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基本方針

地区ガバナー

地区LCIFコーディネーター

Ⅰ. 献血、献眼、献腎、骨髄移植、糖尿病教育
糖尿病の合併症：腎症、網膜症、神経障害、壊疽の予防
Ⅱ. 会員増強 会員維持 若手会員の育成
FWTを中心に女性会員の増強と、2019年4月に女性の集いの
講演会実施
Ⅲ. 高齢化社会と少子化対策
①母子家庭、父子家庭の子どもを地域社会で面倒をみる
②長野県や市町村からの要望もある婚活をライオンズの立場
でできる事を行う
Ⅳ. 青少年指導育成の強化
①薬物乱用防止教育
②子どもの貧困問題に取り組み、フードドライブを実施する
③ライオンズクエスト・各リジョンでワークショップを開催
Ⅴ. LCIF MJFへの寄付金の継続実施
①各クラブにLCIFキャンペーン委員長の設置
②LCIF国際理事会との交渉の経過をみながら、LCIFへの寄
付金目標額を＄20万とする
Ⅵ. 日本・フィリピン合同医療奉仕活動について
奉仕活動の内容を検討し、規模を縮小して実施する

就任のご挨拶
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東京の日本橋に空が見えなくなったと騒いでいます

地区ガバナースローガンを
「価値観を共有し 思いやり

が、334-E地区は何処へ行っても豊かな自然があり、
ここ

と創意工夫 しなやかな奉仕」
といたしました。常にライオ

伊那谷も少々狭いですが南アルプスは四季折々、
素晴ら

ンズの一員であることを意識して利他の心を持ち続ける

しい表情を見せて語り掛けてくれます。今宵も満天の星

ことが大切であり、
いつも謙虚でありたいと思います。連

が降るように瞬いています。深夜便の飛行機が南西の

綿と続いてきた各クラブの奉仕活動を大事にして伝統を

方角にチカーチカーと機体を閃かせて飛んでいます。

継承しつつさらに工夫をして新たな奉仕のあり方に取り

上田のサントミューゼで行われた第６４回地区年次大

組んでいただきたいと思います。地域社会に対して何が

会において地区ガバナーに選出され、
第１０１回のラスベ

できるかを問い続けるとき、
やはり会員増強が大切である

ガス国際大会におきまして７月３日山邉正重ガバナーより

ことに行きつきます。同志を増やし、楽しい奉仕を続ける

エレクトリボンを外していただき2018〜2019年度334-E地

ことがＬＣＩＦの資金獲得にもつながります。

区第４３代地区ガバナーに就任いたしました。皆様にご

最近、新幹線内の殺傷事件など忌まわしい事件がつ

推挙いただき就任できましたことに深い感謝と責任の重

づいています。
このような社会現象の中で、今こそライオ

さを感じております。

ンズクエストを通じて「他人を思いやる命の尊厳」
を訴え

今年度はライオンズクラブ国際大会、
初の女性国際会

ていかなければなりません。我々に課せられた責任は多

長L.グッドランが誕生しました。
ＦＷＴを中心に女性会員

岐にわたりますが、334-E地区の発展とライオニズムの高

の増強と2019年4月には女性の集いの講演会を予定し

揚のために全力を尽くします。

ています。
また佐藤義雄国際理事におかれましては２年

結びに５１クラブと４レオクラブの益々の発展と、
会員の

目の任期に入られますので益々のご活躍を祈念し334-E

皆様方のご活躍、
ご健勝を心より祈念申し上げ、就任の

地区を挙げて応援して参ります。

挨拶といたします。
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われわれは奉仕する
世界に、
そして地域社会に
誇りと、
思いやりと、優しさをもって。

しかし、
まだ見ぬ奉仕の世界が あります。
それは私たち皆の望みの中に息づく世界。
それが見つかった時、
思いやりの新境地が開かれます。
それが存在するのは、
地平線の向こう。

目的地を見据えて、新しい進路を描けば、最大の課題
を乗り越えることができます。このシンプルなモチ
ベーションで、あなたがいつも夢見てきた奉仕のゴー
ルを実現しましょう。

“セッタ・レッダスト”
〜目的を持って進む
〜戦略的に、かつあらゆる面を考慮して取り組む
〜変わる必要があれば柔軟に応じる
〜自分の限界は素直に認める
〜奉仕目標を実現する

地平線の出合う場所
未来を見据えるイングバドター会長は、
ライオンズにもっとインパクトの大きい奉仕事業と、
より大きな奉仕の結果を発見させてくれます。
今年の主眼は、すべてのライオンズに
自らの奉仕の壁を乗り越えるよう呼び掛けることです。

“困難はつきもの。
でもライオンズは
困難をチャンスに
変えます”
＿国際会長 グドラン・イングバドター＿
ライオンズの四つの重要分野に力を
入れることで、これを実現することが
できます。
01 どの会員も大切です。新たなメンバーを迎えつつ、
現メンバーが積極的に参加できる環境を整えること
こそ、最高の奉仕を実現する一番の方法です。また、
私たちの力を最大限に発揮するためには、多くの地
域で女性メンバーの勧誘にも力を注がなければなり
ません。
02 ライオンは皆、
リーダーです。メンバーにリーダ ーと
しての技能を与え、女性にはリーダー進出のチャン
スを増やすことで、すべてのライオンズが最大限の
力を発揮する手助けができます。
03 友情は、
ライオンズの重要な要素の一つです。 ライ
オンズでの出会いは生涯続く絆となり、 私たちの奉
仕を影響力の強いものにしてくれます。このことが
あらゆるメンバーのクラブ生活にはっきりと表れる
ように心がけましょう。
04 ストーリーには力があります。人生を変える奉仕のス
トーリーを伝えることで、地域の人々はライオンズが
誰 で 、何をして いるの かを知ることができます 。
SNSやマーケティングを通じてメッセージを届け、
人生を変えるこの活動に参加するよう人々に呼びか
けることができます。
私たちは、地平線の向こうにある
奉仕の新世界にたどり着くことができます。

ライオンズクラブ国際協会 • 国際会長 グドラン・イングバドター • 2018～2019年度 • WE SERVE

国際理事 挨拶

国際理事
地区名誉顧問
元地区ガバナー

L.佐藤義雄（戸倉上山田LC）
日本ライオンズ、世界№1になる為に
暑さもようやく厳しさを増してまいりましたが、お変わりなくご健勝のことと
お喜び申しあげます。
第64回334-E地区年次大会において、山邉キャビネットの素晴らしい成績が
発表されました。第101回ラスベガス国際大会において、菅沼ガバナーエレクト
がガバナーとして承認され、菅沼キャビネットがスタートしました。
ナレッシュ･アガワル国際会長が誕生し国際理事会議がシカゴ･ドバイ･マイア
ミそしてラスベガスの4回開かれ、私は1年理事として4回出席しました。
出席者は国際会長・第1〜3副会長・34名の理事・委員長・事務総長・各部長
合計約50名が出席します。会議は全て英語で約10か国語が同時通訳します。
会議は朝9時から午後5時まで、最終日には議決権のある国際理事を初めとし
て委員会から出された議事項目がすべてYesかNoで決議されます。非常に緊張
した雰囲気で4日間行われます。
グドラン国際会長が誕生し、2年目テーマの「We Serve」がスタートしまし
た 。プログラム「N e w Vo i c e」“ 女 性の声を引き上げ、リーダーを作 る”
「Beyond the Horizon（地平線を越えて）」いろいろな改革を行っていく、これ
が発表されました。
東京にオセアル調整事務局が出来てから6か月が過ぎ、日本ライオンズと連
絡がしやすくなりました。日本ライオンズは5月31日で約1,500名の純増が発表さ
れ、次年度の試算が約300万円の赤字が計算されました。私は2年理事として、
日本・オセアルの為に全力で頑張ります！
会員増強するためには各クラブ会長が型にはまった行動ではなく、自由にク
ラブ会員と親しく楽しく話し、楽しいクラブ例会を行う。もちろん本年度からラ
スベガスで決定したワンハンドレッド。1人年間1万円、3年間で3万円をLCIF献
金に献金しなければなりません。しかし、全日本で親会員が9万人として3年間
で27億円、目標は50億円です。どうか会員増強とLCIF献金について334-E地
区が総力を挙げて全力で頑張りましょう！
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キャビネット役員 挨拶

地区名誉顧問会議長
前地区ガバナー

L.山邉正重（上田城南LC）
アメリカ・ラスベガスにて開催されました第101回国際大会の閉会式にて菅沼
ガバナーエレクトのリボンを取り、私の2017〜2018年度地区ガバナーの任期を
終了いたしました。
私の地区ガバナースローガンとして「積極的な挑戦を！」〜新たなる山を求め
て〜 を掲げ、挑戦をしてまいりました。
「ライオンズクエスト地区フォーラム」開催、若手ライオンのセミナー「次世代
交流会開催、そして長野県連携協定推進室を中心に「薬物乱用防止パレード」
を開催いたしました。地区51クラブ、2支部の会員の皆様方には1年間絶大なご
支援を賜り誠にありがとうございました。皆様のご協力なくして達成はできませ
んでした。
また、国際理事L.佐藤義雄におかれましては2年理事として一層のご活躍を
ご期待申し上げます。
今年度菅沼ガバナーからのご指名を受け2018〜2019年度の地区名誉顧問
会議長をお受けすることとなりました。菅沼ガバナーのスローガン「価値観を共
有し

思いやりと創意工夫

しなやかな奉仕」を念頭に菅沼ガバナーをサ

ポートし、地区内の融和と実行のために微力ではありますが職責を全うしたい
と存じます。
名誉顧問会は地区ガバナーの諮問機関であり、決議機関ではありませ
ん。E地区の調和を計ることが目的であります。目的を達成できるよう努
めてまいります。
会員の皆様のご健勝とウィサーブの精神、ライオニズムの向上、発展にご尽力
とご活躍をご祈念申し上げ就任のご挨拶といたします。
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キャビネット役員 挨拶
「仲の良いチームづくり」
ライオンズクラブのモットー「We Serve」は、我々は奉仕する。
より良い奉仕は、皆が考えるところであるがそれも大切、その前に
「We」づくりである。皆が仲良く話し合いひとつにまとまる事、日頃は
メンバー間の絆づくりが基本であり、キャビネットでは昨年一年間ガバ
ナーチームの絆づくりをしてきました。
ガバナー三役、次期ガバナー三役、第二副地区ガバナー間で、毎月一
回必ず会って意見交換や、今後の取り組みを考え話し合ってきました。
その結果、強い絆が出来、仲の良いガバナーチームとなりました。今後

第1副地区ガバナー

L.仁科良三

（長野みすずLC）

も続けて更に仲の良いガバナーチームを作り、その手で「Serve」を皆で
実行していきます。
奉仕を受ける側から見ても、仲の良い本気でやっているチームであれ
ば、喜びは更に大きなものになります。ライオンズクラブは結果も大切
ですが、プロセスも大切にしていきます。意見は充分出し合って、自分
の意見と違う結果になっても、決まったらその方向に全員で向かうこと
です。
キャビネットも各クラブも仲の良いチームであって欲しいです。今年
も皆仲良く頑張っていきましょう！

昨年の本誌、現菅沼ガバナーが第一副地区ガバナー就任挨拶で書かれ
た「知れば知るほどガバナーチームの負担とガバナーの個人負担があま
りにも多いのは問題で、次のガバナーを目指す人が少なくなる心配があ
る。改革が必要である。」が現実となり、急遽第二副地区ガバナーを拝
命することとなりました。
我がクラブ元ガバナーの故L.樫山幹男はライオンズスピリット改訂版の
序として佐藤春夫の詩集「佐久の草笛」からこんな言葉を引用してい
る。「われらかつて、歩むべきを学びき

今あらためて、歩むことを学

ばん」知るべきを知り、次なる一歩を歩むために学び、進むことの大切
さを説いたのではないか。奇しくも第64回334複合地区大会において、山

第2副地区ガバナー

L.中村 通
（佐久LC）

田實紘元国際会長もクラブ改革の必要性を訴えられた。では何をどう改
革していくのか、この度の選考が難航、破談になった理由と真摯に向き
合う時が来たのではないか。
私は今回、縁ありライオンズクラブと結婚させていただいた。末永く
添い遂げるためには本人同士の熱い気持ちだけではうまくいかない。
334-E地区親族一同、先輩諸兄のご指導、支援が不可欠であります。若輩
の私への温かい叱咤激励、ご協力を切にお願いする所であります。
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キャビネット役員 挨拶
この度、菅沼地区ガバナー就任とともに、キャビネット幹事を拝命い
たしました。
菅沼地区ガバナーの基本方針が遂行できますよう、元地区ガバナー、
ゾーン・チェアパーソン、地区委員長、地区委員の皆様方と力を合わ
せ、ライオンズクラブの発展の為に微力ながら全力を注ぐ覚悟でありま
す。
一年前からオブザーバーとして、キャビネットの会議等に参加させて
頂き勉強させて頂きました。名前と顔がようやく一致するようになり、
キャビネットの仕組みも少し分かるようになりました。役員必携・ライ
オンズ必携を必ず二度以上読むように言われ目を通しています。

地区キャビネット幹事

幹事の心得には、分からない、知らないは禁句とされています。いか

L.池田幸弘

に勉強をしなければなりません。又、いかなる時も断じて怒らず、常に

（飯田LC）

る人・・・私に務まるかわかりませんが受けた限りやるしかありませ

笑顔を安売りできる人、ガバナーの女房役に徹し得る自覚と行動の出来
ん。この年齢になって各地区の色々の人との出会いもあり、メリットも
沢山あると感じ一年楽しくやりたいと思っております。
「箱根の山、籠に乗る人、担ぐ人、そのまた草鞋を作る人・・・」そ
れぞれの立場でのご指導・ご協力をお願い申し上げます。

２０１８年度のキャビネットがスタートしました。菅沼ガバナーのも
とでキャビネット会計という大役を仰せつかりました飯田ライオンズク
ラブの小林伸です。財務や会計はクラブ内では担当したことが無かった
のですが、皆様から頂いたお金を無駄なく有効に事業に使えるように計
画しています。
年々事業費が減少してきていますが、会員の減少によることですか
ら、会員増強を最優先にガバナーのスローガン“価値観を共有し
りと創意工夫

思いや

しなやかな奉仕”と基本方針にそって、一年間使命を果た

して参りたいと思います。
各クラブ、各会員の皆様のご健勝を御祈願申し上げ、この一年お世話

地区キャビネット会計

になりますが、よろしくお願いいたします。

L.小林 伸
（飯田LC）
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地区コーディネーター 就任挨拶
地区GMTコーディネーター
ライオンズクラブ１００年のレガシーを引き継ぎ、
ライオンズ
クラブの新たな世紀を歩み始めた本年度、
３３４−Ｅ地区４３代
菅沼地区ガバナーの下、地区ＧＭＴコーディネーターの任務に
就く事となりました。グローバル会員増強チーム
（ＧＭＴ）の活
動は、新しい会員とクラブの増加・発展、
また、
クラブの向上を
図り、長期にわたる会員維持を実現させる委員会です。第６４
回地区年次大会で、会員増強を本年度本気で取り組み、次世代
の展望を創るという決議が採択されました。
ライオンズクラブのテーマは拡大と進化です。まさにその会

地区GLTコーディネーター
この度、地区GＬＴコーディネーターを仰せつかり、その責任
の重大さを感じています。
会員増強と指導力育成はライオンズの使命を果たそうと努
力していく上において極めて重要であります。
したがってGＭ
Ｔ
・ＧＬＴは協力関係にあり、
この二つのチームが「継続的な会員
増強」
「クラブのさらなる向上」
「リーダーシップの質向上」を
図っていくことが重要と考えます。
ここ数年会員の減少に歯止めがかからず、単一クラブでの活
動・維持が困難となり、他クラブとの合併を余儀なくされるゾー

地区GSTコーディネーター
２０１７年７月、新たに（グローバル） 奉仕チームＧＳＴ
委員会が開始されました。
今 年度２０１８年新ガバナーの中で、正式に委員会を立
ち上げる事になりました。
現 在、すでに（グローバ ル指 導力育成チーム）（ＧＬＴ）
（グローバル会員増強チーム）
（ＧＭＴ）家族及び女性チー
ム（ＦＷＴ）は、すでに活動される中、新たに、
（グローバル
奉 仕チーム）（ＧＳＴ）が加わる事になり、
（ＧＬＴ）（ＧＭ
Ｔ）
（ＧＳＴ）
（ＦＷＴ）この四チームを合せて、
（グローバル

地区LCIFコーディネーター
皆さんこんにちは、去る６月２５日より７月５日までライオン
ズクラブの国際大会がラスベガスで開催され、行って参りまし
た。この地区からは25名を超える会員の皆さんにご出席を戴
き心から感謝をしております。大会ではグッドラン
（初の女性会
長でアイスランド出身）のスピーチもありましたが、LCIF寄付
金、10万ドル（約1000万円）
を約束した会員が壇上に上がっ
て紹介されていました。
３３４MDからも5人はいましたし、
フィ
リピンからも1人いてびっくりいたしました。壇上には総勢40
人はいたでしょうか。もう少し、世界中のライオンズのユ

地区FWTコーディネーター
ＦＷＴコーディネーターを務めさせていただきます、山
浦悦子でございます。
ようやく「ＦＷＴ」という言葉やその意味が、各クラブで
理解されるようになり、いよいよこれから・・・女性会員と
家族会員の皆さんが力を合わせ、女性の目線で奉仕をする
ことで地域の方々がクラブに入会したくなるような、魅力
ある活動を進めてまいりたいと考えております。
（一） 地域の宝である子供たちと向き合える“居場所”づ
くり。
（お年寄りの方々も立ち寄れる場所）
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L.増田悌造

長野千曲LC

員増強は、国際協会及びクラブの根幹であり、We Serveの活
力の源泉であります。名前のとおりチームで機能します。私た
ちの周りには奉仕の心を持つ素晴らしい人びとがいます。ま
た、大きな機会をもたらしてくれる存在の方々がいます。
ＧＭＴ
は、会員増強・会員維持に手を抜くことなく、
日々皆様にその呼
びかけをしていきながら、
ＧＬＴ
・ＧＳＴ
・
ＦＷＴと協調して、
また縁
結ぶにつながるように努めて参りたいと考えています。
５１クラブの発展と会員皆さまのご活躍ご健勝をご祈念申し
上げます。

L.武田善彦

松本LC

ンもあると聞いております。
しかし、その反面支部結成の動き
や、
レオクラブ結成という嬉しい情報も入って来ております。新
会員の増加と新クラブ結成を通じて、
クラブの活性化と発展に
繋げていくことができれば幸いです。新たなライオンズの指導
者を見出し、その育成を促し、次世代のリーダーとなるべきラ
イオンを育てることがＧＬＴの使命と考えます。
会員相互の理解のもと、
この目標に向かってこの１年務めて
参る所存でおりますので、会員各位のご理解とご協力を宜しく
お願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。

L.石田貞夫

飯田長姫LC

アクションチーム）
（ＧＡＴ）として、ガバナーが推進してい
く事になると思います。
結論としてこの委員会は、いろいろの面で大変な時代に
入っている中、この四チームが共に力を合せ、クラブの活性
化と、ライオンズクラブが発展される事を目指す、最も大事
な、期待されている委員会と思っています。
取りあえず、受皿が出来る状況を立ち上げガバナー中心
に成功出来るよう皆様の御協力を賜わり、一年御世話にな
りますが、よろしく御願い申し上げます。

L.菅沼哲夫

飯田LC

ニークな奉仕活動にも触れればいいのにとの思いもありま
したが、334−E地区には25万ドルの目標が課せられてき
ました。会員の皆様には一人１００ドルをお願いし、ZC,各委員
長、およびクラブ三役の皆様には１０００ドルの寄付をお願いい
たします。今年度は１０月１０日を目途に334−E地区では一斉
にしたいと思いますので、
ガバナー公式訪問が終わるまではお
待ちいただきたいと思います。
以上勝手なお願いばかり恐縮ですが１年間よろしくお願い
いたします。

L.山浦悦子

長野LC

（二） フード・ドライブ、子 供 の 貧 困の問 題 。（ 食 の 奉
仕）
（三） 日常、使用しなくなった食器のリサイクルとリユー
ス。
（学校・施設等に寄付）
（四） シンポジウム・セミナー（自らを高める）等々の活
動です。
家族会員の皆さんとコミュニケーションを大切にし、この
一年間精一杯努力して参りますので、皆さんのご協力とご
指導をお願い申し上げます。

ゾーン・チェアパーソン（ZC）就任挨拶
１R・１Z

L.宮澤正隆

諏訪湖LC

この度Ｌ菅沼ガバナーのもと、1Ｒ１Ｚゾーン・チェアパー

クラブの状況については、会員の高齢化に伴い会員減少

ソンをさせて頂くことになりました。会員の皆様のパイプ

のが予想されますが、
しかし、
１Ｒ１Ｚ４クラブのアクティビ

役として、微力ながら努めてまいりたいと思います。私のよ

ティーに対して、奉仕活動はそれぞれに
〝伝統と特徴〟
があ

うな若輩者が、
このような大役をさせて頂くことに不安で

ります。市民の皆様が、
ライオンズクラブに対してご理解い

いっぱいですが、
Ｌ.菅沼ガバナーのスローガン『価値観を

ただけますように、
１年間精一杯頑張らせていただきたい

共有し 思いやりと創意工夫 しなやかな奉仕』の意向を

所存でございますので、
ご指導、
ご協力のほど、
よろしくお

しっかりと把握して、1Ｒ１Ｚ４クラブの皆様にお伝えしてい

願いいたします。

きたいと思います。

１R・２Z

L.後藤孝保
突然私がゾーン・チェアパーソンの大役をお受けする事
となり、事の重大さに身の引き締まる思いが致します。
しか
し、お受けした以上は誠心誠意務めて参りたいと思ってお
ります。
新聞、
テレビを見るにつけ、世界を見れば紛争が絶えず、

伊那LC

ライオンズクラブの活動が少しでも役に立つのであればと
の想いが常にあります。
菅沼ガバナーのスローガンと基本方針を的確に各クラ
ブにお伝えし、又、各クラブの提案等をガバナーに伝達し、
微力ではありますがクラブの活性化に努めて参りたいと思

それに伴い難民の人達の環境を見るにつけ心が痛みま

います。皆様のご支援、
ご協力を宜しくお願い申し上げま

す。又、
日本に於いては幼い子供の虐待、子供達の貧困。こ

す。

の平和の国にしてどうしてかと胸がつまる思いであります。

２R・１Z

L.吉村征之
この度、
２Ｒ１Ｚのゾーン・チェアパーソンを拝命いたしました
長野グリーンシティＬＣ所属の吉村征之と申します。知識、技量
の乏しい私にこの大役が務まりますか、些か不安を感じており
ます。また責務の重さに身の引き締まる思いで一杯でありま
す。会員の皆様におかれましては、
この一年間ご指導、
ご協力の
ほど心からお願い申しあげます。
菅沼ガバナースローガンは、
まさにライオンズクラブの原点
に立ち返り未来に向け、品格をもった思いやりある社会を創造
して行こうと決意あるメッセージかと存じます。ガバナースロー

２R・２Z

ガン並びに基本方針を胸に刻み、
ガバナーと各クラブ間のパイ
プ役として任務を積極的に果たして参りたいと思います。
１００年を超える歴史と伝統を大切に、新しい時代の様々な
課題を、
シンプルに考え集中しスピードをあげ解決していくこ
とが、今以上に社会から存在を求められるライオンズクラブと
なっていくものと考えます。
魅力ある楽しいクラブづくりの環境を整えるべく微力ながら
精一杯努力してまいります。皆様方のご支援、宜しくお願いい
たします。

L.小林精二
この度、
２R２Zのゾーン・チェアパーソンを務めるにあたり私
の所信をお話しします。私はライオン歴もまだ少なく知識も経
験も乏しいのですが、我々が住み暮らす地域の活性化には以
前より強い関心をもっております。そのための手段としてもラ
イオンズクラブの活動はまさに合致しているところです。この
機会を自分自身のスキルアップとも捉え職責を全う出来る様
に勉強しております。
ウィ・サーブの精神を持ち活動するに当たり大切なことは仲
間との信頼関係と絆だと思います。それを構築する手段として

２R・３Z

長野グリーンシティLC

長野山ノ内ゆけむりLC

例会などを通じ親睦を深めることはとても大切なことと日々
思っております。楽しい交流を通じ築かれた信頼関係をもとに
各アクティビティに参加することが大事なことです。
そこで自クラブ内においての行動とともに我がゾーン内に
おいても各クラブの例会等に積極的に参加させて頂き、
クラブ
間の交流も頻繁に行えるようにし、地域への奉仕活動をより活
発に行えるようにしていきたいと思っております。
皆様のご協力ご支援をよろしくお願いいたします。

L.田中信臣

長野みすずLC

今年度、
２０１８〜２０１９ 2R3Zのゾーン・チェアパーソ

近年会員の減少や高齢化が目立ち、
アクティビティーの

ンの大役を仰せつかり、その責務の重さに身の引き締まる

実行が困難な場面も見受けられますが、楽しく魅力あるク

思いですが、精一杯努力いたす所存でありますのでよろし

ラブを整えて、多くの若者が入会し、積極的に奉仕ができ

くお願い申し上げます。

る環境づくりを目指し、
また、地域社会にライオニズムの精

今年度ガバナーL．
菅沼哲夫のスローガン「価値観を共有
し

思いやりと創意工夫 しなやかな奉仕」を胸に刻み、

神を広く理解していただけるよう、精一杯努力していきた
いと考えております。一年間よろしくお願い申し上げます。

新たな更なる一歩となるように、
ガバナーと各クラブとの
パイプ役をしっかり努めていきたいと思っております。
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ゾーン・チェアパーソン（ZC）就任挨拶
３R・１Z

L.堀川喜晴
この度、3R1Zゾーン・チェアパーソンの大役を仰せつ
かりましたが、その責任の重さに身の引き締まる思いで
す。
菅沼ガバナーの基本方針を受け止めて、各クラブにお願
いし、各クラブからの要望、提案等はキャビネットに話
し、クラブ運営がスムーズに行えるようなパイプ役として
頑張りたいと思います。
現在のライオンズクラブを取り巻く環境は益々厳しくな
り、会員増強にも苦慮し、クラブ運営も大変だと思いま

３R・２Z

松本アルプスLC

す。今後ライオンズクラブの活動を活発に行うには、多く
の会員が必要だと思います。若年層を中心に女性会員等で
知恵を出し合い、大きく前進できるようにお力添えを宜し
くお願い致します。
一年間、元気よく、時代に合った奉仕活動が一般の方々
に共感して頂けるよう、精一杯努力して参りたいと思いま
す。
どうか皆様のご指導ご協力を賜りますよう、宜しくお願
い致します。

L.小林正芳

高瀬LC

このたび、菅沼キャビネットのゾーン・チェアパーソ

ライオンズクラブとしての魅力づくりは、一人一人が

ンをおおせつかり、この一年間責任の重大さに改めて身

ライオニズムというものを再認識し、積極的な奉仕活動

が引き締まる思いをしております。

を通して得られるものだと思います。

菅沼ガバナーの「価値観を共有し

思いやりと創意工

ライオンズクラブのモットーである「われわれは奉仕

しなやかな奉仕」をスローガンにキャビネットが動

する」を胸に刻み、友情と相互理解の精神で、お互いの

きだしました。ガバナーの6つの基本方針をしっかりと

気持ちが一つになり、楽しく社会に貢献できる奉仕活動

受け止め、微力ではありますが各クラブへの架け橋とな

を目指し頑張る所存です。

夫

れればと思っています。

皆様方のご協力よろしくお願い致します。

３R・３Z

L.平林正臣
この度3R3ZのZCをお引き受け致し、その責務の重

思いやりと創意工夫

塩尻桔梗LC
しなやかな奉仕」を念願に置き基

大さを痛感し身の引き締まる思いでございます。私自身

本方針を遵守し3R3Zのクラブのパイプ役となり、各

その器ではございませんが、お引き受けした以上、誠心

クラブの皆様の御協力と御支援を得ながら役目をはたし

誠意、皆さまのご指示を頂きながら精一杯努力して参り

て参る所存であります。

たいと思います。各クラブとも会員の減少傾向にあり会
員の維持が大変だと思います。

最後に各クラブ会員の皆様のご健勝とご多幸を合せて
事業の益々のご繁栄をお祈りし新任の挨拶と致します。

社会が求める奉仕活動、個性ある奉仕活動、楽しい奉
仕活動、菅沼ガバナーのスローガン「価値観を共有し

４R・１Z

L.林 幸彦

戸倉上山田LC

この度、４Ｒ１Ｚのゾーン・チェアパーソンをお受け

目指して行ければと思っております。そのためには、ま

することになりました、戸倉上山田ＬＣの林でございま

ずは家庭が円満である事、会社があってのライオンズク

す。重責ではございますが、メンバーの皆様方のご理

ラブであり仕事が第一だという事、そして上手な人間関

解、ご協力を頂きながら１年間職務を全うしたいと思っ

係を構築する事等、これらがあって楽しい活動が出来る

ておりますので、宜しくお願い致します。

のではないでしょうか。

ＺＣの責任として、キャビネットからの情報をクラブ
に連絡し、クラブのアクティビティをガバナーに報告す

楽しくなければライオンズではないという考えで、1
年間宜しくお願い致します。

るのは当然の事ながら、楽しいライオンズ活動を皆様と

４R・２Z

L.福田秀永
この度、４R２Zのゾーン・チェアパーソンを務めさ
せて頂く事になりました。

ができる環境をつくっていきたいと思います。
４Rは地理的に一番遠い地域ではありますが、キャビ

ような大役を仰せつかり、責任の重さを感じているとこ

ネットとゾーンを繋ぐパイプ役として、その距離を感じ

ろです。さて、本年度は菅沼哲夫地区ガバナーが１Rよ

させないよう努力して行きたいと思います。

創意工夫

思いやりと

私自身は、浅学非才の身ではありますが、２Z５クラ

しなやかな奉仕」を掲げられました。私自身

ブメンバーの皆様と共に精進してまいりますので、どう

が十分理解し、ゾーン各クラブに伝えていくと共に、２
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Z各クラブが活発で充実した奉仕活動およびクラブ運営

昨年度はクラブ会長を務めさせて頂き、引き続きこの

り立ちスローガンとして「価値観を共有し
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小諸LC

か一年間よろしくお願い申し上げます。

地区委員長 就任挨拶
地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員長

地区FWT委員長

L.有賀文夫

L.古田順子

（諏訪湖LC）

（伊那LC）

当地区委員はキャビネット幹事経験者の
充 職で三年間 務めた後 委員 長に就任 致し
ます。ガバナー基本方針に基づいたキャビ
ネットの改革の方針策定及び検討を主とし
て行います。
従来特に定められた会則等が無い為、踏
襲や慣例を軸にその年のガバナー（キャビ
ネット）の判断によって実 行されていた事
案について、近 年時代の変化も相まって、
規則等の制定、改正が求められて参りました。
この三年間でも「緊急援助資金規則」、
「連携協定推進室協力金
運用規定と細目」、
「地区内事業に対する助成金交付規定」を策定し
て参りました。今年度もガバナーの指示によって規則等の策定を行
うと共に、菅沼キャビネットがスムーズに運営されますよう、最善の
努力をして参ります。

この度、一年間の副委員長を経て、委員
長として活 動 さ せ て 頂くことに なりまし
た。
ＦＷＴ（ファミリー・ウーマン・チーム）
委員会ですが、今はまだ男性中心的活動状
況の中で、ようやく若芽が息吹き、葉を、枝
を伸ばそうとしています。
特に奉仕活動では、女性ならではの目線
で地 域に溶け込み、新たなアイディアに取
り組み、実現し、発 揮していく中で、女性 会員や家 族 会員を増やし
て、更にライオンズクラブの役割を地域社会に貢献できるよう努力し
て参ります。
活動していく中で、メンバーの皆様方のご協力とご支援を頂かなく
てはならない事が多々あると思いますが、どうぞよろしくお願い致し
ます。

地区国際関係・LCIF委員長兼大会参加委員長

地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員長

L.松村政計

L.稲垣健治

（飯田LC）

（飯田長姫LC）

本年度、地区国際関係・
ＬＣＩ
Ｆ委員長兼大会参
加委員長という大役を務めさせていただきま
す。飯田ＬＣ所属の松村政計です。
①今年４４回を向える日本・フィリピン合同医
療奉仕活動の実施です。いろいろな意見の出る
中、今回は予算・規模等約昨年の半分の事業規
模での実施ですが奉仕の原点ともいえる人道的
支援活動であります。皆様の参加を是非お願い
致します。今後の活動のあり方について検討し
てまいります。
②世界に目を向けますと、貧困・病気・災害等に
手を差しのべる為にＬＣＩ
Ｆ献金が必要です。
ＬＣＩ
Ｆに理解いただきＭＪＦ２００口
以上献金総額＄２５００００、献金０クラブをなくす。地区目標達成の為、会員の
皆様方のご協力お願い申し上げます。
③世界のライオンズを見ると同時に絆を築く機会としてＯＳＥＡＬ東洋東南
アジアフォーラム。
１０２回国際大会（イタリア・ミラノ）への多くの参加をお願
いいたします。この一年よろしくお願い致します。

当 委 員 会 の 使 命 は 会 員 間 、クラブと地
区、地域社会にライオンズクラブの社会的
認 知 度を高めるべく、アクティビティ実績
に基づくライオンズクラブの「ブランド」を
内外に構築するブランディング、すなわち、
その価値をより高め周知して行く役目であ
ると思います。
そ の 為 には 様 々 な コミュニケーション
ツールである処の①地区会報「ライオン信
濃」の発行 ②ＰＲ・地域のニュースメディア（テレビ・ラジオ・新聞）
に報道して頂く ③ＩＴ・インフォメーションテクノロジーを生かして
ホームページ・フェイスブックの開設率・運用率の向上を計る ④ライ
オンズ情報・ライオン誌日本語版LION誌へ３３４−Ｅ地区の奉仕活
動を投稿して参ります。
会員皆様の積極的なご投稿とご協力をお願い申し上げます。

地区GMT・GLT委員長

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.村澤英彦

L.吉川敏一

（飯田赤石LC）

この度、地区GMT・GLT委員長に就任い
たしました飯田赤石ライオンズクラブ所属
の村澤英彦と申します。GMTは会員増強、
GLTは指導力育成と、ライオンズクラブが
発展し続けるためにはどちらも最重要課題
です。
今 年 度 当 委 員 会 は、前 半主 義 を基 本と
し、Who（誰が）、When（いつ）、Where
（どこで）、What（何を）、Why（なぜ）、
How（どのように）の5W1Hを明確にし、コーディネーターのL.増田
悌造、L.武田善彦の下、委員とともにチーム一丸となって本気で取り
組んで参ります。
8月の会員増強セミナー、リジョンごとの次世代交流会、新会員セ
ミナーの実施等を通じ、会員増強・会員維持をミッションとし、1年間
努めてまいりますので会員の皆様のご協力をお願いいたします。

（飯田LC）

本年度、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に就任する、
飯田ライオンズクラブ吉川敏一です。
役職名の長さの通り、活動は多岐にわたり
ます。継続的なレオへの活動支援、薬物乱
用防止教育認定講師養成講座の継続、ライ
オンズクエ スト の 各リジョン で の ワー ク
ショップの開催です。
薬物乱用防止教育とライオンズクエスト
に関しては、キャビネットの基本方針にも挙げられている活動です。
地区クラブ員の皆様のご理解とご協力を切にお願いいたします。
またL.三俣、L.丸山、L.臼田3名の副委員 長と共に協力し、各リ
ジョンをバランスよくまとめ、次に繋げるべく普及・維持・発展に努
力いたします。1年間よろしくお願いいたします。
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地区委員長 就任挨拶
地区YCE委員長

地区環境保全委員長

L.福澤芳一

L.三宅正士

（飯田LC）

（辰野LC）

本年度、菅沼哲夫キャビネットの一員と
して皆様にお世話になります飯田ライオン
ズクラブ所属の福澤芳一と申します。
ＹＣＥの役割は次代を担う青少年に外国
の異文化体験を通して、友愛と相互理解の
精神を養う交流の場を与えることにありま
す。地区委員、副委員長と３年間勉強させ
ていただいた経験を活かし、５０年以上も
続いているこの素晴らしいプログラムを、
一人でも多くの青少年に知ってもらい参加していただくことを目標に
頑張っていく所存でございます。
そのためには長橋副委員長はじめ地区ＹＣＥ委員の皆様、そしてＥ
地区全体の皆様の深いご理解とご協力が不可欠でございます。
どうか今年一年間よろしくお願い致します。

地区環境保全委員長を仰せつかりました、
辰野ライオンズクラブの三宅正士です。一年
間よろしくお願い致します。
前年度より副委員長制度ができまして、本
年度は2年目になります。
平和ポスターコンテストは、国際協会に
おいても重要な事業であります。３３４−Ｅ
地区は、３３４複合地区に置いて毎年応募
数が一番少ない地区であります。よって本
年度は、
「思いやりは大切なこと」というテーマにて、7月度に入った
らすぐに、３３４−Ｅ地区全クラブにて夏休みに書いて頂くように募
集をかけてまいります。
環境保全活動については、10月度と来年4月度の二回、
３３４−Ｅのリ
ジョン又はゾーン毎に同じテーマにて活動を行なってもらう様に働きか
けて、各クラブの会長様にはご協力をよろしくお願い致します。

地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員長

地区年次大会委員長

L.宮下 厚

L.古田仁志

（駒ヶ根LC）
本年度菅沼キャビネットの一員として一年間
お世話になります、地区四献・視聴覚障がい者
福祉・糖尿病教育委員長を仰せつかりました、
駒ケ根LC所属の宮下厚です。よろしくお願い
いたします。
今年は菅沼ガバナーの基本方針のトップで
掲げた、献血・献眼・献腎・骨髄移植・糖尿病教育
を中心に実施していきたいと思います。
特に糖尿病に関しては現代社会において特

に多い疾患で、働き盛りの年代に多い疾患早期に発見治療をすれば糖尿
病にはならないのです。今年は糖尿病にならないための生活習慣の見直し
など糖尿病に関する講演会を行います。
又各クラブでも例会に取り入れて勉強会をして頂きたいと思います。他
にも献血Oクラブを無くす、献眼・献腎登録を積極的に行う、講演会、講習会

（飯田LC）

２０１９年５月１２日に予定されています
地区年次 大 会 の 委員 長を仰せ つかりまし
た。「価値観を共有し 思いやりと創意工
夫 しなやかな奉仕」をガバナースローガ
ンに掲げ、菅沼ガバナー号が出航いたしま
した。年次大会において一年間の集大成を
確認し合い更なる一歩の場でもあると考え
ますと責任の重さを感じずにはおられませ
ん。
キャビネットの皆様、各クラブの皆々様のお力添えをいただきまし
て成功裏のうちに大会を終えたいと考えています。年に一度の大イベ
ントであります。ご参集されます会員はもとより、３３４−Ｅ地区の
団結を一層強められる絶好の機会でもございます。大会が実り多き
ものとなります様ご協力・ご指導をお願い致します。

など実施することが多いかと思いますが、一年間ご協力お願いします。

長野県連携協定推進室
室長

L.北川哲男

（長野みすずLC）

行政との連携による
新たな地域社会プログラムの
構築に向けて

長野県連携協定推進室（以下「推進室」）は

本年度、設置４年目を迎えます。
地域づくりのパートナーシップの取り組み
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そして、２０１８年４月１日には、これまでの長野県との連携実績を
バックボーンとしてライオンズクラブが主体者となった「『ダメ。ゼッ
タイ。』薬物乱用防止長野県民パレード」を多くの市民の皆さんの参
加を得て実施することができました。そこには、
「薬物乱用防止が大
きな社会問題であるが故に、意義のある行動としての評価が存在し
ます。
私たちは、さらに、地域社会にある問題に向き合い、その結果とし
て「市民にライオンズクラブを知ってもらう」機会とすべきであると
考えます。

として、
ライオンズクラブ３３４−Ｅ地区と長野

今、子どもの貧困問題、即ち「子どもの居場所づくり」への取り組

県が、児童及び青少年健全育成や環境保全等

みは、地域社会のコミュニティーの回復という意味においても大変

の様々な事業を協働して実施する。

社会性のあるテーマであります。

推進室では、
この協定の主旨を念頭に、
これまで長野県知事との定期

推進室では、本年度、地区ガバナーの基本方針とともに、
「子ども

的懇談等を通じての信頼関係の構築に重きを置きつつ、
ライオンズクエ

の居場所づくり」への取り組み支援を主題とし、ライオンズクラブの

スト推進に助力するとともに、長野県の主唱する「信州こどもカフェ」プ

「新たな地域社会プログラム」構築を目指して活動してゆく所存で

ラットホーム構築事業への参画等々を展開してまいりました。

あります。本年度もよろしくお願いいたします。
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副幹事・副会計 就任挨拶
副幹事兼地区管理委員長

副幹事兼地区協力委員長

副幹事兼地区協力委員長

L.井原尚久

L.小田切通利

L.林 勝一

（飯田LC）

（飯田赤石LC）

副幹事兼地区管理委員長

この度、副 幹 事 兼 地 区

を仰せつかり、現在までの

協力委員長の大役を仰せ

準備段階で在籍１０年にし

の重さに身の引き締まる

という組織を見直す機会に

一に考え、微力を尽くしていきたいと思います。
この職が終わるころには新しい価値観が芽生え
ることも期待しています。

ＹＣＥ事業の目的は国際親
善であり、他国の人と接する

その職 務の責任と使命

改めてライオンズクラブ

想像のつかない１年になりますが、菅沼ガバ

任の重さを痛感しています。

ます。

間見ることが出来ました。

ナーのもと、スムーズな運営がなされることを第

もとより浅学非才の巳で責

Ｃ所属の小田切でござい

ない新しいライオンズを垣

ていただいています。

この度、地区ＹＣＥ担当副
幹事を仰せつかりましたが、

つかりました 飯 田 赤 石Ｌ

て今までで経験したことの

も恵まれ、少々戸惑いながらも貴重な経験をさせ

（辰野LC）

思いでございます。
菅沼ガバナーのスローガンを年頭に地区副
幹 事 の職を理 解し他の 役 員の 皆さんと共に
協力し任務を全うしたいと思います。
一年間ご指導ご協力を宜しくお願いいたし
ます。

機会を青少年に与え、異なる
国での生活を経験する事で
あります。
その目的達成の為ＹＣＥ生の世界各国への派遣
と海外からの受け入れを行ないます。
ＹＣＥ生が各国の文化、歴史、伝統等を理解し、各
国のＹＣＥ生との交流を計る事により、国の将来を
託せられる人材に育ってくれる事を望むものです。
ＹＣＥ委員会は、当初の目的達成の為の手助けを
しますので宜しくお願い申し上げます。

副幹事兼地区総務委員長

副幹事兼地区情報委員長

副幹事兼地区協力委員長

L.今村栄志

L.池田佑二

L.矢嶋博章

（飯田LC）
時 間 の 経つ 速さに、た

（飯田長姫LC）

画 委 員 会 」および「長 野

ります。隆盛著しいＩＴを駆使

く、不安な日々を送ってい

県 連 携協定推 進 室 」のお

した部分では、欠けるものが

ました が、会を 重 ね る 事

手伝 いをさせて 頂くこと

ありますが、ガバナースロー

によって、心配事が少し解けてきたような気

ガン「価値観を共有し 思いやりと創意工夫 しな

がします。

やかな奉仕」から発信される、各種情報を的確かつ

て参りますので、皆様 方のご指導、ご協力の

サーチ・アラート・長期計

元来がアナログ世代であ

た 。初 めて 聞くこと が 多

観を共有し、素晴らしい一年と成る様に努め

ました。そして「会 則・リ

た。

が 、い よ い よ と なりまし

ります。菅沼キャビネットの一員として、価値

協力委員 長を拝命いたし

報委員長を仰せつかりまし

だ まだと 思っていました

まだまだ不安もありますが、楽しみでもあ

本 年度、副 幹 事 兼 地 区

この度、菅沼キャビネット
発足に伴い、副幹事兼地区情

だただ驚くばかりです。ま

迅速に周知することを旨として行きます。また、基
本方針にもあります「少子高齢化社会」
「青少年指
導育成」等々具体的な取り組みと実践が叫ばれて
います。微力ながら、精一杯の努力をして行きます。
会員の皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い

（諏訪湖LC）

になりました。
委員としての活動経 験はありますが、キャ
ビネット構成員として職名を拝しての奉仕活
動は初めての経験で戸惑いもありますが、両
委員長の活動方針とお考えをよく理解し、所
期の目標が達成できますよう精一杯努めてま
いります。

程よろしくおねがい申し上げます。

致します。

副幹事兼地区運営委員長

副幹事兼地区協力委員長

副会計兼地区財務委員長

L.吉澤文男

L.桃澤克芳

L.樋口照晃

（伊那LC）
この度、菅沼キャビネット
の構成員として副幹事兼運
営委員長を拝命致しました伊
那ライオンズクラブの吉澤文
男です。
現在、各クラブの運営状況
は益々厳しい時期が到来し
ていると推察申し上げます

が、未来のライオンズを考えた時、
メンバー一人一

（駒ヶ根LC）
こ の 度 2 018 年 〜

一年間よろしくお願い申し上げます。

キャビネットを一年間運営
していくためには様々な用途
でたくさんの方々からの大き

り未 熟で 不 慣 れ な も の

動に誠意精進してまいる所存であります。

所存でございます。

願い致します。

申すまでもなく、基よ

を重ね、ガバナー方針に基づく執行部の活

針の実現のため微力ながら精一杯努力してまいる

申します。一年間よろしくお

した。

人が今こそライオンズの原点を考え直し、取り組ん
ガバナースローガンである
「価値を共有し 思い

この度、キャビネット副会

副 幹 事 を 仰 せ 付 かりま

ですが、ライオンズクラブ必携を基に勉強

会員各位のご指導を衷心よりお願い申し
上げご挨拶といたします。

（飯田LC）
計を仰せつかりました樋口と

2019年度334-E地区

で行く事が大切であると思います。
やりと創意工夫 しなやかな奉仕」のもと、基本方

一年間どうぞよろしくお願い致します。

なお金が動くことは容易に想
像がつきます。
普段の仕事では会計処理、仕分け等の業務に直
接携わることがないだけに、本当に責任の重い役職
だということを痛感しております。
菅沼ガバナーキャビネットが一年間スムーズ
に、無事に運営出来ますように頑張っていきます
ので、皆様のご協力を頂けるようによろしくお願
い致します。
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クラブ会長スローガン
伊那LC

思いやりの心でつなぐ
奉仕の輪

会長

会長

幹
事／西村洋和
会
計／米倉 正
事務局員／田中美智子

幹
事／原 広典
会
計／松澤秀人
事務局員／本間さと美

幹
事／松山八重子
会
計／下田もも子
事務局員／山口久美子

藤島元広

岡谷LC

駒ヶ根LC

地域と共にウィ・サーブ
Letʼs try to do our best!!

気づいて！動いて！
こころのつながる We Serve

佐藤一夫

長野松代LC

地域社会の人の
心にやさしい奉仕

会長

会長

会長

幹
事／鬼窪清博
会
計／石川卓也
事務局員／原 利美

幹
事／橘田利雄
会
計／武田三郎
事務局員／石田美穂

幹
事／宮入信晴
会
計／中澤啓至
事務局員／児玉伸江

茅野LC

松井良介

辰野LC

Lを胸に

奉仕に邁進する
会長

浜

一成

下諏訪LC

長野千曲LC

真実の友情
共に築こう

誠実の奉仕

We Serve

いつも心に
「ライオン スピリット」

会長

会長

幹
事／中山昭彦
会
計／根橋史郎
事務局員／根橋宏江

幹
事／市村千秋
会
計／宇敷光弘
事務局員／島津恵子

有賀喜文

飯田長姫LC
まこと

海沼和幸

伝統の継承と新たなる
改革への挑戦

幹
事／春山晴夫
会
計／堀田活美
事務局員／小松美智代

宮越宏一

長野グリーンシティLC

やさしさと輪と和でつなぐ
ウィ・サーブ

未来へ
おもいやり 溢れる奉仕を

会長

会長

会長

幹
事／小口新一
会
計／冨重和美
事務局員／金原美砂子

幹
事／北下光一
会
計／小田原正二
事務局員／原 栄子

幹
事／清野博貴
会
計／上條信子
事務局員／松橋みどり

倉田孝一

後藤茂隆

飯田赤石LC

獅子奮迅の活躍を
共に支えてウィ・サーブ

五明久昇

2R.2Z

1R.2Z

飯田LC

須坂LC

志高く 感謝と絆で
ウィ・サーブ

未広を求めて
ウィ・サーブ

会長

会長

会長

幹
事／北原正裕
会
計／池田豊雄
事務局員／横井美津子

幹
事／園原正司
会
計／石田 誠
事務局員／湯沢奈津子

幹
事／小柳邦義
会
計／松村正男
事務局員／手塚きん子

木下芳郎

2018-2019 LION SHINANO

寛容と変革、そして
新たな一歩を

会長

宮下忠美
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長野LC

高い「志」
と強い「絆」で
社会貢献

井上幸彦

まこと

2R.1Z

1R.2Z

1R.1Z

諏訪湖LC

清水和夫

豊田清寧

クラブ会長スローガン
長野篠ノ井LC

絆、真心、奉仕

松本LC

思いやりの心をいつも胸に、
仲間と楽しく奉仕

会長

会長

幹
事／吉池一衛
会
計／小林由典
事務局員／佐藤美恵子

幹
事／久保田貴律
会
計／酒井重喜
事務局員／小山朱実

清水秀志

飯山LC

庭

させていただけることに感謝を
＿クラブ活動に誇りと、愛着を＿
会長

秀一

降幡善和

長野白樺LC

『元気で活力有る奉仕』

3R.1Z

2R.3Z

2R.2Z

中野LC

幹
事／有賀 正
会
計／加藤文彦
事務局員／待井 都

松本深志LC

結束から生まれる
奉仕の絆

原点回帰で
喜びの奉仕

会長

会長

小林克己

会長
浅輪忠孝

幹
事／穐澤 弘
会
計／関 勝
事務局員／宇田文江

幹
事／堀込哲也
会
計／宮下知子
事務局員／松橋花織

幹
事／山本浩司
会
計／藤森秀一
事務局員／永高和美

伊東芳治

長野山ノ内ゆけむりLC

ライオンズ精神を学び
積極的に参加する
会長
畔上

長野みすずLC

原点に帰る…
次の世代へ

創造

会長

会長

幹
事／滝沢春文
会
計／室井明美
事務局員／滝崎かおる

幹
事／清水克貴
会
計／織田泰彰
事務局員／上村直子

髙野善生

隆

幹
事／小川政勝
会
計／阿部武昌
事務局員／

小布施LC

松本アルプスLC

上松

長野りんどうLC

ライオンズの
光の継続

伸

松本中央LC

50年の感謝

楽しい例会
笑顔で We Serve

会長

会長

会長

幹
事／樋田珠子
会
計／葦澤義文
事務局員／佐藤和子

幹
事／福田正利
会
計／森山栄次
事務局員／西澤つや子

幹
事／降籏一路
会
計／安保隆充
事務局員／白仁田貴世

市村由美子

山本泰治

大蔵章男

3R.2Z

2R.3Z

信州新町LC

長野中央LC

奉仕の礎に
楽しい例会

安曇LC

誠の奉仕

会長

会長

幹
事／宮下正典
会
計／駒津 敏
事務局員／高橋美智子

幹
事／西沢利一
会
計／丸山孝美
事務局員／佐々木美代子

竹内伊吉

戸矢崎

忠

絆と感謝 つなげよう
ライオニズムの心
会長

等々力

豪

幹
事／手塚宏孝
会
計／堀内重男
事務局員／増澤美香
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クラブ会長スローガン
更埴LC

塩尻LC

今出来る
無理のない奉仕

未来に向かって
見直そう奉仕のあり方
会長

会長

幹
事／遠藤みどり
会
計／辰巳翔一
事務局員／南澤かおり

幹
事／古畑國治
会
計／木村晶子
事務局員／小西禎子

幹
事／山口和紀
会
計／海野竹雄
事務局員／宮原紀子

白馬LC

本多秀実

明科LC

やりがいのある
奉仕活動にしよう

塚原昌男

東御LC

笑顔の奉仕が
未来を変える

「豊かな心を」
汗をかく人助け

会長

会長

会長

幹
事／太田伸子
会
計／立石逸郎
事務局員／嶺村茂子

幹
事／丸山 操
会
計／藤原喜代子
事務局員／土屋麻里

幹
事／保科俶教
会
計／宮坂和夫
事務局員／小林利佳

丸山澄雄

高瀬LC

岩垂直次

塩尻桔梗LC

「ウィ・サーブ」

山崎康一

上田城南LC

未来につながる
信頼の輪

大機大用
喜よく正しく和やかに

会長

会長

会長

幹
事／五十嵐国明
会
計／桂川哲三
事務局員／林 あけみ

幹
事／宮沢良晴
会
計／小松 稔
事務局員／畑中正子

幹
事／佐藤論征
会
計／山﨑浩成
事務局員／丸山美和子

寺島正治

小川和寿

4R.1Z

穂高LC

丸子LC

次世代につなぐ
奉仕の心

山口和昌

坂城LC

友愛と奉仕の志を
高く掲げて進もう

未来へつなごう
奉仕の心

会長

会長

会長

幹
事／髙山修一
会
計／穗髙光雄
事務局員／田口美雪

幹
事／堀江章雄
会
計／丸山和敏
事務局員／中山真弓

幹
事／林 春二
会
計／中沢美代子
事務局員／松井礼子

召田義人

3R.3Z

木曽LC

柳原幸生

大井弥太郎

戸倉上山田LC

上田LC

新しい考え方と方針で
新たなる挑戦を

今までは、
よりこれからは

We Serve

地域と共に楽しんで
ウィ・サーブ

会長

会長

会長

幹
事／河 政勲
会
計／水本 豪
事務局員／長谷川百代

幹
事／竹内敏和
会
計／小林正幸
事務局員／永井千奈美

幹
事／池田幸正
会
計／中村嘉秀
事務局員／西條美世

小野十九男

2018-2019 LION SHINANO

［Quality］質の向上を計り
思いやりの奉仕

会長

宮永知春

16

4R.1Z

3R.3Z

3R.2Z

大町LC

篠原幸助

中村今朝雄

クラブ会長スローガン
レオクラブ

子供たちの未来は
地域の奉仕活動から

4R.2Z

4R.1Z

依田窪南部LC

望月LC

健康感謝
奉仕の力

会長

会長

幹
事／藤田一富
会
計／森田勝之助
事務局員／滝沢広子

幹
事／上野正一
会
計／岩下純武
事務局員／小林美佳

田村孝浩

小林

茅野レオクラブ

絆
〜支え合う仲間〜
会長

勲

4R.2Z

佐久LC

清水克暉
幹
事／堀田美羽
会
計／小平藍梨
事務局員／小松美智代

長野日大学園レオクラブ

Create Tradition

時代に寄り添う
自由な心で！
会長

会長

幹
事／臼田和久
会
計／柳沢一明
事務局員／大工原智美

幹
事／中澤知希
会
計／牧 紗帆
事務局員／滝﨑かおる

菊池春美

1R.1Z

小諸LC

仁科翔太

諏訪湖LC諏訪和支部

50年を経ての
創意工夫

丸子レオクラブ

咲かせよう 奉仕の種まき
和（なごみ）の花

思いやりと
奉仕の心

会長

会長

会長

幹
事／西田祐恒
会
計／坂本 登
事務局員／柄澤美華

幹
事／森山博美
会
計／関森文子
事務局員／田中美智子

幹
事／土肥愛華
会
計／山本琉伊
事務局員／中山真弓

吉野幸二郎

4R.1Z

軽井沢LC

岩波清恵

上田城南LC上田さくら支部

「団結、行動、奉仕の
灯を輝かせよう！」

感謝を忘れず
日々勉強

会長

会長

幹
事／宮村千明
会
計／安東克敏
事務局員／柳澤昌代

幹
事／福澤祐樹
会
計／蒔田浩二
事務局員／丸山美和子

古屋正和

佐藤

弥

丸山紗良

長野大学SUNレオクラブ

『子ども達に笑顔を 地域に灯りを』
＿未来のために！地域のために！＿
会長

林

舞華

幹
事／遠藤百華
会
計／芳賀由奈
事務局員／丸山美和子

臼田LC

原点に戻って
奉仕の心を
会長

臼田繁人
幹
事／佐々木 孝
会
計／井出浩司
事務局員／加藤いち子
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第101回 ライオンズクラブ国際大会 in アメリカ：ネバダ州ラスベガス：MGMグランド
101th LIONS CLUBS International in Las Vegas

世界国々152カ国から参加。
［ 1万5,868人 ］

2018-2019年度
ライオンズクラブ国際協会公式テーマ

「We Serve」
ラスベガス国際大会参加レポート
地区キャビネット幹事 L.池田幸弘
第101回ライオンズクラブ国際大会が、2018年6月29日

『Japan』の横断幕を先頭に法被に手ぬぐいのユニホー

（金）から7月3日（火）の日程でアメリカ・ネバダ州ラスベ

ムで登場。猛暑にもめげることなく、明るい笑顔で手をふ

ガスで開催されました。

り沿道の声援に応えていた。

３３４−Ｅ地区から菅沼ガバナー誕生の立ち合いに30
名の参加者でした。

●開会式
ラスベガス国際大会の開会式は午前９時半から、ＭＧ

国際大会の開幕を飾る恒例のインターナショナル・パ

Ｍグランド・ガーデン・アリーナで開催されました。5004席

レードは、30日午前８時30分にスタートした。摂氏45度を

と世界最大規模のアリーナは巨大な施設でした。１万

超える猛暑と予報されていたが幸いなことに午前中の気

6000人収容する巨大な施設に驚きました。

温は40度以下。空気が乾いているので不快感は少ない。

今大会をもって任期を終えるアガワル国際会長は、年

とはいえ朝から強烈な日差しが照りつける中での行進と

度末会員数が145万3236人と史上最多に達したと報告し

なった。パレード・コースを1㎞に短縮されコース上に冷却

た。

ミストを設置するほど暑さ対策がされていた。

●閉会式

近くのフリーモントストリートはアーケードの天井が巨

新国際会長・女性初のグドラン・イングバドター（アイス

大スクリーンに覆われ、新たな名所として人気を集めてい

ランド・ガルザバイル）の就任式と地区ガバナー宣誓式が

るストリートを横切る約1㎞の直線を、世界各国152ヵ国の

行われ、出席者は初めて誕生した女性国際会長就任の歴

ライオンズが行進した。

史的な瞬間に立ち会うことができた。

日本の隊列は全体のほぼ真ん中の79番目にスタートし

菅沼エレクトも山邉ガバナーからエレクトリボンを外し

インターナショナル・パレード

「ライオン誌日本語ウェブマガジンより引用」
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ンド・ガーデン・アリーナ

2018.6.29〜7.3

。

初の女性国際会長誕生

国際会長

「ライオン誌日本語ウェブマガジンより引用」

てもらい、菅沼ガバナーの誕生の瞬間を皆で喜び拍手で

グドラン・イングバドター
「ライオン誌日本語ウェブマガジンより引用」

歓迎した。
今から始まる１年間体調に気を付けて頑張って頂きた
い、と思います。

地区ガバナー宣誓式
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R
1
2
3
4

Z
1
3
1
1

地 区 四 献 ・
視聴覚障がい者福祉・
糖尿病教育委員会

レオクラブ名
茅野レオクラブ
長野日大学園レオクラブ
丸子レオクラブ
長野大学SUNレオクラブ

長野山ノ内ゆけむり

長
野
グリーンシティ

長 野 県 連 携 協 定
推
進
室
室
長
︵地区事業推進委員長︶
地区年次大会委員長

地区環境保全委員長
地
区
四
献
・
視聴覚障がい者福祉・
糖 尿 病 教 育 委 員 長
地 区 Y C E 委 員 長
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

地 区 F W T 委 員 長

地
G

区
L

G
T

M
委

T
員

・
長

長野グリーンシティ

地区会報・PR・IT・
ライオンズ情報委員長

地 区 国 際 関 係 ・
L C I F 委 員 長 兼
大 会 参 加 委 員 長
地
区
会
則
・
リサーチ・アラート・
長 期 計 画 委 員 会

地 区 F W T
コー デ イ ネ ー タ ー
地 区 L C I F
コー デ イ ネ ー タ ー
地 区 G S T
コー デ イ ネ ー タ ー
地 区 G L T
コー デ イ ネ ー タ ー

地 区 会 則・
リ サ ー チ・
ア ラ ー ト・
長期計画委員会

地 区 G M T
コー デ イ ネ ー タ ー
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［2018.7-2019.6］ライオンズクラブ国際協会
R Z

1 1

2

2 1

2

3

3 1

2

3

4 1

2

クラブ名
諏訪湖

郵便番号
392-0023

住所１
諏訪市小和田南１４−７

住所２

334-E地区

クラブ一覧

ＴＥＬ

ＦＡＸ

諏訪商工会館１Ｆ

0266-53-0558

0266-52-8977

suwakolc@po17.lcv.ne.jp

Ｅメール

岡谷

394-0028

岡谷市本町４−２−１２

和光ビル２F

0266-23-4389

0266-23-7483

okayalc@po13.lcv.ne.jp

茅野

391-0002

茅野市塚原１−３−２０

茅野商工会館４Ｆ

0266-72-0200

0266-73-8585

info@chinolc.org

下諏訪

393-0087

諏訪郡下諏訪町４６１１

下諏訪商工会議所会館２Ｆ

0266-28-6025

0266-28-0872

lionsuwa@po11.lcv.ne.jp

飯田

395-0051

飯田市高羽町5−6−12

税理士牧内秀幸事務所２Ｆ

0265-23-7535

0265-23-7536

iidalc@gray.plala.or.jp

伊那

396-0015

伊那市中央４６０５−８

伊那商工会館３Ｆ

0265-72-6010

0265-73-8454

ina-lions@inacatv.ne.jp

駒ヶ根

399-4115

駒ヶ根市上穂栄町３−１

駒ヶ根商工会議所４Ｆ

0265-83-7806

0265-83-8386

komagane.lions-club@luck.ocn.ne.jp

辰野

399-0427

上伊那郡辰野町中央２２１−１

ノザワビル２Ｆ

0266-41-3092

0266-41-3092

tatunolc@po22.lcv.ne.jp

飯田長姫

395-0051

飯田市高羽町5−6−12

税理士牧内秀幸事務所２Ｆ

0265-23-7535

0265-23-7536

osahimel@sea.plala.or.jp

飯田赤石

395-0051

飯田市高羽町２−５−５

太田ビル１Ｆ

0265-53-3213

0265-53-3513

akaishil@axel.ocn.ne.jp

長野

380-0836

長野市南県町６８５−２

長野県食糧会館４Ｆ

026-235-3883

026-234-4397

naganolc@fancy.ocn.ne.jp

長野松代

381-1215

長野市松代町西寺尾1372−1

ロイヤルホテル長野408号

026-278-5657

026-278-1504

info@matsushirolc.jp

長野千曲

381-2205

長野市青木島町大塚１８５−１

不動寺ビル２Ｆ

026-286-4844

026-284-8687

chikumalc@lion.odn.ne.jp

長野グリーンシティ

380-0833

長野市鶴賀権堂町２１９９−１８

権堂ステーションビル４F

026-217-5659

026-217-5623

naganogreencity@gmail.com

須坂

382-0075

須坂市大字須坂１２３０−４３

ハイランド１１８号

026-245-3804

026-245-3860

suzakalionsclub@cc.wakwak.com

中野

383-0022

中野市中央１−７−２

0269-22-4872

0269-22-4562

nakanolions@jeans.ocn.ne.jp

飯山

389-2253

飯山市大字飯山２２３９−１

0269-62-0408

0269-62-0408

iiyamalc@mx2.avis.ne.jp

長野山ノ内ゆけむり

381-0401

下高井郡山ノ内町平穏２９４１−２９

アカデミービル２階

0269-38-0430

0269-38-0430

nyylc2@gmail.com

026-247-5888

026-247-5888

obuse-lc@ric.hi-ho.ne.jp

長野県建築士会館６Ｆ

026-235-3988

026-237-5433

chuo.lc@gaea.ocn.ne.jp

小布施

381-0201

上高井郡小布施町横町1503−7

長野中央

380-0872

長野市妻科町４２６−１

長野篠ノ井

388-8007

長野市篠ノ井布施高田８２３−２

宮崎ビル２Ｆ

026-292-0953

026-292-8541

shino-lc0953@mountain.ocn.ne.jp

長野白樺

380-0836

長野市南県町６８５−２

長野県食糧会館４Ｆ

026-235-3977

026-217-2005

shirakab@dia.janis.or.jp

長野みすず

380-0872

長野市妻科町４２６−１

長野県建築士会館５Ｆ

026-235-0403

026-235-0402

m0872i@lily.ocn.ne.jp

長野りんどう

380-0836

長野市南県町６８５−２

長野県食糧会館５Ｆ

026-232-4114

026-232-4118

office@naganorindo.jp

信州新町

381-2405

長野市信州新町新町１７９

イ−２

026-262-5156

026-262-5157

sinmachi@dia.janis.or.jp

松本

390-0814

松本市本庄１−１−１７

アルト・フォレスタ４Ａ号

0263-33-6216

0263-33-4888

matsumotolions@zd.wakwak.com

松本深志

390-0817

松本市巾上４−５

0263-35-7272

0263-35-7270

fukashi.lions@au.wakwak.com

松本アルプス

390-0813

松本市埋橋２丁目６番１号

燦祥館2F

0263-33-4575

0263-88-7788

alpslions@alpslions.jp

松本中央

390-0837

松本市鎌田2−8−10

名鉄ビル３Ｆ

安曇

399-8205

安曇野市豊科５８４７

0263-24-1910

0263-24-2720

mclc@po.mcci.or.jp

0263-72-9009

0263-72-9001

azumilc@anc-tv.ne.jp
lions-omachi@alpha.ocn.ne.jp

大町

398-0002

大町市大町2511−3

大町商工会館内

0261-22-3141

0261-23-4878

白馬

399-9301

北安曇郡白馬村大字北城13188

嶺村様方

0261-72-2536

0261-72-2802

hakubalc@ace.ocn.ne.jp

高瀬

399-8602

北安曇郡池田町会染３２６７−８

林様方

0261-62-9956

0261-62-9661

takaselc@joy.ocn.ne.jp

穂高

399-8303

安曇野市穂高２７２１

木曽

397-0001

木曽郡木曽町福島５０８４

0263-82-7747

0263-82-7482

hotakalc@anc-tv.ne.jp

広小路プラザ２F

0264-23-2148

0264-23-2245

kiso.lionsclub@galaxy.ocn.ne.jp

塩尻

399-0737

塩尻市大門８−５−２７

0263-52-5510

0263-52-5533

shiojiri.lions@iris.ocn.ne.jp

明科

399-7102

安曇野市明科中川手６８１２−３８

明科産業会館

0263-62-5775

0263-62-5995

akashina.lc@dream.com

塩尻桔梗

399-0742

塩尻市大門泉町８−１９

塩尻市建設事業協同組合１Ｆ

0263-53-6936

0263-53-7779

kikyolc@bz03.plala.or.jp

丸子

386-0404

上田市上丸子９５０

ファーストビル３Ｆ

0268-43-2515

0268-43-2519

maruko.lc@bi.wakwak.com

上田

386-0024

上田市大手１−１０−２２

上田商工会議所３Ｆ

0268-22-2964

0268-27-3189

ueda-lc@po6.ueda.ne.jp

更埴

387-0011

千曲市杭瀬下９

026-272-4500

026-272-1700

k.lc@cap.ocn.ne.jp

東御

389-0516

東御市田中９８

田中公民館内

0268-63-6792

0268-63-6792

tomi.lc@lilac.plala.or.jp

上田城南

386-0024

上田市大手１−１０−２２

上田商工会議所３Ｆ

0268-27-2567

0268-27-3189

uedajonan@ueda.ne.jp

坂城

389-0606

埴科郡坂城町上五明６８７−１

王様の本ビル２F

sakakilion@rio.odn.ne.jp

戸倉上山田

389-0806

千曲市大字磯部1050−1

依田窪南部

386-0602

小県郡長和町長久保１６９９

佐久

385-0051

小諸

384-0012

軽井沢
臼田
望月
レオクラブ名

0268-82-8702

0268-82-8698

026-276-2344

026-276-2660

lion-togami@snow.ocn.ne.jp

0268-68-0366

0268-68-0366

yodakubo@dia.janis.or.jp

佐久市中込２−７−８

0267-88-6223

0267-88-6229

sakulions_2@friend.ocn.ne.jp

小諸市南町２−５−４

0267-22-5438

0267-25-2212

komoro.lc@ctknet.ne.jp

389-0112

北佐久郡軽井沢町中軽井沢９−３

0267-46-1127

0267-46-4569

lc.karuizawa@aq.wakwak.com

384-0305

佐久市中小田切162−8

0267-82-2669

0267-82-6776

i.kato-planet@hotmail.co.jp

384-2202

佐久市望月１９５−１

0267-53-3566

0267-53-3566

lc.moshizuki@ca.wakwak.com

ＴＥＬ

ＦＡＸ

郵便番号

住所１

長門町民センター２Ｆ

商工会館内

レオクラブ

住所２

Ｅメール

茅野レオクラブ

391-0002

茅野市塚原1−3−20

茅野商工会館4F

0266-72-0200

0266-73-8585

info@chinolc.org

長野日大学園レオクラブ

380-0872

長野市妻科町426-1

長野県建築士会館5F

026-235-0403

026-235-0402

m0872@lily.ocn.ne.jp

丸子レオクラブ

386-0404

上田市上丸子950

ファーストビル3F

0268-43-2515

0268-43-2519

maruko.lc@bi.wakwak.com

長野大学SUNレオクラブ

386-0024

上田市大手1-10-22

上田商工会議所3F

0268-27-2567

0268-27-3189

uedajonan@ueda.ne.jp
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夏期来日YCE生歓迎会
マ ケド ニ ア
フィンランド
スロベニア

334-E地区へ

地区YCE委員長

L.福澤芳一

日時／2018年7月25日
会場／松本市ブエナビスタ
今年も334-Ｅ地区に元気な来日
生がやってきました。マケドニアから
マルコ君、
フィンランドからミッコ君、

昨年度の派遣生でＥ地区から初めてユースキャンプで日

そしてスロベニアからルナさんの三

本人スタッフとして頑張ったＯＢ生の三原大空君も元気に参

人です。

加してくれました。
パーティーは大変盛り上がり時間を延長

7月25日松本ブエナビスタにおい

するほどでしたが最後は今年度複合地区ＹＣＥ委員長のＬ．

てウェルカムパーティーがキャビネッ

横山篤司の力強いローアでお開きとなり三人の留学生たち

ト三役はじめ大勢の関係役員のご参加を頂き盛大に行わ

は別れを惜しみながらもそれぞれのホストファミリーと共に

れました。
この日は来日生36人が参加し9日間福井と京都で

会場を後にしました。
日本での生活もあとわずかですが多く

行われた複合地区ユースキャンプの最終日で京都からＥ地

の良い思い出を作って元気で帰国してもらいたいものです。

区に帰ったばかりでしたが旅の疲れも感じさせずに元気な

関係者の皆様大変ご苦労様でした。

姿を見せてくれました。
三人はとても優秀な若者で、
ユースキャンプ中マルコ君は
若い来日生の面倒をよく見て結団式でも代表スピーチをし
ました。
ミッコ君は来日が二回目だそうですが日本に大変興
味があり独学で日本語を覚えたそうです。
日本人以上に日
本人らしい若者でした。
そしてルナさんは日本料理を作るの
が大好きで今在学しているスロベニアの学校を卒業したら
東京の服部栄養専門学校へ入学し将来はスロベニアで日
本料理店を開業するのが夢だそうです。

氏名
ID No
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2018〜2019年度
国名

年齢

（派遣時）

夏期来日YCE生名簿
性別

日本滞在期間

ホストLC

Luna WOELLE
SLJ-2

スロベニア

18

女

7/8〜8/5

長野みすずLC

Mikko LEINONEN
ＦＮＪ-9

フィンランド

19

男

7/10〜8/2

松本アルプスLC

Marko STANKOSKI
ＭＣＪ-1

マケドニア

22

男

7/10〜8/1

丸子ＬＣ
上田城南ＬＣ

2018-2019 LION SHINANO

全日本・複合地区委員
委員会名

役職

氏名

所属クラブ

委員会名

役職

氏名

所属クラブ

ガバナー協議会

構成員
（会計）

L.菅沼哲夫

飯田

奉仕事業委員会
（GST）

委員

L.石田貞夫

飯田長姫

管理委員会

委員

L.池田幸弘

飯田

家族および女性委員会
（FWT）

委員

L.山浦悦子

長野

委員長

L.増田悌造

長野千曲

委員長

L.武田善彦

松本

委員

L.有賀文夫

諏訪湖

担当構成員

L.菅沼哲夫

飯田

委員長

L.横山篤司

小諸

委員

L.福澤芳一

会則委員会

YCE委員会

臓器提供推進委員会

委員

L.宮下

厚

駒ヶ根

担当構成員

L.菅沼哲夫

飯田

環境保全委員会

委員

L.三宅正士

辰野

飯田

ライオンズクエスト・
薬物乱用防止委員会

委員

L.吉川敏一

飯田

マーケティング・
コミュニケーション委員会

委員

L.稲垣健治

飯田長姫

委員

L.甘利直和

小諸

顧問

L.佐藤義雄

戸倉上山田

担当構成員

L.菅沼哲夫

飯田

国際関係・国際大会委員会

委員

L.池田幸弘

飯田

LCIF委員会

委員

L.松村政計

飯田

会員増強委員会
（GMT）

委員

L.増田悌造

長野千曲

緊急援助資金管理委員会
（ガバナー協議会構成員兼務）

委員

L.菅沼哲夫

飯田

指導力育成委員会
（GLT）

委員

L.武田善彦

松本

一般社団法人
日本ライオンズ会計監査委員

委員

L.宮下満栄

長野篠ノ井

国際理事推薦支援委員会

公益財団法人長野県アイバンク・臓器移植推進協会理事名簿
●理事
役職名

氏名

所属

役職名

氏名

所属
ライオンズクラブ国際協会３３4−E地区名誉顧問

理事長

関

隆教

長野県医師会長

理事

武田善彦

副理事長

洞

和彦

県腎移植推進協議会役員

理事

中村

副理事長

山下徹静

ライオンズクラブ国際協会３３4−E地区名誉顧問

理事

野中隆久

長野県眼科医会会長

常務理事

竹重王仁

長野県医師会総務理事

理事

増田悌造

ライオンズクラブ国際協会３３4−E地区名誉顧問

理事

甘利直和

ライオンズクラブ国際協会３３4−E地区名誉顧問

理事

村田敏規

信州大学医学部眼科学教授

理事

青木

弘

長野県市長会事務局長

理事

山本英紀

長野県健康福祉部長

理事

石塚

修

信州大学医学部泌尿器科教授

常務理事

平野実保

事務局長

理事

鈴木都美雄

長野県透析医会役員

１５名

靖

長野県町村会常務理事

任期：平成２９年５月２０日から平成３１年度定時評議員会まで

●監事
監事

大日方

尚

税理士、
ライオンズクラブ国際協会３３4−E地区役員

監事

堀内昭英
2名

長野赤十字病院事務部長

任期：平成３０年５月２７日から平成３4年度定時評議員会まで

公益財団法人長野県アイバンク・臓器移植推進協会評議員名簿
役職名

氏名

所属

役職名

氏名

所属

評議員会長

吉岡二郎

長野赤十字病院院長

評議員

中村吉秀

ライオンズクラブ国際協会３３４ーE地区役員

評議員

小川輝之

信大医学部泌尿器科学准教授

評議員

仁科良三

ライオンズクラブ国際協会３３４ーE地区役員

評議員

金子源吾

飯田市立病院名誉院長

評議員

牧

評議員

上條祐司

信大医学部腎臓内科診療教授

評議員

松本

東

ライオンズクラブ国際協会３３４ーE地区役員

評議員

北島秀一

長野県眼科医会副会長

評議員

町田

貴

県腎臓病患者連絡協議会会長

評議員

栗林利治

長野県角膜移植推進協議会役員

評議員

山邉正重

評議員

小島秀伸

伊那中央病院眼科部長

13名

弘志

県健康福祉部医療推進課長

ライオンズクラブ国際協会３３４ーE地区役員

任期：平成30年5月27日から平成34年度定時評議員会まで
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地区ガバナー公式訪問日程予定表（2018.7現在）
ゾーン

ゾーン・チェアパーソン

開催場所
（市町村・会場）

1R・1Z

L.宮澤正隆

岡谷市：ライフプラザマリオ

8月 22日（水）

決定日

1R・2Z

L.後藤孝保

伊那市：信州INAセミナーハウス

9月 10日（月）

2R・1Z

L.吉村征之

長野市：ホテル国際21

9月 3日（月）

2R・2Z

L.小林精二

山ノ内町：（仮）星川館

9月 26日（水）

2R・3Z

L.田中信臣

長野市：ホテル国際21

8月 21日（火）

3R・1Z

L.堀川喜晴

松本市：燦祥館

9月 5日（水）

3R・2Z

L.小林正芳

池田町：未定

9月 11日（火）

3R・3Z

L.平林正臣

塩尻市：ホテル中村屋

9月 6日（木）

4R・1Z

L.林

幸彦

千曲市：未定

9月 12日（水）

4R・2Z

L.福田秀永

小諸市：音羽

8月 28日（火）

地区ガバナー出席要望行事予定表（2018.7現在）
年月日
2018年 9月 17日（月・祝日）

クラブ名

行事名

開催場所

松本中央LC

50周年記念大会

松本市：アルピコプラザホテル

2018年 9月 22日（土）

駒ヶ根LC

結成55周年記念事業（講演会・例会・懇親会）

駒ヶ根市：アイパル

2018年 9月 27日（木）

飯田長姫LC

第1000回例会

飯田市：ビーラクスマツカワ

2018年 10月 21日（日）

松本深志LC

クラブ55周年記念例会

松本市：ホテルブエナビスタ

2018年 11月 11日（日）

丸子LC

茅野・丸子レオクラブ合同研修会

上田市

2019年 1月 15日（火）

長野みすずLC

2R新年合同例会

長野市：ホテル国際21

2019年4月土曜日予定

上田LC

55周年記念例会

未定

2019年 5月 12日（日）

坂城LC

第17回子どもフェスティバル

坂城町：びんぐし公園

長野グリーンシティLC

5周年記念例会

長野市：ホテル国際21

2019年6月25日
（火）
or2019年6月11日
（火）

（2018年7月2日受付分）

物故ライオン

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。

目の不自由な人のために、
愛の光をお与えくださいました。
尊きご献眼、
誠にありがとうございます。
献眼者ご芳名

故

献眼発生日

松澤

2018年5月17日

取扱いクラブ：2R・3Z

故

L.増澤正文

1R・1Z

岡谷LC

2018年5月12日
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逝去

故

L.上原沅喜

1R・1Z

茅野LC

2018年6月2日

逝去

靖様

長野りんどうLC

新入会員の紹介

（2018年7月2日受付分）

1R・2Z

飯田赤石LC

1R・2Z

L.丸山洋平

L.今牧文孝

入会年月日：2018年5月23日

入会年月日：2018年7月1日

業種：保険業

業種：新聞製作

スポンサー：岩崎

1R・2Z

愈

スポンサー：吉澤文男

伊那LC

2R・1Z

L.高野智之

入会年月日：2018年7月1日

入会年月日：2018年6月1日

業種：塗料販売

業種：電気工事業

2R・3Z

広典

スポンサー：佐藤明宏

長野中央LC

2R・3Z

L.傳田清一

入会年月日：2018年3月22日

入会年月日：2018年5月10日

業種：ゴルフグッズ・
トータルサポートショップ

業種：社会保険労務士

スポンサー：渋谷一男

スポンサー：渋谷一男

（

現在）

内容

場所

10

火

第１回地区名誉顧問会議

13

金

2017-2018第４四半期会計監査

塩尻市 キャビネット事務局

３３４複合地区夏季ユースキャンプ
（〜２５日）

福井〜京都

17

火

第１回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第１回長野県連携協定推進室会議

18
7

長野中央LC

L.渡邉正康

2018-2019キャビネット活動記録 2018.7.26
日

長野グリーンシティLC

L.伊藤 豊
スポンサー：原

月

伊那LC

水

19

木

23

月

24

火

25

水

第１回３３４複合地区ガバナー協議会・報告会
ライオンズクラブ国際財団キャンペーン100 リーダーズ研修会議

飯田市

光彩苑

塩尻市 キャビネット事務局

名古屋市 キャッスルプラザ

第１回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会

駒ヶ根市 グリーンホテル

第１回地区ＧＭＴ・ＧＬＴ委員会・地区ＦＷＴ委員会合同会議

松本市 ホテルブエナビスタ

第１回ゾーン・チェアパーソン会議
第１回地区ガバナー・キャビネット会議
第１回３３４複合地区家族及び女性委員会
ＹＣＥ夏期受入Ｗｅ
ｌ
ｃｏｍｅ Ｐａ
ｒ
ｔ
ｙ

飯田市 シルクホテル
名古屋市

複合地区事務局会議室

松本市 ホテルブエナビスタ
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Member’s Information
医療法人社団
山 力 会

菅沼病院

〈ご協賛広告〉

温もりと安らぎのある医療を原点に、地域の皆様の幅広いご要望におこたえできる医療機関を目指しています。
通所リハビリテーション、介護老人保健施設「千年の縁」もご利用ください。

人を大切にする介護を目指して
…鼎駅より徒歩3分

通所リハビリテーション

介護老人
保健施設

☎0265-48-5588

特別養護老人ホーム

やまりきの郷

〒395-0801 飯田市鼎中平1970
TEL.0265-22-0532 FAX.0265-23-2268
地区ガバナー／L.菅沼哲夫（飯田LC）

千年の緑

社会福祉法人やまきり松寿会

飯田市鼎下山1206番地
（鼎駅から徒歩5分）
TEL.0265-48-8300
ホームページ●http://yamarikishoujyukai.jp/

株式会社 ホンダカーズしなの
「ホンダカーズしなの」
は長野県内に15店舗を
展開する、地域密着型のホンダ販売店です。ホ
ンダ車の新車や中古車の販売をはじめ、車検・
点検整備、各種修理、保険代理店業務など、
自
動車に関わる幅広い事業を展開しています。

〒381-0038 長野市東和田804-2
TEL.026-243-1112
http://www.hondacars-shinano.co.jp/
第1副地区ガバナー

L.仁科良三（長野みすずLC）

全身の健康、発育を考えた「小児予防歯
科・矯正歯科」歯科衛生士の定期メインテ
ナンスを柱にした
「一般・予防歯科診療」
お
口の健康維持の気付きを与える歯科医院

施工

第2副地区ガバナー

飯田を元気に！
人づくり 街づくり

保守

飯田市今宮町 2-34

〒395-0151 長野県飯田市北方961
TEL.0265−25−7777
FAX.0265−25−5224

Tel. 0265-23-5752

地区キャビネット幹事
Fax.0265-52-5752 http://www.s-setubi.co.jp/
L.池田幸弘（飯田LC） 伊那支店 伊那市山寺 283 Tel.0265-76-9890

有限会社 ヒュッテ霧ヶ峰
霧ヶ峰高原の中、
モミやカラマツ林に囲まれ、2千
坪の原っぱ、泉が湧く湿原にも隣接した、静かな佇
まいに建つ素朴な温泉山小舎
（ヒュッテ）
です。

地区キャビネット会計

〒395-0806
長野県飯田市鼎上山４０４０−１
TEL.0265-23-1522
（代）
FAX.0265-23-4810
//www.tohsoku.co.jp
t̲sk@tohsoku.co.jp

L.有賀文夫 （諏訪湖LC）

ライフラインを守り、
サスティナブルな
社会づくりに貢献してまいります。
〒３９5−０15３ 飯田市上殿岡361
TEL.０２６5-25-6121
FAX.０２６5-25-4849
http://stoveya.com
murasawa@stoveya.com
地区GMT・GLT委員長
と

き

す

L.村澤英彦 （飯田赤石LC）
あ

す

つく

心を文字に、想いを色に時代を刷り、未来を創る。
販促TOOL工場

TEL.0265-34-1515

枚葉印刷工場

輪転印刷工場

中央自動車道松川インター下車6分

http://www.uniprint.co.jp 生田工業団地内／敷地・自社有地5,000坪
地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員長 L.稲垣健治 （飯田長姫LC）
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2018-2019 LION SHINANO

L.小林 伸（飯田LC）

測量業、建設コンサルタント、
補償コンサルタント、
ＧＩＳ、オートコール事業

〒３９２−０００３ 諏訪市霧ヶ峰高原強清水
TEL.０２６６-５７-０３３３ FAX.０２６６-５８-１７３０
http://www.hutte-kirigamine.jp/
info@hutte-kirigamine.jp
地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員長

L.中村 通（佐久LC）

木下工業 株式会社

給排水衛生設備・空調設備・消防設備・削井工事

設計

〒385-0022 佐久市岩村田1929−1
TEL.0267-68-2118
FAX.0267-68-2118
http://www.saku-nakamura.com
info@saku-nakamura.com

地区国際関係・LCIF委員長兼大会参加委員長

古田産婦人科医院

L.松村政計 （飯田LC）

産婦人科の健康相談・妊婦健康相談
婦人科健診・婦人科癌健診

診療時間

月

火

水

木

金

土 日・祝

午前8：30〜12：00

●

●

●

／

●

●

／

午後2：00〜6：00

●

●

●

／

●

▲

／

休診日 日曜日、祝日、木曜日 ▲土曜午後2：00〜5：00

伊那市中央4635〈伊那警察署東隣り〉
駐車場あり

伊那（0265）78-8088
http://nttbj.itp.ne.jp/0265788088/

当院

N

361

警察署東

伊那
警察署

地区FWT委員長

L.古田順子 （伊那LC）

有限会社 サンピヨ薬局
処方箋・医薬品・健康食品
などを扱っている薬局です。
健康相談受け付けます。
〒３９５−０００２
長野県飯田市上郷飯沼７４８
TEL.０２６５−２１−３０３３
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.吉川敏一 （飯田LC）

Member’s Information

〈ご協賛広告〉

polkaは創業以来、
みなさまに
毎日でも食べたいと
思っていただける
手づくりのおいしさを
追及しています。
〒395-0806 飯田市上山3129-2
TEL.0265-52-1776
ホームページ：polka-iida.com
地区YCE委員長

L.福澤芳一 （飯田LC）

有限会社 エム・ケー・エム

地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員長

有限会社 サンコーポレーション
私たちは、
愛と情熱を胸に食を通じて
南信州から日本を元気にします。

モーター関係・バルブ関係・航空機などの精密機械部品加工
を行なっております。
Ｑ・Ｄ・Ｃを守り、
不良を出さない事を基本に
難削材（チタン・インコネル・SUS316）等の加工も行ないます。

〒３９５−０８０５ 飯田市鼎一色４９−１
TEL.0265-52-5355
http://sun-corp.jp/

〒399-0428 上伊那郡辰野町大字伊那富８６６０
TEL.0266-41-5277 FAX.0266-41-5486 mkm1998@po30.lcv.ne.jp
地区環境保全委員長

L.三宅正士 （辰野LC）

地区年次大会委員長

各種自動車部品・用品・ヨコハマタイヤ
油圧ホース・自動車整備用機械工具・油脂類

快適なくらしをクリエイトする

有限
会社

地域の車両をサポートします
飯田市桐林853
副幹事兼地区管理委員長

L.井原尚久 （飯田LC）

副幹事兼地区総務委員長

〒395-0244 長野県飯田市山本6722-72
TEL.0265-25-2135 FAX.0265-25-4128
www.gofukuen.jp
gofukuen2@nifty.com

L.吉澤文男 （伊那LC）

〒399-3705 長野県上伊那郡飯島町七久保2601-3
TEL.0265-86-5050 FAX.0265-86-4280
URL:http//www.yoshiwa-seiki.com
katsutoshi@yoshiwa-seiki.com
副幹事兼地区協力委員長

L.桃澤克芳 （駒ヶ根LC）

野寺基礎工業 株式会社

L.今村栄志（飯田LC）

『緑（みどり）
を育み、人と街の縁（ゆかり）
を育む』
緑を育むことによりお客様の安らぎ、潤い、
憩いを育むお手伝いをすることです。

本社／〒399-4432 長野県伊那市東春近549-3
TEL.0265-76-6100 FAX.0265-76-2340
［営業所］
諏訪・茅野、飯田、松本、長野
HP http://biso-ina.jp

清らかな水と豊かな自然に恵まれた環境に感謝しつつ、その中で培
われたイノベーションと地球環境の調和を目指し,柔軟性とスピードを
持ってお客様の信頼に応えます。

̲
̲
50265 26 7901

株式会社 伍福園

株式会社BISO

株式会社 芳和精機

今村左官所

☎0265̲26̲9010

「住み良い環境づくりをテーマ」に、
明るく
・楽しく
・元気よく働ける会社を
目指しています。取り巻く環境が美しく清潔であり続ける建物管理のプロです。

副幹事兼地区運営委員長

L.古田仁志 （飯田LC）

左官・基礎・土木工事一式

飯田部品販売株式会社
長野県飯田市上郷別府3321の4 TEL.0265-22-3971㈹ FAX.0265-23-9816

L.宮下 厚 （駒ヶ根LC）

副幹事兼地区協力委員長

全国・ローカル
チラシ・情報誌

L.小田切通利 （飯田赤石LC）

専門／中央高速印刷㈱

大型高速両面カラー商業オフ輪印刷機

〒399-3302松川町生田900-1
☎0265-36-4004
地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員長

L.稲垣健治 （飯田長姫LC）

有限会社 樋口左官店

健康と環境にやさしい
住空間を提供します。
〒３９２−００１２ 長野県諏訪市四賀１９０７
TEL.０２６６-５２-５２３６ FAX.０２６６-５２-５０２８ http://noderakiso.com
副幹事兼地区協力委員長

L.矢嶋博章 （諏訪湖LC）

〒395-0033

長野県飯田市常盤町４３

TEL.0265-22-0503

FAX.0265-22-0622

副会計兼地区財務委員長

L.樋口照晃 （飯田LC）
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キャビネットインフォメーション
■表紙の説明・地区ガバナー出身地「飯田市」の紹介
人口は約10万人、天竜川両岸に広がる面積は約659㎢。

■「桜丸御門」“赤門”の由来
徳川政権の1754年前後（宝暦年）飯田藩10代藩主・堀親寚が

東に南アルプス、西に中央アルプスがそびえ、山すそは扇状

将軍の御側用人と老中格を兼ね、
高い官位と、
2万石を与えられた

地と段丘が広がり、豊かな自然と優れた景観、四季の変化に富

事から、幕府より格式に応じた「桜丸御門」の大きさや形式に添

んだ暮らしやすい気候に恵まれています。

い、
建立認可されたと伝えられています。“御門”には、
赤いベンガラ

本市は、その昔から「飯田町」として京の都へ、近江の国（滋

色が塗布されて居たことから通称“赤門”と愛称され、
今日に至って

賀）へ、駿河の国（静岡）への交通要衝・東西日本を結ぶ文化

おります。
この赤門は、
当時の行政府の中心地旧飯田城・飯田藩

の回廊の要地として政治・農・工・商・芸能文化交流盛んな、小

玄関口に建ち、
その「赤門」の背後には、
今日の県行政を担う南信

京都と唄われ、栄えて参りました。

州地域振興局ビルが、
いにしえの歴史と文化を讃えるが如く、
建っ

“飯田町”と云う地名は、鎌倉時代の文献には「結いの田」す
なわち、共同農作業の田の意味からの由来と記されています。
南北朝時代からは小笠原氏系の坂西氏が勢力を持ち、室町
時代に飯田城を築いたといわれる。

ています。
「ライオン信濃」第1号の表紙写真は、その由緒ある「桜丸御
門」の庭に立ち、地区ガバナーL.菅沼哲夫は使命達成へ決意の
記念撮影でございます。

室町時代（足利氏）を経て、安土桃山時代（豊臣氏）の飯田
町は、武田・織田・豊臣・徳川の4大群雄の支配に翻弄され、領
主が目まぐるしく変化し、豊臣秀吉が全国統一を行った時期を
もって、
「飯田町」は近世の幕開けを為したとされます。現在の
飯田市内でみられる碁盤の目状の街路網はこの時作られたも
のが基盤となっています。

■ピンバッチの説明
「獅子」
とはライオンの意。飯伊地方には1112
年（天永3年）平安時代に、大島山瑠璃寺が開
かれてた際、比叡山より
「獅子」
を迎えたのが始
まりと言われ、
現在80種類ほどの獅子舞がありま
す。縁日には、五穀豊穣、災害削除、里人安穏を祈願し勇壮に舞

■地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員会
委

員

います。334-E地区も
「獅子」にあやかり作成致しました。

長 L.稲垣健治（飯田長姫LC）

キャビネット事務局

担当副幹事 L.池田佑二（飯田長姫LC）
副 委 員 長 L.長濵慶徳（長野りんどうLC）
１ R 委 員 L.今牧 洋（飯田LC）

飯田連絡事務所

２ R 委 員 L.基井照明（長野みすずLC）
３ R 委 員 L.本山太志（松本アルプスLC）

長野県塩尻市広丘吉田1150-3
オーイケ第2ビル 1F
TEL.（0263）31-6107 FAX.（0263）31-6108
E-mail : caboﬃce@lcint334e.org

〒395-0051 長野県飯田市高羽町5-6-12
税理士牧内秀幸事務所 3F
TEL.（0265）49-0227 FAX.（0265）49-0228
E-mail : iidalc334-e@vega.ocn.ne.jp

キャビネットホームページをご覧ください！

４ R 委 員 L.高橋正彦（佐久LC）

■地区会報編集委員
L.平出美彦（茅野LC） ・ L.平沢文博（飯田赤石LC）
■編集後記

http://www.lcint334e.org

2018-2019菅沼キャビネットHPを随時更新しております。是非ご覧ください。

第44巻

334-E地区キャビネット・2018-2019年度・L.菅沼哲夫丸の出航を記念
する「ライオン信濃vol.44・第一号」がようやく発刊できました。発刊に
あたり、寄稿頂いたキャビネット役員の皆様、集稿、校正にご協力頂い
た事務局員の皆様に厚く御礼を申し上げます。
ホームページ・F.Bによる情報発信も大切ですが、今年度は「ライオン
信濃」の内容も更に充実して、会員は元より対外読者にもご愛読頂ける
よう頑張ります。
地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員長

〒399-0701

L.稲垣健治

第1号
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