬＣ 2017年10月1日■3R・3Z 丸子ＬＣ 2017年8月8日■4R・1Z 上田ＬＣ 2017年8月6日

上田ＬＣ 2017年9月10日■4R・1Z 東御ＬＣ 2017年9月16日■4R・1Z 東御ＬＣ 2017年10月28日■4R・1Z

上田城南ＬＣ 2017年8月5・6日■4R・1Z 坂城ＬＣ 2017年8月15日■4R・1Z 戸倉上山田ＬＣ 2017年9月24日■4R・1Z

　第6回目となる、車いすダンススポーツとダンスス
ポ ー ツ の 演 技 と 普 及 型 ト ラ イ ア ル を 市 内 の
小学校体育館において開催しました。　　　　　　
　車いすダンススポーツとダンススポーツのスタン
ダード、ラテンの競技を行い、途中車いすダンスの
講習会、デモンストレーション等も行いました。
　メディアも取材に訪れ、ニュース等で数回放送さ
れました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　七夕まつりは、毎年8月6日から8日まで、上田市
内海野街商店街が歩行者天国になり、各商店等に
よって製作された素晴らしい七夕飾りを楽しみに、
地域の多くの方々が訪れる夏恒例のイベントです。
会場内で、ポケットティッシュや啓発のチラシ、子
供さんには風船を配布しながら、献眼登録の呼び
掛けを行いました。また今回は、日本アイバンク
協会 第9回今泉賞受賞直後の活動だったため、そ
ちらの紹介もあわせて行ったところ、多数の報道
機関に取材をしていただき、クラブのアピールに
も繋がりました。　　　　　　　　　　　　　　
　今回の活動では13名の方にご登録をいただきま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

献眼登録活動塩尻桔梗ライオンズ杯争奪
第6回車いすダンススポーツ、ライオンズカップ 第1回ジュニアゴルフ大会・スナッグゴルフ体験会

　地元地域の青少年育成を目標に、ゴルフを通して「ルール」
「マナー」「エチケット」を学び、レベルを問わずに楽しんで
もらいたいと、夏休みに計画しました。ジュニアゴルフ大会
は18ホールストロークプレーに小学生から高校生まで男女別に
募集したところ、5名の参加がありました。スナッグゴルフ体験
会は幼児以上の初心者がほとんどで保護者を含め25名の参加
があり、道具を貸し出し練習からフェアウエイのミニコースまで
体験しました。初めての企画に対し、丸子ライオンズクラブで
は実行委員会を立ち上げ各種団体への後援依頼や、ゴルフ場や
ゴルフ練習場へ何度も足を運びました。当日は台風通過の時
季と重なり、参加者の辞退もあった中、参加した子供たちは清々
しいプレーで、逆にこちらが楽しませてもらいました。丸子グラ
ンヴィリオゴルフ俱楽部は長野県内でも特にジュニアの育成
に熱心に取り組まれています。丸子ライオンズクラブも、ジュニ
アゴルファーが楽しめる大会運営とスナッグゴルフの普及にお
役に立てればうれしく思います。　　　　　　　　　　　　

　上堀芝グラウンドにおいて、ライオンズ旗争
奪少年サッカー大会を開催。市内各地より８
チーム115名の参加があり、熱戦を繰り広げま
した。大会当日は日差しも強く、暑い一日とな
ったため熱中症の心配もありましたが、各チー
ム関係者のご協力により大きなケガや体調不
良もなく、無事に大会を終える事ができました。  
　昼食時には、メンバーからの野菜をはじめと
する食材の提供を受け具沢山みそ汁として参
加の選手をはじめ保護者の皆様にふるまい、今
回も大変好評でした。　　　　　　　　　　

　今年で41回となる「子ども禅の集い」を山邉ガバ
ナーをお迎えし、東御市の定津院で行いました。　
　園児、小学生、保護者が参加し、曹洞宗青年会の皆
様のご協力を得て、坐禅の組み方や食事での作法や
感謝の心を教えていただき、坐禅を通し自分をみつ
める静かな時間をもちました。　　　　　　　　　
　また、当クラブの薬物乱用防止教育認定講師のL.宮
坂和夫が「薬物乱用防止」と「たばこの有害」
のお話をしました。　　　　　　　　　　　　　　
　毎年楽しみにして参加するリピーターが多く、長
い伝統の事業が地域に根付いているのを感じました。

第41回子ども禅の集い第27回ライオンズ旗争奪少年サッカー大会 巨峰の王国まつりにて「献眼登録呼びかけ」

　東御市の巨峰の王国まつりで「献眼登録の呼

びかけ」を行いました。　　　　　　　　　　

　今年で７回目となりましたが、お声をかける前

にブースにきてくださって登録の申込みをされ

る方が何人もいらっしゃって、79名の登録をいた

だきました。　　　　　　　　　　　　　　　

　この登録が、実際の献眼につながってほしいと

思います。　　　　　　　　　　　　　　　　

　当クラブ継続事業「少年野球大会」を開催しま

した。今年は第35回となります。　　　　　　

　参加チームも減少傾向でしたが、今年は１チー

ム増え、12チームとなりました。　　　　　　　

　猛暑の中選手たちは熱戦を繰り広げ頑張ってい

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　参加チーム　12チーム・参加人数　　180名　

　 　 　

　

　9月24日、戸倉上山田ライオンズクラブは千曲市

に本拠を置くプロバスケットボールチーム 

信州ブレイブウォリアーズ「バナー大作戦」に参加

しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　戸倉駅前通り、大西通り、上山田温泉中央通りが

ウォリアーズのバナーで飾り付けられました！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

信州ブレイブウォリアーズ「バナー大作戦」坂城町成人式会場にて献眼登録運動第３５回少年野球大会

　坂城町では毎年8月15日に成人式が行われ

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　     

　坂城ライオンズクラブでは当日会員6名が、

会場入り口で新成人の皆様にお祝いと共に献

眼登録を呼びかけました。　　　　　　　　

　クラブのＰＲと共に充実した奉仕活動がで

きました。　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　 　 　

■4R・1Z



クローズアップアクティビティー

LION SHINANO　19

依田窪南部ＬＣ 2017年9月30日■4R・1Z 佐久ＬＣ 2017年9月30日■4R・2Z 小諸ＬＣ 2017年7月19日

軽井沢ＬＣ 2017年8月15日■4R・2Z 臼田ＬＣ 2017年7月8日■4R・2Z 望月ＬＣ 2017年8月10日■4R・2Z

諏訪湖ＬＣ諏訪和支部 2017年7月29日■1R・1Z 茅野レオクラブ 2017年10月14日■1R・1Z 丸子レオクラブ 2017年7月22日■4R・1Z

　クリーン少年団の活動として、望月少年自然の家で

宿泊交流会を行いました。　　　　　　　　　　

　一日目夕食は飯盒炊爨でカレー作り、夕食後は

体育館でドッジボール大会。　　　　　　　　　

　二日目は班対抗マレットゴルフ、クラフト制作

をしました。　　　　　　　　　　　　　　　　

　昼食後は浴室、食堂など館内清掃をし、来た時よ

りも美しくを実践してきました。　　　　　　　

　結成50周年記念事業として、小諸市動物園に

ベンチ9脚、壁掛け屋外時計1台を寄贈しました。

　長野県内最古の動物園として大正15年に開園

された動物園です。たくさんの親子・祖父母等

が園内散策を快適に過ごしていただく為に、今

まで園内に無かった壁掛け時計とベンチを設置

しました。今後は、より多くの方々に小諸市動

物園を訪れていただき、魅力を知ってもらいた

いと願っています。　　　　　　　　　　　　

小諸ＬＣ結成50周年記念事業『ベンチ及び屋外時計の贈呈』クリーン少年団　宿泊交流会 早朝清掃活動

　献眼慰霊碑に献花・黙祷後、献眼慰霊碑周辺

と佐久平駅周辺の清掃活動（ゴミ拾い、草刈り）

を行いました。　　　　　　　　　　　　　

　参加メンバー13名。　　　　　　　　　　

　 　

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　

　夏の御代田町成人式会場で、献眼登録受付を

行いました。　　　　　　　　　　　　　　　

　新成人に献眼登録の意義と、献眼の必要性を説

明しました。　　　　　　　　　　　　　　　

　パンフレットを配布し「20歳の記念に献眼をお

願い致します」と、メンバーの熱い呼びかけに

応え、大勢の成人に登録をして頂きました。　　

　8月10日（木）朝6時より国道142号線の観音峰

入り口付近から二手に分かれて、道沿いのゴミ拾い

を行いまいした。今回はゴミ袋に入りきらない様

な大きなゴミがたくさん落ちていて大変でした。

　暑くなってくる中、8名で軽トラック1台分拾い

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　

道路清掃御代田成人式会場に於いて献眼登録受付 稲荷山清掃活動

　平成10年よりの継続事業で、地域の緑化・清掃

の一環として、稲荷山の清掃を行っております。

　本年も7月8日の早朝より、約2時間をかけて実

施しました。　　　　　　　　　　　　　　　

　

　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　昨年より3年計画で行われております、岡谷市児童養護
施設つつじが丘学園交流例会。今年で2回目となる交流
会は、Ｌ西村ＺＣをお迎えし下諏訪のみずべ公園にて遊
具で遊んだり、会場を移し下諏訪赤砂車検場に於いてバ
ーベキューやバルーンアート、かき氷の屋台にと子供か
ら大人まで総勢100名が楽しい時間を過ごしました。
　また、学園にいる子たちは自転車にあまり乗ったこと
がない子たちが多いとお聞きし、メンバーの自宅にある
子供用自転車を持ち寄って、自転車教室を開催。あまり
自転車に乗ったことがない子たちも、すぐに自転車に乗
れるようになり、飛び切りの笑顔ではしゃいでおりまし
た。子供達の、はしゃぐ姿や笑顔に癒されながら、メンバー
一同も楽しいイベントが出来た事をとても感謝してます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　丸子レオクラブは毎月1回、清掃奉仕活動を実施
しています。　　　　　　　　　　　　　　　　
　丸子レオクラブの核となる活動として、継続し
て休まず計画実施してきました。　　　　　　　
　休日の8：00から約1時間、地元丸子地域の道路
のゴミ拾いをしますが、毎月場所を変えて、啓発す
ることも目的にしています。　　　　　　　　　
　その成果もあり、この頃は街にゴミが少なくな
っていますし、「ご苦労様・・」と声をかけて頂くこ
とも励みになっています。　　　　　　　　　　
　
　 　

毎月実施している　清掃奉仕活動丸子・茅野レオクラブ合同研修会・
茅野レオクラブ45周年記念例会岡谷市つつじが丘学園交流例会

　マリオローヤル会館において334-Ｅ地区ガ
バナーＬ．山邉正重もご出席され合同研修会
が開催されました。それぞれのレオクラブの
活動をガバナー、キャビネットの皆さんに発表し
ました。清掃奉仕活動、施設訪問、マラソン大会
給水ボランティア、日本フィリピン合同医療奉仕活
動への参加・・・・・色々な活動に参加しています。
　また研修後には、丸子ライオンズクラブ・レオクラ
ブの方にもご出席いただき45周年記念例会を
開催いたしました。　　　　　　　　　　　
　 　

■4R・2Z





公認ガイディングセミナー実施報告
地区 GMT・GLT 委員長　Ｌ．中村　 通

　3 日目、ブラカンの 2 箇所を視察しＪＭＭ実施地と

して 4 箇所を決定しました。また、今回の事前調査の

目的の一つである 301-D2 地区とのＪＭＭ検討会では

334-E 地区の現状と今後の継続実施に向け、率直な意

見交換が行われた中で 301-D2 第 1 副地区ガバナーか

ら言われた『後７年で５０周年を迎えるそれまでは継

続して貰いたい』という発言が印象に残りました。同

行頂いたメンバーに支えられ、全ての予定を終了し無

事日本への帰路に着きました。　　　　　　　　　　

　来年２月に向け検討課題をクリアし多くの参加者のご尽力で、第 43 回ＪＭＭが無事に実施できる

事を心より祈ると共に交付金問題を含めＪＭＭを見直す良い時機と考えます。　　　　　　　　　

　この後、地区ガバナーの承認を得て新たに 70 名も

のガイディングライオンが誕生します。　　　　　

　新ガイディングライオンには地域のリーダー、

GLT の一員としてご自身の所属クラブ、ゾーンを強

化、活性化する重要な役目を果していただきますこと

を期待いたします。　　　　　　　　　　　　　　

　 　

2017 年 8 月 8 日：メトロポリタン長野
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　8 月 8 日メトロポリタン長野にて公認ガイディングライオン

研修会が行われました。講師に334複合地区GLTコーディネー

ター L. 加藤史典（名古屋太閤 LC)、コメンテーターとして 334

複合地区 GMT コーディネーター L. 荒尾勝彦（金沢城北 LC) を

お迎えし 70 名を超えるメンバーのご参加をいただき盛況に執

り行われました。加藤コーディネーターの軽妙な話術により

ガイディングライオンの何たるかを学び皆無事認定試験も終了

しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

GMT・FWT会員増強大会実施報告

　10 月 1 日メトロポリタン長野において GMT・FWT 会員増強大

会が、各クラブより会長、幹事、第一副会長、会員委員長、女性会員134

名の参加をいただき盛大に開催されました。　　　　　　　　　　

　第一部では 334 複合地区 GMT コーディネーター L. 荒尾勝彦に「こ

れからのライオンズ」の演題でご講演いただきました。L. 荒尾は、ライ

オンズクラブ次の百年リーダーは誰か、Member one of one を考え

リーダーを造る重要性を、また奉仕活動は一人ではできない、自分を自覚

し、クラブを自覚した上で新たなメンバーを招請し、地域に密着したア

クティビティを単一クラブでなく、複数のクラブで行いプライドあるク

ラブ造りをしようと語られました。  　　　　　　　　　　　　　　

地区 GMT・GLT 委員長　Ｌ．中村　 通

2017 年 10 月 1 日：メトロポリタン長野
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　第二部会員増強シンポジウムでは各ゾーンからの代表８

クラブがクラブでの増強の特色ある取り組み、課題などを

他クラブの参考になるようプレゼンテーションし、また全

ゾーン・チェアパーソン（1R1Z は書面）が登壇し、ガバナー

目標「1ゾーン 20名増強」に向けた地域別増強委員会の取り

組み、現状、計画について報告し、目標達成に向けた決意表

明をされました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　最後に仁科第二副地区ガバナーが音頭を取り、全員で「檄」

ローアを行い盛会裏に閉会しました。　　　　　　　　　

ライオンズクエストワークショップ実施報告

　7 月 27 日 ( 木 ) 第 12 回 WS（ワークショップ）を 334-E 地

区初のスプリット方式で３ R 波田中学校（波田商工会議所２

F）にて開催をしました。講師に佐渡講師を迎えて波田中学校

校長先生はじめ、参加者30名と校内型としては積極的な参加に

感謝申し上げます。（スプリット方式ですが、2 日講習を 3 ヶ

月以内に分けて講習を終了する事で LQWS の終了認定証とな

ります。今までにも 2 日連続がネックになっていましたが、

これをきっかけに校内型の参加が加速して増強する気配を感

じ取りましたし、参加者に負担をかけない WS を考えておりま

す。次回終了後にスプリット方式の成果をアンケートなどま

とめた後に改めてご報告申し上げます。　　　　　　　　　

地区レオ・青少年・ライオンズクエスト・
　　　　　　　　薬物乱用防止委員長　Ｌ．依田 誠一

2017 年 7 月 27 日：波田中学校／ 2017 年9月23日・24日：軽井沢中学校

　第13回 LQWS が軽井沢中学校にて9月23・24日、軽井沢は霧雨

で少し寒いスタートでしたが、WS 会場は栃木、札幌と説明員の応

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

援を頂いて熱気にあふれ 25名プラス5名の 30名で篠田講師の秋

の味覚に端を発し始まりました。　　　　　　　　　　　　　　　

　安心で安全なライフスキルを、グループワークに分かれてルー

ル作りに意見を出し合い、壁のある上からの声ではありません。

グループごとに決めたルールは守り継続することで安心安全が

保たれる当たり前の様ですが意外と気が付かない事が多いので

はないかと裏付けられます。この様に身近なライフワーク、生活

の中で気が付く、気づくなど学びながらエネジャイザーで肩の力

を抜いて生活の質の向上、やる気、前向きさ、意欲ここでグループ

分けをして子供役指導者役に分かれて実践的な作業に入り充実

したグループ討議も確認しながら最後は各班ごとの発表となっ

たわけですが、観衆者としまして、参加者のスキルの高さに驚く

と同時に感謝を申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　

　改めまして有難うございました。　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



2017 年11月15日：長野市立東部中学校

ライオンズクエスト地区フォーラム実施報告

　「こんにちは！」ライオンズ

クエスト地区フォーラム当日

廊下ですれ違う生徒たちから

聞 こ え て く る 元 気 な 挨 拶。

長野市立東部中学校に「ライ

フスキルプログラム」が長野

県下で初めて実践導入されて 1

年 6 か月。　　　　　　　　　

　山邉ガバナー方針の一つ「ラ

イオンズクエスト地区フォーラム

開催」の大きな御旗の基、ライオ

ンズクエスト委員会議を重ねなが

ら、手作りの地区フォーラムが、

11 月 15 日、中島恵理 長野県副

知事様、小池徳男 長野県教育委

ライオンズクエスト地区フォーラム実行委員長　Ｌ．飯田 重光

員会主任指導主事様、熊谷久仁彦 長野市教育次長様他多くのご来賓、教育関係者・ライオンズクラ

ブ関係者総勢約 230 名のご参加を頂き、「クエスト実践授業参観」「パネルディスカッション」が開

催できました。　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　実践授業参観では、学年・クラス・テーマによ

り、多少の違いは有りましたが、楽しそうに（私

たちが大勢見学していたので恥ずかしそう？）自

由に考えを話していました。お互いを尊重し

大切にする心・他者とのコミュニケーションと

協力・問題解決や健全な意思決定能力等が少

しずつ確実に身についてきているなと思いま

した。パネルディスカッションで、先生方の感想・

村田校長先生のお話を伺い、ライオンズクエスト

を実践導入の効果を改めて実感できました。
　来年度から長野市立緑ヶ丘小学校も実践導入の

計画があり、既に実践導入している、長野日本大学

学園長野小学校を含め、長野県下の教育現場に少し

ずつライオンズクエストが浸透しつつあります。

　今後さらに、子供たちが安心して過ごせる学校内

環境が構築できる事に期待をしています。フォー

ラム開催にあたり、準備段階からご協力頂きました、

地区委員・各クラブ役員・キャビネット役員の皆様

方に心から感謝申し上げます。　　　　　　　　

　ありがとうございました。　　　　　　　　　
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東洋・東南アジア（ＯＳＥＡＬ）フォーラム報告

2017 年11月24日：上田市サントミューゼ

アイバンク・臓器移植フォーラム、
アイバンクサポーター講習会実施報告

　11月24日(金 )上田市サントミューゼに於いて献眼・臓器移植

への理解促進を図る為の長野県地区大会として長野県アイバンク

臓器移植推進協会並びにライオンズクラブ国際協会334-E地区の

共催によりイベントを開催した。

　午前は、11時よりライオンズクラブメンバーを対象としたアイバン

クサポーター講習会、午後1時より一般も含めアイバンク臓器移

植フォーラムと題し、献眼啓発用 DVD［ヒ・カ・リ］の上映の後

小口芳久先生(日本アイバンク協会常務理事 )の講演、体験発表と

して、自ら腎臓移植を受けた嶋崎秀樹氏、今泉賞を受賞された上田

ライオンズクラブ所属の L. 尾澤英夫の体験談があった。

　DVD［ヒ・カ・リ］は日本アイバンクがジャニーズ事務所の協

力により作成されたもので長野県出身の看護学生が献眼を行う

ドラマで、誰もが感動するものです。この DVD は団体への貸し

出しは可能です。

　当日はテレビの取材が長野朝日放送上田支局、信越放送、テレ

ビ信州、上田ケーブルテレビ、医療タイムスと地元新聞とたくさ

んのメディアに取り上げていただきました。

2017 年 11 月 17 日～ 20 日：シルク・プレイス・タイナン・ホテル／ターイー・ランディス・ホテル／高雄アリーナ　　

ライオンズクラブ国際協会 334-Ｅ地区ガバナー　Ｌ．山邉 正重

地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員長　  L. 池田 幸正　

　第 56回東洋・東南アジア（OSEAL）フォーラムが 2017年11月

17 日から 20 日まで開催されました。今回のフォーラムは各国の

参加者 23,916 名、日本参加者 2,435名、334-E 地区からは参加者

31名のライオンが参加いたしました。

　昨年は国際理事の立候補表明等ありましたが、今年は各セミナー、

講演、ミーティングに参加が目的でした。参加をし、感じたのは「ライオ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンズクラブはグローバルな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体」との認識を深めました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　これからも是非大勢の参

　　　　　　　　　　　　　　　　　加をしていただきライオンズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラブの理解を深めていた

　　　　　　　　　　　　　　　　　だきたいと願います。
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全日本ＬＣＩＦコーディネーター会議
334-E 地区夏季キャビネットキャンプ
　　　　　〃
第1回地区コーディネーター会議・第1回334複合地区ＬＣＩＦ・国際関係委員会
上田城南ＬＣ第３５回少年野球大会
公認ガイディングライオン研修会
第１回３３４複合地区国際大会委員会
第 1 回地区ＦＷＴ委員会
夏季休暇
　〃
佐藤義雄国際理事就任記念ゴルフコンペ
ライオンズクエスト説明員養成講座
第 1 回日本・フィリピン合同医療奉仕活動検討委員会
第１回日本・フィリピン合同医療奉仕活動実行委員会
第 1 回３３４複合地区指導力育成・リサーチ・長期計画委員会
長野県との懇談会
第 2 回地区ライオンズクエスト委員会
第１回３３４複合地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
２Ｒ３Ｚ　ガバナー公式訪問
第１回３３４複合地区ＰＲ・情報・ＩＴ委員会
１Ｒ１Ｚ　ガバナー公式訪問
第１回３３４複合地区環境保全委員会
３３４複合地区ＧＡＴ会議
１Ｒ２Ｚ　ガバナー公式訪問
ＬＣＩＦ理事長公式訪問
第１回臨時ガバナー協議会
第２回地区環境保全委員会
２Ｒ１Ｚ　ガバナー公式訪問
上田ＬＣ第 27 回ライオンズ旗争奪少年サッカー大会
３Ｒ１Ｚ　ガバナー公式訪問
３Ｒ２Ｚ　ガバナー公式訪問
第１回地区会報・ＰＲ・ＩＴ・ライオンズ情報委員会
第 42 回日本・フィリピン合同医療奉仕活動事前調査（～ 9/17）
第３回地区ライオンズクエスト委員会
第２回地区 GMT・GLT、FWT 合同委員会
第２回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第２回長野県連携協定推進室会議
第１回地区ＹＣＥ委員会
４Ｒ２Ｚ　ガバナー公式訪問
２Ｒ２Ｚ　ガバナー公式訪問
第１３回ライオンズクエストワークショップ
　　　　　〃
第２回３３４複合地区ＹＣＥ委員会
４Ｒ１Ｚ　ガバナー公式訪問
小諸ＬＣ結成 50 周年記念チャリティーゴルフコンペ
佐藤義雄国際理事就任パーティ
会員増強大会
第２回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会
第３回地区ＦＷＴ委員会
３Ｒ３Ｚ　ガバナー公式訪問 
１Ｒ・３Ｒ　ＹＣＥ青少年海外派遣コンテスト面接
骨髄バンクドナー登録推進講演会
ＬＣＩＦセミナー
第２回日本ライオンズ事務所・ＧＡＴ運営会議
上級ライオンズシップ研究会（～ 10/15）
臨時第２回地区委員長会議
茅野・丸子レオクラブ合同研修会
長野県薬物乱用防止教育指導者講習会
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
第１四半期会計監査
第２回３３４複合地区家族及び女性委員会
第１回３３４複合地区国際大会委員会
松本ＬＣ結成５５周年記念式典
２Ｒ・４Ｒ　ＹＣＥ青少年海外派遣コンテスト面接
第２回３３４複合地区指導力育成・リサーチ・長期計画委員会
上田ＬＣ第 39 回三クラブ合同献眼物故者慰霊法要
第１回３３４複合地区会則委員会
第４回地区ＦＷＴ委員会
第４回地区ライオンズクエスト委員会
次世代交流会
東御ＬＣ第４１回子ども禅の集い
環境保全の日
第２回３３４複合地区ＰＲ・情報・ＩＴ委員会
第２回地区名誉顧問会議
第２回３３４複合地区会員・エクステンション・会員維持委員会
第５回地区ＦＷＴ委員会
第２回日本・フィリピン合同医療奉仕活動検討委員会
第２回日本・フィリピン合同医療奉仕活動実行委員会
３３４複合地区第１副地区ガバナー・第２副地区ガバナー研修会
第２回３３４複合地区ＬＣＩＦ・国際関係委員会
臨時第３回地区委員長会議
第２回ゾーン・チェアパーソン会議
第２回地区ガバナー・キャビネット会議
第１回３３４複合地区管理委員会
第１回３３４複合地区ライオンズクラブ創立 100 周年記念奉仕実行委員会
依田窪南部ＬＣ結成３０周年記念合同例会
ＹＣＥ帰国報告会
第３回３３４複合地区ＹＣＥ委員
第３回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第３回長野県連携協定推進室会議
ライオンズクエスト地区フォーラム
第５６回東洋・東南アジア（ＯＳＥＡＬ）フォーラム（～ 11/20）
第３回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会
第５回地区ライオンズクエスト委員会
第２回３３４複合地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
アイバンク・臓器移植フォーラム、アイバンクサポーター講習会
グドラン国際第１副会長公式訪問
第３回地区環境保全委員会
第２回３３４複合地区ガバナー協議会

佐久市　望月少年自然の家
　　　　　〃
名古屋市　キャッスルプラザ
上田市　上堀河川敷グランド
長野市　ホテルメトロポリタン長野
名古屋市　複合地区事務局
長野市　志もだ

千曲市　千曲高原カントリークラブ
佐久市　佐久平交流センター
松本市　ホテルブエナビスタ
　　　　　〃
名古屋市　３３４複合地区事務局会議室
長野市　ホテル国際２１
塩尻市　キャビネット事務局
名古屋市　３３４複合地区事務局会議室
長野市　ホテル国際２１
名古屋市　３３４複合地区事務局会議室
諏訪市　ラコ華乃井ホテル
名古屋市　３３４複合地区事務局会議室
名古屋市　３３４複合地区事務局会議室
飯田市　シルクプラザ
名古屋市　マリオットアソシアホテル
　　　　　〃
塩尻市　キャビネット事務局
長野市　ホテルメトロポリタン長野
上田市　千曲川市民緑地グランド
松本市　ホテルモンターニュ
白馬村　白馬樅の木ホテル
塩尻市　キャビネット事務局
フィリピン
塩尻市　キャビネット事務局
　　　　　〃
上田市　上田商工会議所会議室
　　　　　〃
塩尻市　キャビネット事務局
佐久市　佐久グランドホテル
須坂市　迎賓館
軽井沢町　軽井沢町立軽井沢中学校
　　　　　〃
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
東御市　平安閣
小諸市　小諸高原ゴルフクラブ
名古屋市　マリオットアソシアホテル
長野市　ホテルメトロポリタン長野
千曲市　福寿草
長野市　志もだ
安曇野市　スイス村
１Ｒ下諏訪町 下諏訪商工会議所  ３Ｒ塩尻市 キャビネット事務局
松本市　松本市駅前会館
上田市　上田東急ＲＥＩホテル
名古屋市　キャッスルプラザ
名古屋市
上田市　上田商工会議所
茅野市　マリオローヤル会館
塩尻市　長野県総合教育センター
上田市　上田創造館
上田市　上田商工会議所
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
　　　　　〃
松本市　ホテルブエナビスタ
２Ｒ長野市 松代ロイヤルホテル  ４Ｒ小諸市 シャルム
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
上田市　大星斎場
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
長野市　志もだ
塩尻市　キャビネット事務局
長野市　メトロポリタン長野
東御市　定津院

名古屋市　334 複合地区事務局会議室
松本市　仙岳
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
長野市　志もだ
松本市　松本商工会館
　　　　　〃
名古屋市　ホテルキャッスルプラザ
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
上田市　上田商工会議所
上田市　上田東急 REI ホテル
　　　　　〃
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
名古屋市　ザ・サイプレスメルキュールホテル
長和町　立岩和紙の里
塩尻市　えんぱーく
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
塩尻市　キャビネット事務局　　　
　　　　　〃
長野市　長野市立東部中学校
台湾
上田市　上田商工会議所
松本市　きまま
名古屋市　334 複合地区事務局会議室
上田市　サントミューゼ
東京都　帝国ホテル
上田市　上田商工会議所
名古屋市　キャッスルプラザ

（2017年11月30日現在）
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諏訪湖LC

2017.9.6 入会

金属加工部品
専門メーカー

増沢 義治

諏訪湖LC

2017.9.6 入会

飲食業

小平 祐市

１
Ｒ・１
Ｚ

１
Ｒ・２
Ｚ

Ｌ.五味 浩和

Ｌ.進藤　 実

飯田LC

2017.8.24 入会

金融業

徳山 正淳

Ｌ.関口 博道

飯田長姫LC

2017.7.6 入会

農業・
飯田市議会議員

岩崎 和男

Ｌ.井坪 　隆

飯田赤石LC

2017.7.26 入会

保険業

松下 勝彦

Ｌ.熊谷 秀隆

飯田赤石LC

2017.7.26 入会

保険業

木下 健示

Ｌ.村松 みつ子

飯田赤石LC

2017.8.9 入会

旅館業

小田切 通利

Ｌ.山口 泰弘

長野LC

2017.6.15 入会

ホテル業

左右田 昭道

長野LC

2017.7.6 入会

電設・
I Tビジネス業

横澤 吉彦

中野LC

2017.7.1 入会

農業

小林　 実

２
Ｒ・１
Ｚ

２
Ｒ・２
Ｚ

２
Ｒ・３
Ｚ

Ｌ.池田 勇貴

Ｌ.神津富治男

Ｌ.小林 忠一

長野山ノ内ゆけむりLC

2017.7.1 入会

電気設備工事業

小林 精二

Ｌ.阿部 武昌

長野山ノ内ゆけむりLC

2017.7.1 入会

電気設備工事業

東方 正道

Ｌ.荒井　 均

長野中央LC

2017.10.12 入会

製本・紙工

渋谷 一男

Ｌ.末岡 和広

長野中央LC

2017.10.12 再入会

楽器小売業・
音楽教室

和田 正彦

Ｌ.日置 　隆

長野篠ノ井LC

2017.7.1 入会

建設業

長橋 俊哉

Ｌ.米山 直樹

長野白樺LC

2017.7.26 入会

放送局

酒井 千明

長野白樺LC

2017.7.26 入会

カー用品店

岡宮 清吉

長野白樺LC

2017.9.27 入会

一般建設業

高瀬 直樹

３
Ｒ・１
Ｚ

３
Ｒ・２
Ｚ

Ｌ.苅田 英次

Ｌ.酒井 洋二

Ｌ.松本 夏樹

長野みすずLC

2017.9.30 入会

飲食業

仁科 良三

Ｌ.赤沼 芳子

長野みすずLC

2017.9.30 入会

保険業

東方 正道

Ｌ.安藤　 温

長野みすずLC

2017.9.30 入会

自動車販売

仁科 良三

Ｌ.小野 真史

松本アルプスLC

2017.10.18 入会

解体業

小林 匡善

Ｌ.小林 大介

穂高LC

2017.8.22 入会

総合卸販売・デ
ザイン・企画・
製造

召田 義人

Ｌ.小林　 弘

穂高LC

2017.8.22 入会

農産物・加工品
販売、体験教室、
食事処

召田 義人

穂高LC

2017.10.3 入会

自動車修理・
販売

髙山 一栄

穂高LC

2017.10.3 入会

自動車板金・塗装

髙山 一栄

３
Ｒ・３
Ｚ

４
Ｒ・１
Ｚ

Ｌ.小林 幸岐人

Ｌ.寺島 善久

Ｌ.山田 善光

塩尻LC

2017.7.1 入会

サービス業

木村 晶子

Ｌ.竹内 清人

塩尻桔梗LC

2017.8.1 入会

建築業

武居 健一

Ｌ.柳沢 隆彦

丸子LC

2017.9.1 入会

製造業

北澤 信明

Ｌ.須長 弘二

戸倉上山田LC

2017.7.1 入会

金融業

佐藤 義雄

Ｌ.上野 敏一

戸倉上山田LC

2017.8.1 入会

旅館業

佐藤 義雄

Ｌ.吉池 純也

依田窪南部LC

2017.10.1 入会

薬局

中原 政幸

Ｌ.小林 正直
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佐久LC

2017.7.1 入会

ホテル業

檀原 保雄

佐久LC

2017.7.1 入会

自動車関連中古
部品買取、販売

早川 多津男

４
Ｒ・２
Ｚ

Ｌ.碓氷 俊彦

Ｌ.佐塚 英和

佐久LC

2017.7.1 入会

販売業

青木 久美子

Ｌ.白井 博隆

佐久LC

2017.7.1 入会

自転車関連商品
製造販売

中村　 通

Ｌ.豊田 浩之

佐久LC

2017.7.1 入会

ブライダル関係

青木 久美子

Ｌ.宮崎 敦史

佐久LC

2017.7.1 入会

アパート経営

中村　 通

Ｌ.森泉 　仁

佐久LC

2017.7.1 入会

販売業

菊池 春美

Ｌ.森泉 伸夫

佐久LC

2017.7.1 入会

住職

菊池 春美

佐久LC

2017.8.1 入会

飲食業

澤尾 光弘

小諸LC

2017.7.20 入会

自動車整備業

小山　 純

Ｌ.山田 正光

Ｌ.柳沢 理絵

Ｌ.佐藤 哲哉

望月LC

2017.7.1 入会

酒類製造業

岩下 純武

Ｌ.武重 有正

　去る7月30日、334-Ｅ地区元ガバナー北
原守靭ライオンがご逝去されました。
　故北原ライオンは、1972年8月に丸子ラ
イオンズクラブにご入会され、1983年に
は21代会長、その後は4Ｒ1Ｚゾーン・チェア
パーソン、地区聴覚言語環境委員長等を歴
任され、1993年には地区ガバナーご就任
と、ライオンとして輝かしい足跡を残し
てこられました。　　　　　　　　　　
　今改めて、故人の常日頃からライオン
としてのあるべき姿を追及実践しておら
れた凛々しいお姿が目に浮かんで参りま
す。特に、ガバナー就任時には334-Ｅ地
区のリーダーとして、真のライオニズム
を目指し、その強い実行力と揺るぎのな
い姿勢で、我々に進むべき方向を指し示

してくださいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この度、生前からの強いご意志により献眼していただきました事に
も感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げ、故人への
追悼の言葉とさせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

　（丸子ＬＣ会長　Ｌ.日野 敬輔）

　 　 　 　 　 　

元地区ガバナー

北原 守靭
丸子ＬＣ

2017年7月30日逝去

　去る9月３日現役で唯一のチャーター
メンバーであったＬ.太田道信が84歳で
急逝されました。　　  　　　　　
　1962年６月岡谷ＬＣが発足以来56年の
間にクラブ会長、2002年334--Ｅ地区ガ
バナーを始め、地区名誉顧問会議長、複合
地区ガバナー協議会議長、複合地区年次
大会委員長他、かずかずの重職を歴任さ
れ現在まで地区名誉顧問として活躍され
ておりました。日頃「ライオンズが命」と
口癖に述べられ、フィリイピンの医療奉
仕の先導役として長きに渡り尽力され、
この度献眼にご協力頂きました。当クラ
ブの大黒柱でありメンバーの鏡でありま
した。貴Ｌの教訓はメンバーの一人一人
の心の中に生きております。　　　　　
　心よりのご冥福をお祈り申し上げます。
　　   （岡谷ＬＣ会長　Ｌ.花岡　　詮）

334複合地区元ガバナー協議会議長

地区名誉顧問
元地区ガバナー

太田 道信
岡谷ＬＣ

2017年9月3日逝去

丸山 博康
飯田長姫ＬＣ

2017年7月24日逝去

吉村 静子
岡谷ＬＣ

2017年7月28日逝去

江取 義直
飯田赤石ＬＣ

2017年8月18日逝去

宮澤 民雄
安曇ＬＣ

2017年9月2日逝去

西浦　 孝
松本アルプスＬＣ

2017年9月10日逝去

加藤 和男
長野ＬＣ

2017年10月6日逝去

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

伊藤 伸一（茅野ＬＣ）　献眼発生日／2017年5月3日

北原 守靭（丸子ＬＣ）　献眼発生日／2017年7月30日

太田 道信（岡谷ＬＣ）　献眼発生日／2017年9月3日

笠原 威三（中野ＬＣ）　献眼発生日／2017年9月18日

松瀬 房夫（佐久ＬＣ）　献眼発生日／2017年11月14日

献
眼
者

永年に渉るクラブ活動
ありがとうございました。
ご冥福をこころからお祈りいたします。 物故ライオン
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Member’s Information
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甲信アルプスホーム株式会社

　人生から考える家造り、
　　　　　　想像を超える満足度

〒399-0703　塩尻市広丘高出1953-3 
TEL.0263-53-5739
FAX.0263-53-1355
HP.http://www.aiwa-show.co.jp
E-mail.info@aiwa-show.co.jp
塩尻LC／L.平林貞広  

株式会社　AIWA匠

〒390-0832  松本市南松本２-１-１１    TEL.0263-29-0001
松本深志LC／L.小出清久

〒399-0006  長野県松本市野溝西2丁目3番16
TEL.0263-28-5500  FAX.0263-28-5625

HP.http://www.mnh2001.jp  E-mail.nakagawa@violin.ocn.ne.jp
松本LC／L.中川福夫

 

  

木曽交通株式会社

〒397-0001
木曽郡木曽町福島5811-1 
TEL.0264-22-3666 
FAX.0264-22-3080
木曽LC／L.小野十九男 

 白馬樅の木ホテル

 

  

 

 

弊社はLIXIL FCとして長野県中信地区を中心にアルミサッシ、リビング
建材、住宅設備機器、エクステリアなどの施工と販売を致しております。
（経営理念は、お客様主義の実践・思いやり主義の実践・サービス主義の実践）
お客様のお役に立てる企業を社員一同で目指しております。
どうぞ宜しくお願い致します。

野尻トーヨー住器(株)

〒399-0038　長野県松本市小屋南1-3-1
TEL.0263-58-2105　FAX.0263-86-5020

HP.http://nojiri.o.oo7.jp/
E-mail.nojiri@peace.ocn.ne.jp
松本中央LC／L.野尻克樹

松本アルプスLC／L.岡本伸夫
本社  長野県松本市笹部1-3-6   〒390-0847
TEL：0263-28-3131　FAX：0263-25-5400
www.mitsuihome-ksa.co.jp　　　           【三井ホーム長野】

「三井ホーム」「三井のリフォーム」という
ブランドをとおして、付加価値の高い、
暮らし継がれる住まいを提供します。

アイワショウ

 株式会社 小出仏壇

＊病院診療科名　内科、糖尿病内科、神経
　内科、リハビリテーション科、人工透析、
　脳神経外科、外科、眼科
＊脳神経外科専門医、脳卒中学会専門医 中川福夫
　ー診療領域ー　　　　　　　　　
　脳外科・脳卒中一般、外来外科処置一般、
　各種神経ブロック、ボトックス注、関節腔内注

医療法人道悠会 松本中川病院

時が経つのを忘れさせてくれる快適な山岳リゾート。
格調高いアンティーク家具で統一されたエントランス。
心のこもったおもてなしでお出迎え致します。

〒399-９３０１　
北安曇郡白馬村和田野４６８３－２
TEL.０２６１-７２-５００１　FAX.0261-72-5520
E-mail.info@mominokihotel.com
白馬LC／L.丸山勝也
  

信州・安曇野・穂高

交通安全、車を買ったら穂高神社

新春祈願、交通安全祈願大祭
　元旦～８日

〒３９９-８３０３　長野県安曇野市穂高６０７９
TEL.0263-８２-２００３
FAX.0263-８２-８７７０
HP.http://www.hotakajinja.com/
穂高LC／L.穗髙光雄  

有限会社　双建運輸

〒３９９-７１０４
安曇野市明科七貴６０３３－１ 
TEL.0263-６２-０６３０ 
明科LC／L.宮園幸男 

納得の「味」と「価格」を提供してお
ります。刺身、焼き物、揚げ物、鉄
板焼きなどの豊富なメニューで、 幅広
いお客様から親しまれています。

養老乃瀧　大町駅前店

〒398ー0002 大町市大町仁科町3173
TEL.0261−22−4848
大町LC／Ｌ. 遠藤  みどり

安曇LC／L.伊藤　勝

（記載順不同）



2017.7～2018.6 年度ライオン信濃Vol.2 の表紙は、今年334-Ｅ地区としては初めて国際理事にご就任
された、Ｌ. 佐藤義雄（戸倉上山田ＬＣ）です。
国際理事としてご多忙な日々をお過ごしのＬ. 佐藤。今後益々のご活躍をご祈念致します。

第43巻 第2号   2017 年12 月発行
　山邉キャビネットがスタートして早いもので半年が経過しました。

　そこで、本誌は上半期の振り返りと、残る半期に向けてのステップと

なるべく企画いたしました。

　また、新たな試みとして、キャビネットや各クラブのアクティビティ

だけではなく、会員個人にもスポットをあてる「隠れた達人」シリー

ズをはじめました。

　今後も、ライオン信濃を通じて、地区のクラブ間、会員相互間の理解

が深まることを願ってやみません。

　　　　　   地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員長　清水重博

発行：ライオンズクラブ国際協会334-E地区   2017-2018キャビネット事務局
         〒399-0701   塩尻市広丘吉田1150-3   オーイケ第２ビル１Ｆ
           TEL.0263-31-6107   FAX.0263-31-6108
            E-mail●caboffice@lcint334e.org
           URL●http://www.lcint334e.org/
編集：地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員会、会報編集委員

ー上田連絡事務所についてー

〒386-0024　上田市大手1-10-22　
　　　　　　　　　　上田商工会議所ビル3階
TEL 0268-75-0901　FAX 0268-75-0906
E-mail: maueda334-e@ueda.ne.jp

https://www.facebook.com/LCI334E/
Facebook の活発な活用を！

 上田ってどんなまち？
中央には日本最長の千曲川（信濃川）が流れ、菅平高原や美ヶ原高原の

雄大な自然に囲まれている上田市は、信州の政治と文化の中心として

千二百年余の歴史が脈々と流れ続けるまちです。

そして、徳川の大軍を二度にわたって退けた智将・真田昌幸公や、

大坂の陣での奮闘ぶりから日本一の兵（ひのもといちのつわもの）と

称えれた真田幸村公ら真田氏の歴史浪漫が薫るまちでもあります。 

 【場所について】

上田駅お城口より松尾町商店街を通り、海野町交差点を左折すると

左手前方にみえるのが上田商工会議所ビルで、上田連絡事務所はそ

の 3 階にあります。

その商工会議所の先には上田市役所、さらに進むと大河ドラマ「真田

丸」で有名になった上田城があります。

観光、所用で訪れた際はぜひお立ち寄りください。みすず飴を用意

してお待ちしております。

【ピンバッチについて】
＊六文銭と雁金（かりがね）　ともに真田家の紋章。

 六文銭（男性用）
　　　　　　　六文銭（六連銭・六紋連銭）は家紋としての名称で、もともとは仏教の世界で言う六道銭のことです。

　　　　　　　六道銭は三途の川の渡し賃、つまり通行料とされており、死者を葬る時に遺体と一緒に埋めるもので

　　　　　　　した。真田氏は家紋に六文銭を用いることで、戦争や日頃の駆け引きについて、死をもいとわない不

　　　　　　　惜身命の決意で望んでいることを示していたと言われています。

 雁金（結び雁金）（女性用）

　　　　　　　六文銭は戦時の色合いが濃い家紋であるため、真田氏は六文銭が使いにくい場合においては、雁金な

　　　　　　　どを用いました。時代が進むにつれ次第に六文銭の使用が拡大したため、結び雁金の存在は薄くなっ

　　　　　　　ていきました。　※諸説あり

ライオン信濃１号の記載過誤のお詫びと訂正
8月に発刊させていただきましたライオン信濃１号「クラブ会長
スローガン」にて過誤がございました。
大変申し訳ございませんでした。
お詫びして訂正させていただきます。以後、より一層の注意を払い
編集に携わっていきたいと存じます。
 　　　　　　　　　　　　誤 　  　　　正
塩尻ライオンズクラブ幹事   本田　秀実    北山　達彦
塩尻桔梗ライオンズクラブ幹事   北川　達彦    横山　正光




