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ʻWe Serveʼ since 1917 ライオンズクラブ国際協会 334-E地区［長野県］

長野県との連携協定新春懇談会開催
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

日
場

2019年1月21日㈪ 15：30〜
所／ 長野市・ホテル国際 21
時／

出席者／ 長野県側：知事、教育長、県民文化部こども・若者担当部長、

同次世代サポート課長、同こども・家庭課長、
健康福祉部長、同薬事管理課長、
全国都市緑化信州フェア推進室長 ほか

334-E地区：地区ガバナー、第1副地区ガバナー、第2副地区ガバナー
キャビネット幹事、同会計、推進室アドバイザー、
推進室正副室長、地区LQ正副委員長、
地区環境保全委員長 ほか

ライオンズクラブ国際協会 334-E地区
長野県連携協定推進室
室長

L.北川哲男

深 ま る 信 頼 関 係 と 期 待 の 中 で
長野県とライオンズクラブの定期懇談会が２０１９年
１月２１日午後３時３０分から長野市、
ホテル国際２１にお
いて開催された。
会議は、長野県側より阿部知事、原山教育長をはじめ
８部局から部課長１１名、
ライオンズクラブ側より菅沼地
区ガバナー以下１４名が出席して行われ、ライオンズク
エスト、薬物乱用防止、第３６回全国都市緑化信州フェ
ア、子どもの居場所づくり、青少年サポーター、婚活支援
をテーマとし、相互に現状報告と忌憚のない意見交換が
行われた。
包括的連携協定締結から７年。阿部知事より、
「３０を
超える県の包括連携協定の中でこのような形で実効性を上げている連携はない」
との評価をいただき、両者の深ま
る信頼関係とともに、
ライオンズクラブに対して応えるべき大きな期待が寄せられていることを改めて感じさせられ
た。
地域のために、そして、
ライオンズの市民権獲得のためにも連携協定推進は更に続く。
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334-E地区 クラブ周年記念報告

ライオンズクラブ国際協会

塩尻ライオンズクラブ結成55周年記念式典
百花繚乱の季節を迎えた4月16日㈫15時からホテル中村屋2F鳳凰の間に
て、
塩尻ライオンズクラブ結成55周年記念式典を開催いたしました。
当日は塩尻市長小口利幸様はじめ地区ガバナーL.菅沼哲夫、キャビネット
幹事、キャビネット会計、スポンサークラブ、地区役員、3Zの会長等ご来賓を
お迎えしました。
55周年記念事業として①塩尻まちづくり基金へ40万円寄付②ライオンズ
平和ポスターコンクール参加校へ参加者全員に記念品を贈呈③LCIFへクラ
ブ献金として3,000ドル寄付を致しました。
55年間歴代会長をはじめ先輩ライオン達が30年間つむいできたクラブ
独自の献血活動は年間約40万mlの採血量を維持し命の架け橋となり地域
社会に周知されてきました。次の時代を担う会員増強、維持にレジェンドを継
続しつつ新しい時代に即した奉仕活動を模索していくことを会員一同が強く
心に刻んだ記念式典でした。

2019年4月16日

ますますのご発展を
お祈り申し上げます

3Rｰ3Z 塩尻LC 会長 L.本多秀実

協働・こども食堂

塩尻市協働まちづくり基金

上田ライオンズクラブ結成55周年記念例会

2019年4月20日

春陽麗和の好季節を迎えた4月20日、上田ライオンズクラブ結成55周年
記念例会が土屋陽一上田市長はじめ関係団体ご来賓の皆様、国際理事L.佐藤
義雄、地区名誉顧問会議長・前地区ガバナーL.山邉正重、第2副地区ガバナー
L.中村 通、地区役員そしてブラザークラブの皆様方のご臨席を賜り厳粛に挙
行出来ました。
顧みますと1964年に長野ライオンズクラブのスポンサーにより結成さ
れ、地区で18番目、
日本では720番目のクラブとして認証されました。以来、
地域に密着した社会奉仕を基本的理念と考え幾多の奉仕活動に取り組んで
こられた故人、先人、諸先輩方のご努力に深甚なる敬意を表する次第です。
記念事業としては、青少年健全育成事業サッカー大会参加団体に簡易テン
ト寄贈、社会福祉事業として蓮の音こども園に遊具・上田市社会福祉協議会に
は車イスを寄贈、環境保全では玄蕃山公園にベンチ寄贈を行いました。
結成55周年を節目とし、令和の時代60周年に向けお互いを尊重し信頼で
きる仲間を一人でも多くつくり健全なクラブ運営に、そして更なる地域貢献を
すべく全員の力を結集し社会奉仕に邁進して行きたいと考えております。

4Rｰ1Z 上田LC 会長 L.篠原幸助

記念例会

記念撮影

長野グリーンシティライオンズクラブ5周年記念事業「グリーンフェスタ2019」

2019年5月18〜19日

長野グリーンシティLC 会長

L.五明久昇

2014年６月、長野ＬＣにスポンサーをしていただき発足した我がクラ

１日目は長野日大学園レオクラブや児童養護施設などにも参加してい

ブは、創立５周年を迎えることができました。結成時よりご指導、ご支援

ただき、１５０名近い市民に楽しみながら奉仕活動をする意義を感じても

いただいてきた関係各位に心より感謝申し上げます。

らいました。２日目にはおよそ３０００名の来場があり、親子の絆を深め

創立５周年記念事業として、例年５月に長野市権堂町で実施している

ながら食育、木工、アートなどを体験、学習してもらいました。

青少年健全育成イベント「グリーンシティフェスタ」を進化させ、5月18
日、19日の２日間 開 催しました。１日目は、子どもを含めた５名 以下の
チ ームで 拾ったごみ
の 量を 競 う「ス ポ ゴ
ミ大 会 」と学生を対
象にした「学 生 音 楽
祭 」を 実 施 、２日 目
は長野市教育委員会
と共 催し、小 学 生 以
下の親子を対 象にし
た「創作、体験、学び
の 場 」を提 供させて
いただきました。
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メディカルミッション
第44回
日本・フィリピン合同医療奉仕活動実施報告

JMM

2019年2月8日・9日・10日・11日

地区国際関係・LCIF委員長

L.松村政計

10月11日〜10月14日菅沼ガバナー以下12名で
行った事前調査に続き、2019年2月8日〜11日にか
け第44回日本フィリピン合同医療奉仕活動が通訳を
含め115名の多くの参加をいただき元気で行って元
気で帰国出来ました事、
まず感謝し御礼を申し上げま
す。御協力誠にありがとうございました。
医療品、一般物資の搬入からおろしまで、301−D2
の協力もいただき、2月9日マリキナシティにて、一日
目の奉仕活動が始まり内科、歯科、眼科合わせて、3，
063名の患者を受け入れました。午後3時には奉仕活

た。時間も短い事もあり三科合わせて1，
062名の患

動終了。反省会を経て翌日に備える。

者を受け入れる事が出来ました。どちらの会場も大歓

2月10日、2日目はマニラより90km、時間で約2時

迎をして下さり大成功の内に終える事が出来ました。

間の場所である。フィリピン独特の交通事情があり渋

協力いただきました多くのライオンの皆さん、
フィリピ

滞を心配したが、警察の先導の見事な裁きにより現地

ン301−D2の皆さんに感謝を申し上げ報告と致しま

に早く着くことができた。日本では考えられない運転で

す。

ある。2日目の場所はパンパンガ、
マニラから場所が遠

又今回フィリピンでのDr.の手続きに変更があり、許

い事を配慮し12時30分を奉仕活動終了の目安とし

可を得るのが大変難しく、吉川敏一副委員長には外務
省、厚生省へ何度と足を運び御苦労いただきました事、
補足しておきます。

第44回日本・フィリピン合同医療奉仕活動地
２／９
２／１０

Marikina City

Concepcion Integrated School

San Fernand, Pampanga

Heroes Hall

第44回日本・フィリピン合同医療奉仕活動実績報告
■参加人数／111人（外、他地区から2人参加）
■受診者数
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334-E・301-D2

内科
MEDICAL

歯科
DENTAL

眼科
OPHTHAL

小計
SUBTOTAL

1日目
（2/9）
・1st DAY
（Feb.9）
マリキナシティ／Marikina city

1,642名

425名

996名

3,063名

2日目
（2/10）
・2nd DAY
（Feb.10）
パンパンガ／Pampanga

606名

142名

314名

1,062名

2日間合計／2 days total

2,248名

567名

1,310名

4,125名

301-D2

内科
MEDICAL

歯科
DENTAL

眼科
OPHTHAL

小計
SUBTOTAL

1日目
（2/9）
・1st DAY
（Feb.9）
パッシグシティ／Pasig city

1,157名

162名

100名

1,419名

2日目
（2/10）
・2nd DAY
（Feb.10）
ケソンシティ／Quezon city

341名

110名

131名

582名

2日間合計／2 days total

1,498名

272名

231名

2,001名

Japan-Philippines
Joint Medical Mission
44th

結団式

2019年2月9日㈯ 8：40〜9：00
於：マリキナシティ奉仕活動他

参加者113名

・会員85名・非会員25名
・レオ会員2名・高校生1名
司会：地区副幹事
通訳：バージィ

合同晩餐会

L.井原尚久
D.G. ソリス

物資運搬搬入

2019年2月10日㈰19：00〜21：00
於：ダイアモンドホテルフィリピンズ

内科診療

眼科診療
301-D2 地区
元ガバナー令夫人
地区国際関係委員長

L.Rose ONG-TANG

歯科診療

タオル配布

在フィリピン日本国大使館
二等書記官
岡田岳大様

地区第2副地区ガバナー
L.中村 通

301-D2 地区ガバナー
L. Remigio Pamgan

比国政府
社会福祉開発省副長官

Mr. Rolando Bautista

301-D2 地区
第2副地区ガバナー

L. Raymundo Abuel

334 -E 地区ガバナー
L.菅沼哲夫

地区名誉顧問会議長
前地区ガバナー
L.山邉正重

実行委員長
L.松村政計

医薬品配布
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第44回 J.M.M 日比メディカルミッション活動報告
日本・フィリピンの各ライオンズメンバーと
交流が出来、
とても有意義でした

内科

診療現場から見た参加ドクター活動報告
内科医

L.上 條 賢 介

（3R1Z

内科診療について、自分が診た診療範囲しか述べられませ

松本深志LC）

んが、いつも道りでした。
老人には、腰痛、膝痛を訴える人が多く、鎮痛剤の処方。小
児には、発熱症状に対して、解熱剤等処方しました。大人、子
供に限らず、ビタミン剤を希望する人 が多くいて処 方しまし
た。
外科系は、福沢Dr、小児は、菅谷Dr、内科系は、中川、上條、
小見山、横山Drの割り振りだったように思います。
前回と違い日本サイドは、全員同じ箇所にて行い、そつなく
出来たように思います。
最後に、日本、フィリピンの各ライオンズメンバーと交流が
出来たことは、有意義でした。

眼科

やっぱり楽しい
日本・フィリピン合同医療奉仕活動

眼科医

L.北 澤 憲 孝

（2R3Z

「“眼科の火”を消さないで欲しい」、
こういう言葉に弱い性格か

長野白樺LC）

ら急遽飛び入り参加となりました。老眼メガネの配布はできませ
んでしたが、
池田先生から点眼薬を例年通り提供して頂けました。
1 日 目 、眼 科 は 薄 暗 い 別 室 、2 日 目 、ク ー ラ ー の 効 い た
City-Hall。6回目の参加で最も診察環境が良好でした。部屋が僅
かに暗い、縮瞳が抑えられ診察はスムーズでした。2日目、60歳
以上も多く、白内障手術している人が多かったのも印象的でし
た。ただ緑内障、斜視、翼状片、手術が必要でも伝えることしかで
きないことが残念でした。
マニラの街はきれいになりストリートチルドレンは減りました。
終われば心地良い疲労感と楽しい晩餐会。日本とフィリピンをつ
なぎ、世界の変化を知り、
スタッフと充実した時間を共有できた活
動。規模が小さくても続いて欲しい、そんな願いを持っての帰国
でした。

第44回JMMに参加していただいた歯科チーム42名の皆
様、本当に御苦労様でした。
私にとっても10回目の節目の回でありましたし、又、昨年よ
り歯科チームリーダーをおおせつかり、無事今回のミッション
が終了した事にほっとしております。
今回はマリキナシティ・サンフェルナンド（8年前と同じ会場
でした）で合計567名の皆様を治療することができました。
処置内容はほぼ抜歯が中心でありましたが、以前よりスケー
リングや充填を希望する人が増えているように思われました。
私たちもそれに対応するよう準備をしていく必要があると思
います。
又器具の消毒に関しては、二次感染等も考慮し対策を練り
たいと思います。

6

2018-2019 LION SHINANO

歯科

マリキナシティ
・サンフェルナンド両地域で
567名の治療を致しました

歯科医

L.高見澤一伸
（4R2Z

佐久LC）

第44回 J.M.M 高校生が体験した活動
丸子レオクラブ

土肥愛華

丸子レオクラブ

丸山梨珠

私は二度目のフィリピン医療奉仕に参加させて頂きまし

私は初めてフィリピン医療奉仕に行かせて頂きました。そ

た。
２年前に比べるとホームレスは減り、道路のゴミも少なく

こで思ったことは、町にはストレートチルドレンが多く、貧富

なったように感じました。
しかし、
まだまだ日本に比べれば環

の差が激しく、小動物さえもやせ細っていたということで

境は悪いと実感しました。患者数は多く、今回も全ての人を

す。また、治安が悪く、銃を持って巡回する人がいて日本と

助けることはできませんでした。

の違いにびっくりしました。

活動については２年前の経験を活かしつつ自ら積極的に

医療奉仕活動は歯科のお手伝いでした。
１日目はマリキ

行動出来ましたし、以前よりも現地の人とコミュニケーショ

ナシティで４２５名、
２日目はパンパンガで１４２名を治療す

ンをとることが出来ました。現地の人と話していると
「フィリ

ることが出来ました。私の仕事は患者さんの頭を押さえた

ピンの人は環境が悪く自由が無くても私よりたくさん笑う

り、器具を洗ったりしたことです。小さな子どもから高齢者ま

し、見ず知らずの私にも平等に話してくれる」
と感じました。
２回の参加を通して、異国で感じるものはたくさんあるし、
彼らの生き様を見て自分の小ささを改めて感じさせられま
した。この活動はこれからも続けるべきと思いますし、一人

でたくさんの現地の人の治療のお手伝いが出来て良かった
と感じました。
ライオンズクラブの方々のお陰で貴重な体験をさせて頂
きました。本当にありがとうございました。

でも多くの人が救われて欲しいと思います。
とても貴重な体
験をありがとうございました。

穂高ライオンズクラブ高校生

小見山尚子

私は今回で3回目の参加となりました。実際に現地の人と触
れ合い、
「サンキュー・ポー」
と言ってもらえることはとても嬉し
く、改めて奉仕活動の楽しさを感じました。

そして、今回フィリピンを訪れてとても驚いたことがありまし
た。それはフィリピンの発展の様子です。空港からホテルまで
の街の様子は、あまり高い建物がなく殺風景だったものが、
たった２、
３年で大型ショッピングモールやカジノ、
ホテルが多
く立ち並び、人々で賑わう街へと変化していました。
１つの地
域が年々発展していく
様子を肌で感じること
は、決して教室では学べ
な い 、とても貴 重 な 体
験だったと思います。
今回の活動で感じた
ことを大 切にしていき
たいと思います。ありが
とうございました。
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海外からYCE生を迎えて

受入れホストクラブ

3R3Z塩尻LC

滞 在
報 告

来日生名

LEE Zhi Suen
（マレーシア）
瞬く間に日本を出発します。日本での1か月近い滞在で、
私は日本の文化について多くのことを学びました。私の国

店、観音寺、木曽漆器文化財修復工房、奈良井宿を見学さ

と異なることを発見しましたが、同じところもいくつかあ

せていただきました。マレーシアでもワイナリーがありご

りました。私は、日本の天気と風景が好きです。

両親がワインを愛飲している事などマレーシアとの違いや

私を何日ももてなしてくれ、お世話してくれた皆さんに
は本当に感謝しています。
本当にありがとうございました。すぐにまた会えること
を願っています。私はあなたたちを愛しています。ありが
とう。

ホストクラブ／3R3Z

L.古畑國治

期間／平成30年12月7日〜12月28日

YCE生はマレーシアから16歳の高校生LEE ZHI SUEN
（スエンさん）
でした。日本語は全く話せないとのことでした。
私は仕事の関係でマレー語での日常語は話せましたので楽
しかったです。
しかし彼女とは英語での会話が多かったです。
折角日本に来たのだから首都東京、世界遺産である飛
騨高山白川郷、五箇山の合掌造り集落に行くプランを考え
ていました。東京では私の子供達と合流し浅草、皇居、ア
メ横など東京見物をしました。飛騨高山に行ったついでに
お寿司が大好物という事だったので日本海の美味しいお
寿司を食べさせてあげたくなり富山まで足を伸ばしまし
た。マレーシアで食べるお寿司のネタとは比べ物にはなら
ないほど美味しかったと感想がありました。
キャンプまでの4日間は東京都市大塩尻高校にて授業
を受けました。朝8時に家を出て4時ごろ帰宅し、クラスに
もすぐにとけこみ放課後も部活動を見学して留学生の友達
と帰ってくることもありました。同世代の学生との毎日の
体験はとても刺激的だったようです。私たちもこの様な機
会を経験し国際協力の一助となっていければ幸いです。

2018-2019 LION SHINANO

疑問を質問していました。塩尻の伝統文化にふれとても有
意義だったそうです。三連休はスエンさんの行きたい所、
体験したい事を相談しました。善光寺、北向観音へ参拝、
ショッピング、クリスマスパーティに富士山を観に行き初
めて食べる「ほうとう」に悪戦苦闘し押花を使ったアート
体験をしました。

ホストファミリー／塩尻LC
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21日午後から会員さんの企業イヅツワイン、本山漆器

25日は都市大塩尻高校に行きお土産をクラスメイトと
先生方に持参し大変喜ばれたそうです。
26日は高校の終業式に参加し突然校長先生から全校
生徒の前でスピーチを求められたそうです。担任とクラス
メイトが寿司パーティを開いてくれ感激して帰ってきまし
た。受け入れ前は不安だらけでしたが、共通話題が合った
ことでスムーズに受入れが出来ました。スエンさんを預か
る上で一番注意した事健康管理と笑顔でした。
短期間でしたが楽しかった日々でした。

海外からYCE生を迎えて
滞 在
報 告

来日生名

LIM E Fan
（マレーシア）
私の名前はLIM E Fan、16歳です。マレーシアで生まれ、
現在クアラルンプールに住んでいます。このような機会を与
えてくださったことにとても感謝しています。私が旅行をした
いと日本を選んだ理由は、私が魅力的な文化や道徳的価値
観を学びたいという理由があったためです。
日本に滞在中、どちらのホストファミリーも素晴らしい場
所へ連れて行ってくれました。第1ホストファミリーは、木
曽へ連れて行ってくれました。とても素晴らしい場所でし
た。伝統的な日本家屋が道路のそばに立ち並び、お店はほ
とんど手作りのものが売られていました。
第2ホストファミリーでは、蕎麦作りに参加しました。他
の麺類と手順がまったく違い蕎麦作りを満喫しました。
第3ホストファミリーは、辰野の中心地に連れて行ってく
れました。しめ縄作りに参加しました。初心者にも優しい
体験で、とても親切で丁寧でした。
最後になりましたが、受入れの準備をしてくださったラ
イオンズの皆さんには本当に感謝しています。全ての経験
が、本当に思い出深いものでした。
敬意を表して、私を受け入れてくれたホストファミリーの
皆さん、本当に感謝しています。心の底からありがとうご
ざいます。将来またお会いしたいです。

L.米澤正秀

ホストファミリー／

期間／平成30年12月7日〜12月9日

初夏のような暖かさが続いたと思ったら、急に真冬のよう
な寒さがきた１２月７日の夕方YCE生のリム・イー・ファン君
が我が家に着きました。初めてのホームステイをお受けして
どうなるのかと心配していましたが、彼の「初めまして、
リム・
イー・ファンです」と言う日本語と彼の笑顔にホッとした気持
ちになりました。夕食後は旅の疲れもあるかと部屋で休んで
いただきました。
二日目は小野酒造、旧問屋邸、
しだれ栗等案内し、夜は冬
のほたるのイベントで花火が上がるというので見に行きまし
た。王城山に蛍のイルミネーションがあるのを見て、
「あれは
何？」と聞かれ辰野町では蛍が有名等の話をしました。興味
をもたれたようであの場所に行ってみたいと言うので、夜は
危ないから明日の朝行きましょうと話をしました。
三日目は昨日の約束で王城山へ行き、その後奈良井宿へ

受入れホストクラブ

1R2Z辰野LC

行きました。とても寒かった
ので足湯がどうかと思い下
諏訪に向かいました。
１５分
位 足 湯につ かり帰 途につ
き、夜はお寿司が食べられ
るというので息子夫婦も一
緒 に 回 転 すしに 行 きまし
た。今夜で最後かと思うと
寂しさがこみあげてきまし
た。
気の付かないことも多々あった事と思いますが、彼はい
つも笑顔で私どもを気使ってくれました。一生の内で体験す
ることがないと思っていたホームステイを短い間ではありま
したが、経験出来た事は私共にとっても孫にとっても良い思
い出となり、孫の「優しいお兄さ
んだったね。また逢えたらバス
ケを一緒にしてみたい」と言う
言葉に、
「そうなったらいいね」
と言いました。

L.有賀喜文

ホストファミリー／

期間／平成30年12月10日〜12月15日

我が家にYCE生が来るのは、6年前の8月スウェーデン
からの女性YCE生以来2回目となった。マレーシアの首都
クアラルンプール出身のリム・イーファン（林一帆）君は6
人兄弟（弟１人妹4人）の長男で、医療機器を扱うビジネス
マンの両親の元でしっかり躾けられているという好印象の
16歳である。
10日はL.米澤から引き継ぎ、夕方からクラブ主催の歓
迎会を、L.根橋秀博のうなぎ・鯉料理『小佐加』で行った。
クアラルンプールには既に日本食は一通り揃っており、ウ
ナギは、非常に高価であるとのこと。全ておいしいといっ
て食べた。
11日は、町内川島地区にある「かやぶきの館」内の「蕎
麦処いわかがみ」で、我が家の長男・三男も参加しての「そ
ば打ち体験」となった。イーファン君はもちろん子供たち
も初めての経験であったが、そば粉を捏ねて玉をつくり、
延し棒で延し、細く揃えて切るまでの一連の作業を体験し
た。その後家族全員でそのそばを頂いた。多少太さの不
揃いはあったもののおいしいと言って食べていた。
12日は午前中のL.秋山良雄の秋山製作所の見学に行っ
た。自動車のエンジンの部品やコピー機の金属部品を加
工するマシニングセンター等最新鋭機器を興味深く見学
した。
午後は三役と供に辰野町役場へ武居町長を表敬訪問し
た。地元紙の記者や有線放送テレビのTVカメラも入って
おり、はじめは緊張気味であったが、武居町長の話術に
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海外からYCE生を迎えて
徐々に打ち解け、NHKのTV番組「チコちゃんに叱られる」
で取り上げられた「辰野町は日本の中心の中心。」つまり
ど真ん中との説明に笑いながら聞き入っていた。４回目の
日本ではあるが、今まで東京・京都・大阪と都会ばかりの
訪問で、今回信州の田舎の環境は初めての体験となり、自
然の豊富さに驚いているとの感想を語っていた。
13日は午前中辰野高等学校を訪問した。吉岡教頭先生
はじめ教職員や生徒の大歓迎を受けた。1時間目の習字の
授業では先生の手本を見ながら「リム・イーファン」「林一
帆」を筆でしたためた。習字は小学生以来とのこと、生徒
が書いた「日本」
「愛」
「夢」等の文字の気に入ったものを
プレゼントされた。２時間目は１年４組のホームルームに
参加し、自己紹介後は教頭先生の案内で、体育館、パソコ
ン教室、図書館等の施設を見学した。3時間目は再び1年
4組の英語の授業に参加した。教室に入ると黒板一杯にマ
レーシアの国旗とWelcome Lim E Fanと書かれたチョー
ク絵が迎えてくれた。マレーシアでの生活や食事、好きな
歌手等の生徒の質問に答えていた。廊下では女子生徒に
囲まれ、写真を撮り合い、さながら人気アイドルのようで
あった。
午後は豊南短 期大学を訪問し、青山先生の「異文化コ
ミュニケーション論」の授業で、国による時間の感覚の相

ホストファミリー／辰野LC
ホストクラブ／1R2Z

L.林勝一

期間／平成30年12月20日〜12月28日

後半のホストファミリーとして２０日から８日間、リム・
イー・ファン君を受け入れました。
当方は高齢者２人だけの家庭で、孫のようなYCE生を受
け入れるについては非常な戸惑いがありました。特に食事
はどんな物が口に合うのか、又暑いマレーシアから来て冬
の信州の寒さにどのように対応してもらうのか等不安も相
当ありました。
食事については納豆以外は特に食べられないものはな
く、ご飯と緑茶と漬物が好きだと言うので一安心。次の日早
速マレーシアでは味わえないと思われる野外リンクでのア
イススケートに案内しましたが、会場に入っただけでNo、
全然興味を示さない。寒さに対応できないのかな。それで
は屋内ならとフィギュア―リンクに入ったが、これもNo。知
り合いのインストラクターが初歩から指導するから是非体
験したらと強く勧められたがだめ。これならどうだと暖かい
屋内に移り、今流行のボルタリング会場に案内したら又々
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受入れホストクラブ

1R2Z辰野LC

違、相手との距
離感等の説明
を 中 国からの
留学 生 金 さん
の横で通訳を
受け ながら受
ラップランド
講 し た 。そ の
後、学長室で日
本 の文化 の 関
心 事 につ いて
森本学長と対談した。
14日は日本の中心の碑がある大城山に登り、午後は豊
南短期大学のキャンパス内にある茶室『洗心軒』で茶道部
の皆さんのお点前を体験。その後中坪先生の一通りの指
導を受け、500年以上続く茶道の文化の説明に聞き入っ
ていた。夜はボーリング等を楽しみ、焼き肉店で我が家の
最後の晩となった。
我が家では比較的年齢が近い長男と三男が片言の英語
でコミュニケーションがとれていたが、我々夫婦はスマー
トフォン等の翻訳機能で四苦八苦、改めて「英語力」と「異
文化コミュニケーション」の必要性を実感させられた5日
間であった。

No。履歴書には趣
味 はバ スケットと
書 いてあったから
スポーツは好きか
と思ったが、どうも
余り好きではない
ようだ 。目先を 変
えて 諏 訪 大 社下
社、万事の石仏、北沢美術館、後日松本城や大型ショッピン
グモール等に案内したが、同行が我々夫婦ということで今
一感動した様子も見られなかった。
次に日本の伝統文化を体験してもらおうと思い、地区の
しめ飾り作りに参加しました。初めての体験だったが、指導
者の教えの通り一生懸命わらを編み、初めてにしては立派
なものだと皆に褒められた物を作り上げ、本人も非常に満
足したようでした。
最後になりましたが、リム・イー・ファン君を受け入れたこ
とによって多少は国際親善と青少年育成に役立ったかなと
思う次第です。

地区YCE委員長

L.福澤芳一

マレーシアから男女各、
１名の受け入れ
今年度はマレーシアから男女それぞれ1名、計２名の来日生の受け入れを行いました。
塩尻LCと辰野LCにホストクラブ、ファミリーをお願いして１２月７日から２８日まで、間に６日
間の複合ユースキャンプを挟み計２２日間の日本で
の貴重な生活体験をしていただきました。今年
のユースキャンプでは豊田市の旭高原少年自
然の家を拠点に行いましたが交通の不便さ
などを考え来年度の夏からは知多半島の
美浜で行うことが決定しています。

スキャンプ
MD334ユー
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第31回平和ポスターコンテスト事業
334-E地区代表作品決定

地区環境保全委員長

L.三宅正士

第31回平和ポスターコンテストは３３４−E地区にて、
22作品の応募がありました。前年の12作品より多く集ま
り、大変ありがたく思っています。各クラブの協力ありがと
うございました。あるクラブでは６０名の参加があり、多数
でしたのでこの中から９点を選定していただくよう通知しま
した。第２回環境保全委員会にて８名で選定を行ない、最
優秀賞１点、優秀賞４点を選びました。最優秀賞はホストク
【最優秀賞】 信州大学教育学部附属長野中学校
横川やまめ

ラブ長野白樺ライオンズクラブの、信州大学教育
学部付属中学校１年の生徒になりました。優秀賞
はホストクラブ長野りんどうライオンズクラブの、
信州大学教育学部附属中学 校１年の生徒の他３
名を選びました。最優秀賞１点は、３３４複合地区
へ発送しました。

【優秀賞】 附属長野中

【優秀賞】 付属長野中

※各賞内順不同、敬称略

【優秀賞】 塩尻西小
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【優秀賞】 塩尻西小

附属長野中

附属長野中

附属長野中

附属長野中

附属長野中

附属長野中

御代田中

附属長野中

塩尻西小

塩尻西小

塩尻西小

塩尻西小

御代田中

附属長野中

御代田中

御代田中

御代田中
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Close Up Activity クローズアップアクティビティ
1R・1Z

諏訪湖LC

2019年2月6日

環境ミニフォーラム

昨年３月２５日に開催した４ＬＣ環境フォーラム引き続き、
諏訪地域のシ
ンボルであり、
かけがえのない宝である
『諏訪湖』
について、
皆が関心を
持ち地域一体となって「諏訪湖創生ビジョン」の実現を目指すため、本
年度も
『未来に残したい美しい諏訪湖』
をテーマに、第１４１８回環境ミ
ニフォーラム例会を２月６日(水)に開催いたしました。
当日は、諏訪地域振興局企画振興課の小口秀昭課長より同ビジョン
の報告や、諏訪湖の環境改善に取り組む“諏訪湖クラブ”の沖野会長、
諏訪湖周辺でカヌーやカヤックを楽しめる環境づくりを取組む“諏訪湖
周水路復活漕ぎあるきプロジェクト”百瀬代表が諏訪湖の現状について
報告いただききました。
また、高島小学校６年１組の児童の皆さんが諏訪湖について学び、
湖岸の清掃活動や諏訪湖に住む生き物の実態、
水質浄化に向けた研
究の成果など発表いただきました。
近年、地球温暖化対策や自然環境保全といった様々な環境課題
がニュースとして取り上げられている今、ここ諏訪湖でも人と生き
物が共存し、自然資源の活用による地域活性化に向けた取組み
や、誰もが訪れたくなる諏訪湖をめざし今後も地域と協働した奉仕
活動を行っていきたいと思います。

1R・1Z

下諏訪LC

４ＬＣ 合同環境保全

2019年3月10日

諏訪湖清掃

早朝、下諏訪町高木公園駐車場にメンバー・ガールスカウト第１５団
の子供達・手話サークルの皆さん総勢５０名が集合し、
下諏訪から諏訪
の諏訪湖湖畔のごみ拾いを行いました。
大きなごみ袋数個に、
沢山のごみが回収されました。
作業後、
メンバーが作ったうどん入りのきのこ汁とおにぎりで皆さんと
一緒に労を握らい朝食をいただきました。今回で２回目になります。

1R・2Z

駒ヶ根LC

献血奉仕活動

2018年7月〜2019年4月

駒ヶ根ライオンズクラブは、献血奉仕活動を年間活動の重点事業と
位置付け活動を行っています。
７月〜4月にかけて行う献血奉仕活動は50余回ですが、
会場となって
いる企業様へ出かけ受付等を手伝い、
献血に協力して下さった方へ粗
品を手渡しています。
またこの活動が継続できるのも、
各企業様が献血
の必要性を認識し会場を提供してくださっているおかげと感謝していま
す。
今年度も多くの方々にご協力をいただきました。ありがとうござ
いました。
【実績】4月22日現在
献血者数
1,146名
採血量
458,400㎖

1R・1Z

岡谷LC

床ずれ防止枕づくり

2018年11月18日

入院患者の床ずれ防止に役立つ床ずれ防止まく
らをメンバーと家族の他、岡谷市民病院と諏訪湖
畔病院の看護師さん、岡谷市社会福祉協議会職員
と岡谷市内小学校生徒と保護者を含め総勢７０名
で床ずれ防止まくらを１０００個作り両病院、岡
谷市社会福祉協議会に送りました。

1R・2Z

飯田LC

2018年11月10日

1R・1Z

茅野LC

薬物乱用防止活動

2018年11月13・26日

●11月13日／茅野市立泉野小学校において薬物乱用防止教室が開
催されました。
4年生は12人。
タバコとアルコールの害について勉強しました。茅野市
内で一番小さな小学校。
でもみんな元気いっぱいでした。
体に与えるタバコやアルコールの害を勉強しました。
グループワークで
色々な意見がでました。
●11月26日／茅野市金沢小学校において薬物乱用防止教室が行わ
れました。
４年生１７人。
タバコの害について学んだ後、
グループワークでタバ
コを誘われた時の断り方を考えました。
「身体に悪いからやらない」
「親に
（先生に）怒られる。」などの意見が出ました。
自分のからだを守ることが大切です。

1R・2Z

伊那LC

2018年12月14日

ＦＦＣ児童館への寄贈と整備

社協クリスマス会

FFCとは、
ムトス飯田協定事業として本年度より行う新規アクティビ
ティ。放課後を児童クラブで過ごす共働きや一人親家庭の子どもが増
える中、子ども達がより充実した時間を過ごせるように、不要となった図
書や遊具および寄付金（図書や遊具等の購入費用として）
を会員はじ
め広く市民から募り、
飯田市に２２館ある放課後児童クラブへ順次寄贈
する取り組みです。
アクティビティ当日は、
午前中に持ち込まれた物品を清掃、
整備し寄贈
品の選定を行いました。作業には、飯田女子高校の生徒有志も参加し
て下さり会員や会員家族と共同で奉仕活動に取り組みました。午後か
らは第１回目の対象となりました切石児童クラブと橋南児童クラブへあ
らかじめ要望をお聞きしました購入品と共に整備した本や遊具を寄贈
いたしました。
寄贈式では購入した紙芝居を使い飯田女子高校の生徒が紙芝居
を披露したり、
購入した野球ボードゲームにて会員と子供たちが一緒に
遊んだりと交流を深めて参りました。
また、
当初は小学校低学年向けに募集したものの高学年向けの書
籍も多く寄せられたため、
飯田下伊那地域の児童養護施設への寄贈も
新たに予定しております。

毎年恒例となっている伊那市社会福祉協議会が運営している障害
者支援センター３事業所の合同クリスマス会。
利用者、
職員、
会員など総勢１４０名が参加。会員がマジッククラブの
演芸をお願いして来てもらい、
お菓子、
ケーキ等の準備をして、
当日参加
者の皆様に楽しんで頂きました。
会場ではポップコーンも作り、
振舞いました。
サンタの衣装を着た会員
が用意したプレゼントを配り、
喜んでもらいました。
最後に利用者の方達からもプレゼントを頂き、
良い交流、
奉仕活動が
できました。

1R・2Z

辰野LC

2018年12月1日

1R・2Z

飯田長姫LC

2019年2月24日

第３回辰野LCカップフットサル大会

愛の献血

第３回辰野LCカップフットサル大会を開催しました。
中南信地方の少
年サッカー７クラブ１１チームが参加し、
ボールを追って駆け回りました。
各チームは小学６年生以下の男女で編成し、
３ブロックに分かれて予
選リーグを行ない、
同順位が決勝リーグで対戦しました。
辰野JCより引継ぎ３年目となりますが、
参加希望するクラブは増えてき
ています。
また同日、辰野町サッカー協会へ助成金として３万円を贈呈いたしま
した。

ダイナム飯田店さんにて、愛の献血を実施しました。
新聞広告へ献血のお知らせを載せ、当日は、保健奉仕委員会を
中心に献血の呼掛け等行い、寒い中多くの方々が献血に来て下
さいました。
受付者数 ６５名
献血者数 ５７名 （ 全員400㎖ ）
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1R・2Z

飯田長姫LC

2019年4月25日

献眼の碑公園及び
姉妹クラブ友好の碑周辺清掃

献眼の碑公園及び姉妹クラブ友好の碑周辺清掃を４月２５日
（木）16：00〜実施致しました。
２つの委員会にて各所の清掃を行いました。
献眼の碑公園は、献眼の碑の拭き掃除、周辺の草取り、ゴミ
拾い等を行い、姉妹クラブ友好の碑周辺は、雑草、落ち葉拾い
等に汗を流しました。

2R・1Z

長野千曲LC

2019年4月28・29日

第７回長野千曲ＬＣ杯争奪
少年野球大会

当クラブが共催する第７回長野千曲ＬＣ杯争奪少年野球大会が、
市
内２４チームが参加し盛大に開催された。
少年野球とはいえ、女子の参加も多く活躍する姿が見られるように
なった。決勝戦ではホームランが出るなど技術の向上も感じられ、表彰
式では熱戦を終え清々しい子どもたちの顔が印象的だった。
メダルを受け取った子どもたちは大変喜んでくれ、本大会に協力、支
援を続けていくことの大切さを感じたところである。
主催者保護者会との連携も良く、
順調に大会運営することができた。

2R・2Z

須坂LC

希望図書贈呈

2019年2月18日

2R・1Z

長野松代LC

2018年12月7日

2R・1Z

長野松代LC

2019年4月7日

第４４回シクラメンチャリティ セール

第12回北信少年柔道団体優勝大会

今年も恒例のシクラメンチャリティセールを12月7日開催致しました。
前日の設営準備から当日のシクラメン荷下ろし・値札付け・設置とクラ
ブ員一同で、
お客様を迎える準備を致しました。
「今年もいい花が揃ったね。」
との常連様の声に、
売り子ライオンのより
一層大きな呼び込みで、
仕入れましたは鉢はすべて完売いたしました。
この獲得金は、松代町内1中学校6小学校へ、
ライオンズ文庫費とし
て贈呈いたします。

各地域より８１名の選手が集い大会が行われました。
まだまだ小さい小学校低学年から、大人顔負けの立派な体格の高
学年と、
各教室より多くの選手が熱い戦いを繰り広げてくれました。
試合会場入口の下足がきれいに並べてあり、
こういう当たり前の礼儀
作法も子供たちは身に着けている事に感心しました。
大好きなスポーツを通し、
これからも成長してくれることを願っていま
す。

2R・1Z

長野グリーンシティLC

チャリティボウリング大会

2019年3月26日

長野グリーンシティライオンズクラブでは、
２０１９年３月２６日
（火）長野
市高田にありますヤングファラオにて今年で３回目となる青少年健全育
成事業「チャリティボウリング大会」
を開催しました。
ポカポカの春の兆しが漂い始める中、
約８０名の参加がありました。受
付で配られたおにぎり弁当とお茶を食しながら和やかな雰囲気の下、
長
野ライオンズクラブ佐藤一夫会長、長野グリーンシティライオンズクラブ
五明久昇会長による始球式でゲームはスタート。
女性と子供に優しいハンディキャップの設定をし、全員がのびのびと
プレイを楽しむことができました。
ゲーム終了後には各賞をそれぞれに授与。小学生以下の子供達に
はお土産が手渡され、
大会は無事に終了しました。
ご参加いただいた皆様、
ありがとうございました。

2R・2Z

須坂LC

あいさつ運動

2019年3月11日

長野県連携協定の一環として毎月11日信州あい
さつ運動を実施。
３月11日(月)日滝小学校にて実施。
AM7:30〜8:30 ライオン7名出席。
これは須坂市との連携協定の一
環でもあります。

2R・1Z

長野グリーンシティLC

2019年5月19日

グリーンシティフェスタ２０１９
「親子で体験！遊んで学んで新発見！
！」

５月１９日
（日）権堂イーストプラザ・市民交流センターにおいて、
青少年
健全育成・家庭教育向上イベントとしてグリーンシティフェスタ２０１９
「親
子で体験！遊んで学んで 新発見」
を、
長野市教育委員会との共催で開
催しました。当日は晴天に恵まれ、
およそ３０００名の親子連れの皆さん
に、
たくさんの体験イベントや飲食を楽しんでいました。大きなトラブルも
無く、今年も大成功だったと考えています。
これもひとえに、権堂商店街
協同組合のご協賛をはじめ、多くの団体の方々にご協力いただいたお
かげであると感謝しています。
ありがとうございました。
概要：
【体験ブース】
サイエンスショー ステンドグラス作り てがたアー
ト ドライフラワーアート 食育教室（味噌・おにぎり） ネイル体験 木
工教室 昔遊び体験 くもの巣と帽子のクラフト
（ガールスカウト長野
県第11団） わたあめ作り クレープ作り
【飲食ブース】
ポップコーン 豚汁 かき氷 わたあめ クレープ モ
ツ煮（振舞い） キッチンカー
【ステージイベント】雅太鼓と書道パフォーマンス 体験太鼓 ヒップ
ホップダンス クリスタルバトン
清水まなぶ氏と城東小学校合唱団コラボステージ 抽選会

2R・2Z

中野LC

2019年3月11日

市立高社中学校で
薬物乱用防止講座の実施

小山小学校へ図書贈呈

市長へ図書贈呈
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昨年度から実施しています薬物乱用防止講座を本年度も行いま
した。
今年は反抗期世代の中学生ということで不安もありましたが、
ＤＶＤ
やメンバーの説明などに耳を傾けている様子が伝わってきました。
最後に飲酒や喫煙に関わるクイズを行い、
子供達もざっくばらんに楽
しみ交流が持てました。
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2R・3Z

長野中央LC

街頭献血運動

ਸ਼   ভশ५টشफ़থ

日
2019年2月16َઓःृॉभੱ॑ःणुपؚൎध௫खऎိலُ
2019年2月16日
2R・3Z 長野篠ノ井LC
2R・3Z 長野白樺LC

া
 قଅك
ਸ਼ ども食堂
ছॖड़থऒनु୫ൡ ્ૐಀ
第3回ラ
イオンこ

2019年4月13・14日

ａｂｎ春祭り献血・薬物乱用防止
アクティビティ

長野中央ライオンズクラブでは、献血サーブデイとして長野駅前にて
献血のお願いをしたり、街頭献血運動として献血車を配備し献血にご
協力をお願いしたりと、
長きにわたり取り組んでまいりました。
４月１３日、
１４日にエムウェーブを会場に、
ａｂｎ春祭りが開催されました。
2月16日(土)にながの東急百貨店様の駐車場の一部をお借りして、
今
来場者は２日間で約１万人。開館と同時に沢山の人が押し寄せ、会
こどもの貧困対策への具体的事業として、長野県連携協定推進室
期２度目の街頭献血運動を実施しました。駐車場の西側から、
人通りの
場はすぐにいっぱいとなりました。
 ਸ਼  धऩॊছॖड़থऒनु୫ൡऋ  া  قଅؚكঀ੩ਁড়ைपउःथ৫ಈऔोञ؛
から助成金をいただき、第３回ライオンこども食堂を２月１６日
（土）、篠ノ
多い東側へ場所を変え、
より多くの皆様にお願いをさせていただけるよ
家族連れが多く、献血で時間がかかると困るとの声がありましたが、
মহभ૿ःুदँॊۅہभऔ॒मફ
 ৎ  ীपૐ়ؚ
ਁড়ை  మभ৹৶पथଫرप৫ؚ
井公民館にて開催しました。
うになりました。
こういった機会を通じて、
献血に興味を持っていただ
くと
気持ちよく協力してくれる人、
また「献血のために来ました。」
という方も
今年の食事メニューは、
カツカレーにポテトサラダ、
りんご、
そしてチョ
同時に、
ご協力をいただける方が少しでも増えていくことを願っており
ছॖड़থमま
 ৎोभ
 ৎ  ীؚලपફ॑ੋऽचভৃਝपॉෳऊॉऽखञ؛
いて大勢の方にご協力いただきました。
୫হ५ঌش५भమਮपमၱ॑ଦ઼ؚঞॡজェش३ঙথ५ঌش५पमുে३॑ॺشഢऌ൵ीؚ
コ＆フルーツパフェのバイキング！小雪がちらつく寒い日でしたが、
地元を
す。
薬物乱用防止運動としてリーフレットや絆創膏を配布し、骨髄バンク
中心に子ども３０名、
保護者１３名が来場し、
食事もレクレーションもとても
［献血実施報告］ 受付：33名／400ml：31名
登録のご案内も行いました。
２日間で１９名のライオンが参加。
ञठऋखदु௫खीॊेअ௯௩ृজথ॑෪ॉહऐऽखञ؛
喜んでいただくことができました。
このたびの街頭献血運動にご協力いただいた皆様、
ありがとうござ
結果は献血受付１０４名、
献血者８７名、
献血量３４，
８００ml。骨髄バン
 ৎૌऍओौऊैऻणऻणਸभਟৃऋाैोؚऔढजऎঞॡজェش३ঙথ৫؛০ुہশଶ
詳細は当クラブのフェイスブックをご覧ください。
いました。
ク登録者１６名でした。
भ௯௩ऋপ௬दखञॺ؛ছথএজথुણඩदखञ؛

2R・3Z

長野みすずLC

逆谷地湿原枝打ち作業

ਊभওॽগشमؚढ़ॶढ़ঞشपএॸॺ१ছॲॹؚ२ॺشपखः॔ॖ५ॡজشऋऴॊऽॎो
月3日
2018年11
2019年1月27日
2R・3Z 長野りんどうLC
2R・3Z 信州新町LC

2019年5月5日
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第20回小学生530ポスター展

第２３回信州新町ライオンズ旗争奪
少年野球大会

दघ؛ਊमऋठैणऌপःपऩॉऽखञऋৃબभছॖड़থؚপओౙௌदखञ؛
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飯綱高原にある湿原善行寺の森でレオクラブ２１名、
当クラブ１７名
が参加して長野市担当者指導の下、
枝打ち作業を行った。
この日の飯綱高原は比較的穏やかな好天に恵まれ作業前に高野会
長の挨拶に続いて、
長野市担当の方より作業手順の説明を聞き善光寺
の森一帯でサワラ、
ヒノキの枝打ちを１時間かけて行った。
聞くところによると５０年１００年先の善光寺修復作業の材料になると
の事でしたので立派に成長することを願い総勢３８名が汗を流した。
作業前と比べると陽射しが差し込み見違えるほどになりました。
作業を終えた後、京急カントリークラブ管理棟駐車場にて参加者全
員で昼食を取り解散しました。

3R・1Z

松本LC

愛の手文庫

2019年1月16日

2019年1月16日に松本市筑摩野中学校にて図書券5万円分を寄贈し
ました。
当クラブがフィリピン医療奉仕活動に合わせて現地に届ける支援物
資の提供に同中学校生徒達に継続的に協力して頂いております。
この物資の提供と図書券寄贈は20年以上続いており、図書館には
コーナーを設けて生徒の希望する本を購入して頂いております。
同中学校文化際に合わせて生徒会ボランティア委員会が中心とな
り、未使用タオル、文房具など900点以上を提供して頂きました。有賀幹
事から感謝の言葉と共に感謝状を大鹿ボランティア委員長に贈りまし
た。
『自分達の活動がフィリピンで役に立てば嬉しい』
と委員長が話してく
れました。

恒例の「小学生530ポスター展」
を１月21日〜１月27日
まで長野市もんぜんぷら座2階にて展示、
27（日）表彰式
をおこないました。
20回をむかえ市内3校より159展の応募がありました。
長野市長賞 長野エコ活動推進本部長賞 クラブ
会長賞 30名の賞状授与いたしました。

3R・1Z

松本深志LC

2019年4月15日

大型連休なかびの大会日となり例年より出場チーム
が少なく９チームの参加となった。
青空の下元気よく声を出し仲間を信じてプレーする
姿に拍手を送りたい。
地元野球チームは優勝出来なかったが、最後まで全
力で頑張った子供達の顔には悔いは残ってないと思う。

3R・1Z

松本アルプスLC

2019年2月26日

社会福祉協議会
エコキャップ運動運搬作業活動

エクセラン高校
薬物乱用防止講座の開催

松本市社会福祉協議会では、
「ペットボトルキャップを集めて」再資源
化で得た収益を、世界の子どもたちに「ワクチンに代えて贈る運動」を
推進しており、
これに伴い、
同会の呼びかけで収集された大量のペット
ボトルキャップを定期的にリサイクル業者まで運搬する作業を当クラブで
お手伝いしております。
この日は、参加した8名のライオンがトラックから溢れんばかりのキャッ
プを、
皆で積み込み運搬いたしました。
キャップは、
その後、
リサイクル事業者が再生プラスチック原料として
買取り、
その売上金は「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委
員会（JCV）」に寄付しているそうです。
寄付によって国境を越えて多くの子どもたちを病気から守ることがで
きているとお聞きしております。
この活動は当クラブの55周年記念事業として開始したもので、
現在ま
での活動回数は合計3回となります。

当クラブの継続事業として、
エクセラン高校での薬物乱用防止講座
があります。
今期で11回目となる講座を卒業間近の3年生を対象に開催しました。
110名の生徒が、3クラスに分かれ、認定講師の資格を持つ会員3名
と補佐として5名が参加し、
DVD上映とパワーポイントを使用して講義を
しました。
これから、進学、就職と広い社会に出ていく生徒の皆さんが、
身近に
存在する薬物の危険性、
薬物の恐ろしさを少しでも理解して頂けたらと
願います。
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3R・1Z

松本中央LC

2019年3月19日

第２５回 聴覚障害者社会
ふれあいボウリング大会

３月１９日(火)午後６時１５分より、
アピナボウル松本城山にて、第２５回
聴覚障害者ふれあいボーリング大会が開催されました。
毎年恒例となっているこの大会は社会奉仕委員会が中心となって企
画しているもので、今年も開催を楽しみにしてくださっていた松本市聴
覚障害者社会参加支援協会の皆様が来てくださり、
和気あいあいの雰
囲気の中で競技が行われました。
大会後場所を変えて開催された例会では、食事会、手話による自己
紹介、
ボーリング大会表彰式など、
楽しい時間の中で聴覚障害の方々と
交流が行われました。

3R・3Z

塩尻LC

2019年3月13日

ライオンズ平和ポスターコンテスト
参加校へお礼

ライオンズ平和ポスターコンテストの参加校、
塩尻市立西小学校の2018年度の終業式にあわせ会
長L.本多秀実、第一副会長L.北山達彦、会計L.木村
晶子の3人が13日（水）西小学校校長室を訪れ優秀
賞を頂いた児童2名にキャビネットからの賞品と賞
状を贈呈、参加してくださった5年生全員にクラブ
から1000円の図書券を贈呈しました。

4R・1Z

丸子LC

2019年4月20日

3R・1Z

松本中央LC

2019年4月27日
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安曇LC

2019年4月24日

ＹＣＥ生への負担金助成

２０１９年４月２７日
（土）、松本児童園にて春の種蒔きと交流会のアク
ティビティが実施されました。
松本児童園との交流アクティビティは、
１９９８年の結成３０周年以降、
クラブの重要な事業として実施しており、現在では夏と春の年２回の交
流を続けています。
春のアクティビティは園内の畑での種まきを恒例にしており、
ライオン
たちは夏の収穫祭に向けて、
男爵イモ、
長ネギ、
トマト苗を植える作業を
行いました。
この畑はクラブ結成３５周年事業でミニグランドと共に造成したもの
で、
寄贈したトラクターで耕し直したり肥料を入れるなどして年間の管理
を行っています。
また、畑作業の後はライオンと子供たちのチームに別れて棒サッカー
のゲームを行い、
昼食会ではライオンと子供たちが同じテーブルで手巻
き寿司を楽しみました。
笑顔で歓声を上げる子供たちに接し、
この子供たちがすくすくと育っ
て立派な大人になるためのお手伝いができればという思いと、
園の活性
化にも役立つ意義あるアクティビティであることを実感できた一日でした。
この日、
信毎ＭＧプレスの取材を受けました。

先日の定例会において、2018-2019年度夏期派遣
ＹＣＥ生 富永ゆず希さんへキャビネットへの負
担金１０万円を全額助成した。
富永ゆず希さんはオーストラリアへ派遣されま
す。人生において大きなターニングポイントとな
ることを期待します。

3R・3Z

明科LC

信州あいさつ運動

2019年4月11日

ＪＲ明科駅前で「信州あいさつ運動」
を実施しました。
今年も、
明科高校の生徒・教諭の計30名と一緒に、
午前7時から列車
の乗降客の方に「おはようございます！」
「いってらっしゃい！」などと声を
かけ、
ポケットティッシュを配りました。
体の芯まで冷えるような寒さの中でしたが、大きな元気のよいあいさ
つが駅中に広がっていました。
この活動を通して、
あいさつのできるこども達が一人でも多くなり、
あ
いさつの輪が広がっていく事を願っています。

4R・1Z

上田LC

『箱畳企業合同清掃奉仕活動＆例会』 上田市社会福祉協議会へ
車イスの寄贈

第23回目の活動で、
箱畳の企業様と丸子自治センター、
そして丸子ラ
イオンズクラブ・丸子レオクラブが参加して行いました。総勢210名。
収集されたごみの量は可燃物-350㎏、不燃物‐280㎏、空き缶や粗大
ゴミが多かったと報告されました。
年に一度、地元企業様と大掛かりな道路のゴミ拾いを継続していま
すが、
今年はオムツがたくさん道路下に投げ捨てられており気持ちの悪
い思いをしましたし、
道路下斜面の降りられないところのゴミは危険で拾
えませんでした。
車からのポイ捨てが無くなるように…と強く願いつつ清掃奉仕活動を
継続して参ります。

3R・2Z

松本児童園で春の種まきと交流会

2019年3月7日

３月第１例会「社会福祉事業推進例会」に上田市社
会福祉協議会丸山正明会長をお迎えし、例年の奉仕
活動として１台、今年度当クラブ結成55周年の記念事
業として２台、
合計３台の車イスを寄贈いたしました。
この車イス寄贈は2009年に当クラブ結成45周年の記
念事業として行って以来、
今回で11年目、
上田市への寄
贈もあわせると計19台となりました。
最新式の軽量化された車イスは利用者の皆さんの
ニーズも高く、希望者には無料で貸し出しているそうで
す。
これからも地域の方々に喜んでいただけるような社会
福祉事業を継続していきたいと思っています。

3R・3Z

塩尻桔梗LC

塩尻駅前・塩尻市街地
イルミネーション設置

2018年11月17日

高所作業車3台を持ち込み、
イルミネーションの設置。毎年の作業な
ので要領も得てスムーズに進みました。
この日は風もなく、
作業のしやす
い天候でした。
高い樹木や、
街路灯、
低木への設置も終わりきれいに灯りを点けるこ
とでしょう。

4R・1Z

上田LC

玄蕃山清掃・整備活動と
ベンチ引き渡し式

2019年5月25日

クラブ結成55周年記念事業のひとつとして、玄蕃山
公園にベンチ３脚を設置するにあたり、
同公園を日頃手
入れをしてくださっている長島自治会様への引き渡し式
を行いました。
玄蕃山公園は、平成9年より10年ほどかけて大山桜
3,200本を植樹してきた場所であり、
50周年の際には、
看
板と花壇を整備してきました。
引き渡し式終了後は、
メンバーで花壇の草刈り、公園
内のゴミ拾いを行い暑い中汗を流しました。

Close Up Activity クローズアップアクティビティ
4R・1Z

更埴LC

2019年1月19日

信州ブレイブウォリアーズと
献血推進活動

信州ブレイブウォリアーズのホームゲーム開催日に献血をしてくださっ
た方にブレイブウォリアーズのグッズを差し上げるという特典付きの献血
推進事業を初めて行いました。
ゲームは午後2時からですが、
ホームアリーナでは午前からイベントな
どがあり、
10時頃より大勢のファンが集まり、
特典もあることから献血に足
を止めて下さる方が途切れることなくいらっしゃいました。
時間制限や献血車のキャパにより受付は40名程となりましたが手応
えを感じられた献血推進活動となりました。

4R・1Z

上田城南LC

2019年4月13日

4R・1Z

更埴LC

2019年2月20日

新湊LCとの合同例会
【あんずの森手入れ作業】

およそ35年前に植樹したあんずの木100本の手入れに富山県射水
市の足洗潟公園に行って参りました。
姉妹クラブの新湊LCのメンバーと共同の環境保全活動です。
去年に引き続き2年目の今年は仕上げの作業です。
小雨の降る悪天候でしたが、大勢のメンバーのご協力のお蔭で2時
間ほどで作業終了、
その後は近くのサクラマスの養殖場の見学をさせ
て頂き充実した一日となりました。

4R・1Z

上田城南LC

2018年11月3・4日

4R・1Z

東御LC

2019年1月20日

市内スポーツ少年団へ
新公認軟式野球ボールを贈呈

東御ライオンズクラブ結成４５周年記念事業の一環と
して、軟式野球の公認球が規格変更したことから、夢を
持って新しいボールを使って練習に励んでもらおうと、
市
内の５団体へ新公認球を贈りました。
贈呈式当日は、少年野球５団体の約１００人が参加し
「今までのボールより硬くなった。練習して慣れていきた
い。
いただいたボールはなくさず使いたい。」
「いただい
たボールを大事に使いたい。
この中から甲子園に出られ
るように頑張りたい。」
とのお礼の言葉をいただきました。

4R・1Z

坂城LC

2019年5月12日

第18回千曲川河川敷清掃

フードドライブ・献眼登録活動

第17回子どもフェスティバル

今年で第18回となった千曲川河川敷清掃です。
いつも参加していた
だいている市役所環境課の方、少年野球チーム、近隣の老人クラブの
皆さま、
クラブ会員、
総勢２２０名の参加でした。
近年ゴミは減少傾向にありますが、今年は不法投棄のゴミが多かっ
たように思います。
子どもたちからも河川の環境について心配の声を聞きました。毎年継
続していくことに意義がある活動だと感じます。
作業終了後、上田市授産施設「上田ひもろ木園」に花壇の花植えを
行いました。

毎年開催しております『上田城紅葉まつり』 会場にてフードドライブ・
献眼登録活動を実施しました。多くの登録とたくさんの食品をありがとう
ございました。
献眼登録には、
上田市議会議員、
上田商工会、
報道関連の皆様にも
登録をして頂きました。
『 感謝です。』献眼登録者数は４５名でした。
なお、
フードドライブにてご寄付を賜りました食品は、上田市ふれあい
センター一階、
「まいさぽ上田」へお届けしました。

「子どもフェスティバルinびんぐし」が坂城ライオンズクラブと坂城町役
場の共催で今年も行われました。
地域の小・中学校の実行委員の子どもたちが主体となり、
企画・参加・
運営などの部門を学校、保護者、各種団体の皆様のご協力により、模
擬店・ステージ発表・体験教室などが行われました。
小刀作りや勾玉づくりの体験は特に人気があり、地元のお菓子屋さ
んの模擬店も子ども達がお手伝いをしました。

4R・1Z

戸倉上山田LC

ふれあい年賀状

2018年12月19日

毎年恒例の地域内にある4つの小学校の児童の皆さんに書いてい
ただいた年賀状を、
同じく地域内にある４ケ所の高齢者福祉施設に入
居されている方にお届けする活動です。
千曲市立戸倉小学校では「ふれ合い年賀状投函式」
を行いました。
今年度も児童たちが丹精込めて書き上げたかわいい年賀状を届け
ることができました。

4R・2Z

佐久LC

2019年2月23日

4R・2Z

小諸LC

2019年4月11日

佐久レオクラブチャーターナイト

第10回芦原中学校信州あいさつ運動

2月23日
（土）佐久グランドホテルにて、
佐久レオクラブチャーターナイト
を開催いたしました。
佐久レオクラブのメンバーが中心となり、企画・計画を進め、
当日は大
勢の皆様にご参加頂き、
盛会に行われました。
初代佐久レオクラブ会長Leo.木島孝明は「友情・協調・進歩する奉
仕」
をスローガンに掲げ「今は2校（地球環境高等学校、
佐久長聖高等
学校）
の生徒が中心だが、今後佐久市内の高校生に呼び掛けて会員
を増やしたい」
と話していました。
佐久LC会長L.菊池春美は「ひとつひとつの経験が皆さんの身にな
る。色々なことを経験して、
体や心に蓄えて欲しい」
と呼びかけました。

小諸LC会員10名と小諸市小泉俊博市長をはじめ
とする今年度入庁された新小諸市職員2１名で、小
諸市芦原中学校にてあいさつ運動を実施しまし
た。
登校する生徒の皆様と、大きな声で気持ちの良
いあいさつが出来ました。
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Close Up Activity クローズアップアクティビティ
4R・2Z

軽井沢LC

2019年1月5日

軽井沢町成人式会場に於いて
献眼登録受付

軽井沢町成人式会場に於いて献眼登録受付を実
施しました。
新成人に二十歳の記念に献眼登録をお願いしま
すと呼びかけ登録をお願いしました。
１６名の登録がありました。

2R・3Z

長野日大学園レオクラブ

逆谷地湿原

枝打ち

2018年11月3日

4R・2Z

望月LC

クリーンボランティア

2018年11月11日

桜ヶ丘ふれあいセンター前での会長あいさつ等の後、
9時から望月小学生、
望月中学生、
保護者30名程と、
メン
バー6名が望月小学校前から3グループに分かれて歩
道、
路肩付近のゴミ拾いを行いました。
子供達は小さなゴミでも素早く見つけて拾っていて、
おかげで通学路がとてもきれいになりました。
暖かく快晴の天気、
とてもすがすがしい気持ちになり
ました。

2R・3Z

長野日大学園レオクラブ

2019年2月21日

東和田地区清掃奉仕活動

8時20分に学校に集合し、
スポンサークラブの方の送
久しぶりの活動となった。
はじめて、
アクティビティベス
迎で現地へ。長野市の職員の方から枝打ちの目的やや
り方のレクチャーを受け、
枝打ちを開始。
ヘルメットと鋸を トを着ての活動。
活動中、背中のロゴを見る方もおり、
あらためてレオク
一人ずつ手に持ち、
将来の善光寺で使われる予定のヒ
ラブの一員になった思いがした。
ノキやヒバの木の枝打ちに熱心に取り組んだ。
大きな袋いっぱいに集め、東和田地区の公民館に
普段、
スポンサークラブの方と話す機会が少ないが、
持っていった。
一緒になって汗を流した。晴天の中、
お昼も一緒にいた
考査後の寒い中ではあったが充実した活動となった。
だき、
楽しく充実した時間を過ごした。

4R・1Z

丸子レオクラブ

老人ホーム慰問

2019年5月19日

毎年、
５月には老人ホーム慰問をしています。
レオはコカリナの練習を
事務局でした後に出掛けます。今年は手作りのお菓子を準備し、花鉢
を持参しました。
お茶の時間には手作りのお菓子を美味しいと喜んで食
べてくれました。
コカリナ演奏を披露し、歌や軽い体操を一緒にしまし
た。短い時間でしたが、
笑顔になって元気に暮らしていただけるお手伝
いができたとしたら嬉しいです。
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4R・2Z

佐久レオクラブ

チャーターナイト

2019年2月23日

・式 典 15：30〜16：30
・祝賀会 16：45〜18：30
ご来賓の方々、
ブラザーレオクラブ、
スポンサークラブ
の皆様にご臨席賜り、
式典が行われた。
認証状がレオクラブ会長木島leoに伝達され、
記念事
業の発表も行い、佐久レオクラブの一歩を踏み出すこと
ができた。

1R・1Z

茅野レオクラブ

レオ太鼓初打ち奉納

2019年1月1日

諏訪大社上社

諏訪大社上社においてレオクラブ初打ち奉納太
鼓。
寒い中、太鼓を打たせていただきました。
今年が良い一年になりますように。

4R・1Z

丸子レオクラブ

スキー体験研修会

2019年2月16・17日

スキー体験研修会として、
１泊２日の計画になりました。
経験者はスキースクールに入りレベルアップを、未経験者はスキー上
手なライオンと父親ライオンと一緒に手ほどきを受けました。
翌朝はスキー場駐車場のゴミ拾いをし、
スキー場責任者の方よりお
礼の言葉を頂きました。参加したレオは疲れを見せず、
それぞれが上達
したように思います。
研修会として「積極的に活動する」
「レオの仲間と仲良くする」
「集団
行動を自覚し約束を守る」
ということを学びました。
ご協力をいただいた
ライオンには感謝いたします。
ありがとうございました。

4R・2Z

佐久レオクラブ

バリアフリーボウリング

2019年3月24日

障害者の方と一緒にボウリングをしました。障害者の方と一緒に楽し
くボウリングを楽しむことができ、
障害者の方との接し方や、
気を付けるこ
となど、
様々なことを学ぶことができました。

ライオンズクラブ国際協会334-E地区

次世代交流会報告

2019年2月2日㈯
時／2019年2月16日㈯
時／

会場／長野市・
メトロポリタン長野

会場／松本市・ホテルブエナビスタ

地区 GMT・GLT・GST委員長

L.村澤

英彦

去る2月2日
（土）長野市メトロポリタン長野、2月16日
（土）松本市ホテルブエナビスタで次世代交流会が行われ
ました。長野会場は63名、松本会場は55名の参加登録
がありました。両会場ともにライオンズクラブの5年後、
10年後を担う幹部候補生ともいうべき次世代の皆さん
を中心に県内各地から参加されました。
元地区ガバナー、地区コーディネーターL.武田善彦、L.
増田悌造、L.石田貞夫、L.山浦悦子諸氏のライオンズクラ
ブに対しての熱い思いを語っていただき、聞く側の次世代
の皆さんは、圧倒されたような感動があったことと思いま
す。
そして場面は変わり、各テーブル毎の名刺交換から始
まる交流会で、やがては会場全体が熱い雰囲気に包まれ

ていました。
各クラブの枠を超えて参加者全員との充実した交流会
ができ、最後に「また逢う日まで」を大合唱して、ライオン
ズ・ローアとなりました。
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FWT女性シンポジウム開催報告
2019年2月16日㈯

時／

会場／松本市・ホテルブエナビスタ

地区FWT委員長 L.古田順子

子どもたちに寄り添うin信州
■２月１６日（ 土 ）松 本 市 のブエナビスタにて

出 席 者

F W T 女 性 シン ポジウム が 開 催 さ れ た 。
「 子どもたちに寄り添うi n 信 州 」というテー

一柳

マで現在問題視されている子どもの貧困、虐

和田

待について各分野の先生方から子どもに関
わっている現場の状況をお話頂いた。
基調講演・パネラー

『児童養護施設の現場から』
松本児童園副園長

一柳明美様

児童園は社会的に要保護を必要とする場所
保護者のいない児童
虐待児童の保護・・・心理的虐待（DV又はことば
の脅し）身体的虐待、性的虐待
保護者に看護される事が適当でない児童
子どもは虐待を受け、自尊心を傷つけられ親子関
係は希薄となり、対人関係もうまくいかず欲求不
満から攻撃的になり、暴言暴力がでる。自己肯定
感が低いため自立もしにくい。
（あなたは悪くない
んだよと言いきかせる）自立に向けて子どもと共
に生活している。
子どもたちが笑顔で過ごせる環境が望ましい。
家庭で健やかに養育することの大切さ。
里親支援・・・養育する大人が変わらないところが
大切。

中島

明美氏 松本児童園副園長（講演・パネラー）
浩氏 飯田市健和会病院長（講演・パネラー）
恵理氏 長野県副知事（パネラー）

有吉美知子氏 長野県弁護士法人すそ花法律事務所（パネラー）

基調講演・パネラー

『小児医療現場の子どもの貧困』
飯田市健和会病院長

2018-2019 LION SHINANO

浩様

日本の子どもの貧困は先進１６カ国でも低い。特に一
人親社会は過酷。日本の母子家庭はセーフティネット
が機能していない。生活保護世帯は長野県は１１．
１％
とレベル以下の状態。親はかなり頑張っているのだ
が、全国４６位で１０人に１人は救済されていない。
子どもの貧困で低所得者層・
・
・０歳〜不健康状態＝喘
息、肥満。低身長。
１０歳〜格差が広がり子どもの学力
に影響（収入の多い家庭ほど学力が良い。勉強時間も
長い）
貧困は虐待化の原因となる。豊かならこのような状況
にはならない。母子家庭では喘息の治療が必要でも継
続治療ができない。貧困を抱えた親は助けて！と云えな
い。
困っている事を誰に相談したら良いか分からない。
目の前にいる人をどうやって助けていけるか？
病院では相談にのり、食事提供をしたり、衣料品、米
の配給等している。
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和田

FWT女性シンポジウム開催報告
長野県副知事
パネラー

長野県弁護士法人すそ花法律事務所

中島恵理氏

パネラー

有吉美知子氏

重点的支援として

子どもの問題に弁護士として関わり

「信州子どもカフェ」・・・３年になる。

①少年事件から刑事事件で身柄拘束された場合

一人親家庭の子どもは親と一緒にいたいけれどいら

②性虐待を受けた場合

れない現況。そんな時地域の大人と子どもとのあた

③家族の問題（離婚、親権）未青年後見者

たかな繋がりの中で食事提供を核として学習支援

→常に寄り添って同行、サポートをする。

や悩みの相談等、子どもの成長を支え、子ども達に

１）刑期が終わって帰る所がない場合は少年院しか

困難を乗り越えて自立する力を付けてもらうため。

ないのだが、東京の自立援助ホームに入って自立

家庭機能を補完する複数の機能を持つ、子どもの居

し、現在は事業を起こし３人の父親になっている

場所作り（プラットフォーム）が必要となる。推進に

成功例。

伴い、居場所は常に継続して開設し、回数の多頻度

２）虐待から子どもを守るために少年事件にならな

化も望まれる。それぞれの人が自分の持っている経

いように女の子専用の自立援助ホーム運営。

験やノウハウを生かし、行政と企業で子どもを見守

３）児童が２０歳になるまで
生き生きと生きていける環境が必要

る方法論を考え、連携と支援が大切だ。

昭和の時代のお節介なおばさんのように関心を

子どもや親を見守る社会
社会全体から子どもと親にそれぞれの立場から応援

もって、自分のできる事、簡単な事から行動に

する。

移す。

以上、今回は４名の先生方の内容が濃く、充実して
いましたが、纏める私の力不足で紙面量が膨らんで
しまった事、お許し下さい。FWT委員として、地域社
会の一員として、ライオンズクラブの一員として、女
性ライオンとして大きな学びの糧となりました

.

地区ＦＷＴコーディネーター Ｌ 山浦悦子

地区ガバナー Ｌ 菅.沼哲夫

地区ＦＷＴ委員長 Ｌ 古.田順子
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我がクラブの
を訪ねて！
4R・1Z

戸倉上山田LC

L.小出由香里

〜伝統ある夏祭りを次世代へ〜
毎年7月
「海の日」直前の土曜・日曜の2日間、千曲市最大のイベント戸
倉上山田温泉夏祭りが開催される。
1年の眠りから目覚め、
目覚めきれずに芸妓さんとお囃子を乗せた山車

4R・2Z

小諸LC

Ｌ.市川富士夫

〜大浅間火煙太鼓の音を広めたい〜
大小の和太鼓から響く音が一つになる。何人もの叩きてから繰り出さ

れる音がほんの少しでもずれると違和感がある。L.市川富士夫、和太鼓
を叩き続けて19年。音のずれはすぐに分かる。

を引きながら暴れ狂う勇獅子（いさみじし）が温泉街を練り歩き、2日間の

毎週火曜日と木曜日、
小諸市「とらさん会館」の地下での練習風景。
メ

フィナーレとして200名を超える冠着（かむりき）太鼓の演奏、
若連神輿、
勇

ンバーは汗を散らしながら＜ばち＞を振る。その中には女性の姿も見え

獅子がコラボレートし夏の夜空を彩る煙火大会で幕を閉じる。
まさに日本

る。20代から60代まで年齢層も幅広いメンバーが同じリズムで音を共有し

の夏ならではの祭りである。昨年はライオンズクラブの交換留学生も一緒

ていく。
【 大浅間火煙太鼓】
その名に相応しい浅間山から天高く立ち上

に神輿を担ぎ、
日本の暑い夏の思い出を胸に帰国した。
この祭りを幼い

る火煙の躍動感そのものである。

頃から全身で感じ「いつかは私も・
・」
とあこがれ続けた少女は、
二十歳の

L.市川富士夫が【大浅間火煙太鼓】
の一員として和太鼓を演奏し続

頃から神輿を担ぎ今では、
この祭りを取り仕切るメンバーの一人となった。

けているのには、
理由がある。
「自分達の演奏を聴いたお客様が喜んでく

L.小出由香里である。彼女は来年、
若連総務の若連委員長としてこの夏

れるのは勿論のこと太鼓の演奏が楽しくて仕方ない」そして「一緒に活

祭りのすべてを取り仕切る。

動を続けているメンバー1人1人が本当に魅力的だから」そう語るL.市川

荒れ狂う千曲川の治水を祈願し水天宮を祀ったことに由来する夏祭り
の歴史は古い。諸先輩方が大切に守って来た伝統は守り続けなければ

富士夫の笑顔こそがまさに魅力的で輝いている。
彼の活動は自分達の演奏だけにとどまらず青少年育成活動にも力を

ならない。
しかし、
この町も他の県内の町と変わらぬ悩みを持つ。L.小出と

入れている。市内の小学校高学年20名程で構成された子供クラブの指

同じ様に幼い頃から夏祭りに触れて来た若者達が、
生まれ育った地を離

導も行っている。子供達の指導をするうえで心がけている事。
それは「子

れて行く。一度、離れてしまうと少しずつ夏祭りから遠ざかっていく。生活

供達の望む音を大切にし、
大人の気持ちを無理強いしない事」子供達に

の拠点が移ってしまう事は仕方ない・
・でも、
夏祭りには戻って来て欲しい。

も楽しく演奏をしてもらい長く続けてもらう。
これこそが伝統の継承に繋

その為には伝統を守るだけではなく地元の若者達が関わりたくなる祭りを

がっていくと考えている。指導する子供クラブとは年に1度開催している自

作らなければ。執行部で語り合われる思いも皆同じだ。
「伝統を守りなが

主公演で共に演奏する。既存の曲から始めた公演も今ではオリジナル曲

ら変えるべきところは変える」その熱い思いのぶつかり合いで口論となる

も増え
【大浅間火煙太鼓】
ならではの音色を響かせている。彼らの活躍

事もある。
そうして作り上げられる戸倉上山田温泉夏祭りの火を消しては

の場は自主公演だけではない。小諸市内の祭りを始めとし浅間山開きな

いけない。
まだ来年の事とは言え、L.小出由香里が若連委員長となるプ

どのイベントと年間10回以上のイベントに出演している。
それでもまだ
【大

レッシャーは重大だ。彼女の熱い夏は既に始まっている。

浅間火煙太鼓】
をもっと多くの方に知って頂きたいと
「皆様からの出演依
頼をお待ちしております！」
と、
最後に最高の笑顔を見せてくれた。
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このコーナーは、個性豊かなライオンの中より、
厳選の達人にスポットを当て、
賞賛をお贈りするコーナーです。

1R・1Z

諏訪湖LC

L.佐久秀幸

第３０回諏訪湖マラソンを終えて
〜新元号とともに、更なる高嶺に挑む！〜
諏訪湖マラソン大会は、平成元年に第１回大会を開催し、昨年、30
回目の節目を迎えた。まさに〝平成〟とともに時代を駆け抜けたこと
になる。
大会では「きれいな諏訪湖を取り戻そう」をスローガンに掲げてき
た。かつて「濁ったエメラルド」と揶揄された水質は、行政と地域住
民の協力によって次第に改善され、３０年の間に透明度も格段に高

死に請願を重ねて、ようやく長野県、諏訪６市町村、長野日報社で構

まった。全国のランナーを迎える諏訪湖マラソンでも積極的に水質

成する「諏訪圏健康推進協議会」に許可が下りたのだという。

浄化をＰＲし、大会を支える約１０００人の市民ボランティアが湖周の

第１回大会は、平成元年９月に湖周１６㌔で開催。第５回から未公

ごみ拾いや美化を推進。諏訪湖ＬＣでもボランティア参加を提唱し、

認のハーフコース、第２５回大会からは日本陸連公認のハーフコース

岡谷・下諏訪・茅野の各ＬＣが、コースの各給水所で、選手を癒す

となった。現在では、申し込み初日に８０００人のランナーが殺到。そ

「命の水」を手渡して意識を高めてきた。こうした努力が地域への好

の人気を反映し、
「ふるさと納税」の返礼品として、ランナー数十人分

印象へとつながり、さらに幅広い活動の源泉となっている。

の出場枠を確保する自治体もあるほどだ。昨年は「全国マラソン100

この諏訪湖マラソンの発案者であり、大会長を務めているのが、諏
訪湖ＬＣに所属する佐久秀幸ライオン（長野日報社社長）である。

選」にも選ばれた。
３１回目となる２０１９年は新時代へ第一歩、
「改元」の節目とも重

人気の市民マラソンへと成長した諏訪湖マラソンだが、第１回を開

なる新ステージだ。市民の健康増進や諏訪湖浄化に加えて、観光や

催するまでには様々な紆余曲折があったと聞いている。道路使用許

地域をも盛り上げる「古里の一大イベント」へと成長させるべく、ス

可を出すのは所轄の警察署だが、一私企業には目的のいかんを問わ

タッフ一同、準備に余念がないという。

ず許可は下りない。警察署も日本陸連も、大きな大会は許可しないと

左手に湖、右手には色づき始めた山々の紅葉。風光明媚でフラット

いう大方針があり、湖周の行政や、新聞社、テレビ局などが申請して

な湖周コースには、今年も国内外から大勢のランナーが集結すること

も、頑なに許可は下りなかったという。厳しい状況の中で、ＬＣや諏

だろう。
「大会をさらなる高みへ」と挑み続ける心意気を、長年運営に

訪圏青年会議所、走友会など様々な仲間の理解と協力を得ながら必

力を添えてきた私たちも共に受け止め、未来に向かって諏訪の地を盛
り上げたいと思う。今年の開催
日は１０月２７日（日）、６月１日
から受付を開始する。
ここで少し、佐久Ｌを紹介す
る。１９９０年入会、ライオン歴
は来年で３０年を迎える。６８
歳。地域新聞「長野日報社」の
社長で、販 売 会社・広告代 理
店・旅行会社を傘下に持つ。諏
訪観光協会会長、諏訪市体育
連盟会長などを務める傍ら、三
味線で端唄や小唄を唄い、真っ
白なうちわに似顔絵を描くなど
芸術的趣味人の一面も。うちわ
絵は、昨年の「諏訪を描く展」
で特別賞を受賞している。
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我がクラブの

このコーナーは、個性豊かなライオンの中より、
厳選の達人にスポットを当て、
賞賛をお贈りするコーナーです。

を訪ねて！
1R・1Z

茅野LC

L.小川哲男

日本の伝統文化「邦楽」を伝える
芸は人生の味方となる。日本伝統の
邦楽を伝えていきたい。

1R・2Z

駒ヶ根LC

Ｌ.宮下

27才の時から献血を始めました
「自分の血が人のために
なるのなら…」

私は92才を迎えている。20才時代から今

日まで一途に長唄、小唄、三味線の名取とし
て、ある時は国立劇場又銀座マリオンでの演
奏会で出演してきた。中でも全国の花街の芸

厚

400㎖の献血を109回

者衆とは唄い会った仲である。
やがてこの頃、茅野市民館との付き合い多く、歌舞伎の松本幸四

私が、駒ヶ根ライオンズクラブに入会したのは、平成６年１２月、
はや２５

郎さんと一緒に「茅野かぶかん踊り」をやり子供達に歌、踊り、三味

年目を迎えています。
ライオンズのアクティビティでも、
献血奉仕はあります

線を教え約5〜60人で発表し名物となった。これが私の芸能生活の

が、
私が初めて献血をしたのは、
２７歳のとき早起き野球に献血車が来た

最終の華であった。今も博物館、酒屋等より広く三味線、唄で社会と

ときでした。その時は深くも考えず、
「自分の血が人のためになるのなら

の交流をしている。

…」
と思い、献血をしました。駒ヶ根ライオンズクラブでは、年間に４５回の

私の人生訓

献血奉仕があり、
それも回数を増やす助けになったかもしれません。

芸はつきせぬものである。この点企業経営と同じである。

・強い心（生きること）優しい心（幸）で生きる。

回〜４回は献血してきたことになります。量にして43.6Lの血を抜かれてき

・いつまでもしゃれっ気と色気を忘れない。事業上ではやはり人との

ました。皆様に、
「なぜそんなに続けて来たのですか？」
とよく聞かれます。

付き合い。男が男に惚れられる男になりたい。そうすれば社会との付

確かに献血した血は人を助けるから、
その気持ちはありましたが、
年齢を

き合い、商売は成功する。会議所会頭。今も40年続いている茅野ど

経るに従い、
「健康のため」
となって

んばん祭を作った。ライオンズ生活も、チャーター時代よりでもう60年

きました。要するに、血液の検査を

となる。異業種交流で色々勉強となった。又奉仕の精神で企業経営

同時に行ってくれるので、
健康状態

に役立っている。

がわかるのです。おかげで、今も元

私の心情

気で、
毎日を送っています。

を通じより多くの友達と付き合い、年を取ったら皆さんと一緒に華を

あと２年になりました。
なんか寂しい

咲かせる。今我が人生（92才）振り返ってみて公私共に多くのことをよ

気持ちもありますが、
これからは、多

くやって来たなと自分をホメている。

くの方に献血をして頂けるよう声掛

趣味は二つ持て。私の家中の趣味は三味線、外はゴルフ。この二つ
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現在６７歳、
その初めてのときから３０年が経ちました。
その間に年間３

献血が出来る年齢は６９歳まで。

中でも75才の時、叙勲旭日小綬賞を受け、こんな遊び人に頂けない

けをしながら、今まで以上に自分の

と反省も多いが一個人として又ライオンズメンバーとして名誉に思

健康を考えてまいりたいと思ってお

う。

ります。
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ライオンズクラブ国 際 協 会 3 3 4 - E 地 区

第65回年次大会
期日

2019年5月12日㈰

会場 飯田文化会館／人形劇場
司会

地区キャビネット幹事 L.池田幸弘
アシスタント L.中島しず枝

オープニングアトラクション
飯田女子高等学校 邦楽クラブ 箏の演奏

地区ガバナー L.菅沼哲夫
令夫人 L.はる の登場

開会宣言
大会会長

第65回 地区年次大会日程
【代議員会】飯田人形劇場
登録受付 ……………………………………… 9：00〜9：40
次期地区ガバナー、次期第1・第2副地区ガバナー
選挙投票 ……………………………………… 9：00〜9：45
国際理事立候補者選出についての承認
資格審査・議事運営・指名選挙・
決議委員会合同会議 …………………… 10：00〜10：30
代議員総会【第1部】 …………………… 10：40〜11：10
…………………… 11：25〜12：30
代議員会【分科会】
代議員総会【第2部】 …………………… 12：40〜13：10
代議員・役員昼食 ………………………… 13：10〜13：40

【大会式典】飯田文化会館大ホール

登録受付 ………………………………… 12：00〜13：00
オープニングアトラクション
飯田女子高等学校 箏演奏 …………… 13：30〜13：55
大会式典 ………………………………… 14：00〜16：20

【ガバナー晩餐会】
シルクプラザ
晩餐会

…………………………………… 17：10〜18：40

地区ガバナー

L.菅沼哲夫

大会委員長御礼の挨拶
第65回地区年次大会委員長

L.古田仁志

ライオンズクラブ国際協会３３４−Ｅ地
区第６５回地区年次大会のご案内を申し
上げましたところ、公務ご多忙の中多くの
ご来賓のご臨席を賜わりまして本大会に
花を添えて下さいましたことに厚く御礼申
し上げます。
県下５０クラブの地区役員・メンバー・家
族会員の皆様のご出席を併せますと
〝１０４１名〟のご参加を頂き、
本大会が盛大かつ厳粛のうちに開催できましたことに感謝を申し
上げ厚くお礼申し上げます。
年に１度の、
この大会は、会員相互の親交を深めライオンニズム
の高揚を計る場でもあります。
１本の〝ローソク〟の小さな明かりが
集まることにより、影と闇を無くすことが出来ると云う
〝ライオンズ
の光〟の中にも歌われております。会員相互の力の結集の大切さ
を感じます。
最後に
〝第６５回年次大会〟のために昼夜を問わず御尽力いただ
きましたキャビネット事務局、
１Ｒ１０クラブのスタッフ各位に改め
て厚くお礼を申し上げ大会が実り多きものであったことを確信し、
お礼の挨拶とします。
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【代議員会】飯田人形劇場

【大会式典】飯田文化会館大ホール
12：00〜13：00
登録受付
13：30〜13：55
オープニングアトラクション
飯田女子高等学校 箏演奏
14：00〜16：20
大会式典
①開会宣言・ゴング
②国旗並びにライオン旗に敬礼
③国歌君が代並びにライオンズクラブの歌斉唱
④物故ライオン・献眼者に黙祷
⑤来賓・地区役員紹介
⑥参加クラブ紹介
⑦大会委員長歓迎あいさつ
⑧地区ガバナーあいさつ・年次報告
⑨年次大会決議報告
⑩来賓祝辞 県知事、飯田市長

代議員総会

登録受付

選挙投票

代議員会【分科会】

11：25〜12：30

第1分科会

会則及び付則、政策、経理
アラート、長野県連携協定推進

飯田文化会館
第2展示室1F

第2分科会

FWT・GLT・GMT・GST

飯田文化会館
第4会議室2F

第3分科会

会報・PR・IT・ライオンズ情報
アクティビティスローガン

飯田文化会館
第3展示室1F

第4分科会

国際関係・LCIF、
レオ・青少年・
ライオンズクエスト・薬物乱用防止、YCE

飯田文化会館
第3会議室2F

第5分科会

四献・視聴覚障害者福祉・
糖尿病教育、環境保全

飯田文化会館
第2展示室1F

第1分科会

第2分科会

第3分科会

第4分科会

第5分科会

⑪記念事業の発表
☆車椅子の贈呈（長野県連携協定推進事業）
☆長野県知事謝辞
☆青少年海外派遣コンテスト結果発表と入選者表彰
☆青少年海外派遣代表者あいさつ
☆平和ポスターコンテスト最優秀賞者表彰
⑫祝電披露
⑬2017-2018海外派遣生体験発表
⑭アイバンク感謝状贈呈
⑮国際アワード伝達
⑯年次表彰
⑰地区ガバナーエレクト紹介
◯ガバナーズ・キーの引継ぎ
◯記念品贈呈
◯花束贈呈
⑱地区ガバナーエレクトあいさつ
⑲次期地区キャビネット構成員予定者紹介
⑳次期地区大会ホストクラブ代表あいさつ
㉑ライオンズ・ローア
㉒閉会宣言・ゴング

国歌・ライオンズクラブの歌

斉唱

飯田女子高等学校吹奏楽クラブの皆様
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記念事業の発表

地区ガバナーエレクト誕生

◆長野県に車いす贈呈
ライオンズクラブ334-E地区は、行政の長野県との連携
協定に基づき、今年度、
「車椅子40台」を贈呈いたしました。

地区ガバナーエレクト L.仁科良三
令夫人 L.艶子

ガバナーズ・キーの引継ぎ

◆青少年海外派遣事業
地区YCE委員会では本年も地区年次大会事業として、青
少年海外派遣事業を行います。
派遣コンテストを実施した結果、下記の皆さんが決定いた
しました。

■18〜19年度夏期派遣
1R

赤羽萌々子さん

2R

中村咲喜花さん

3R

富永ゆず希さん

4R

藤森彩季さん

スポンサークラブ／飯田LC
派遣国／ニュージーランド
スポンサークラブ／須坂LC
派遣国／フィンランド
スポンサークラブ／安曇LC
派遣国／オーストラリア
スポンサークラブ／上田LC
派遣国／スイス

■クラブ周年記念事業
2R

北村栄樹さん

334-E地区

次期ガバナースローガン

培った絆で
「情熱 思いやり 努力」
奉仕するセカンドセンチュリー
〜多様性を受け入れた「サーバントリーダーシップ」の推進〜

地区ガバナーエレクトあいさつ

スポンサークラブ／長野みすずLC
派遣国／フィンランド

◆第31回平和ポスターコンテスト
本年度も「平和ポスター」作成応募を長野県内の小・中学
校に依頼しまして、昨年度より多い22作品の応募がありまし
た。この中より最優秀賞1点、優秀賞4点を選びました。

【最優秀賞】

信州大学教育学部
附属長野中学校

横川やまめさん

次期地区キャビネット構成員予定者紹介

◆長野県みらい基金にチャリティゴルフ大会収益金贈呈

¥150,000

去る4月24日に開催されま
したチャリティゴルフ大会の収
益金15万円を、長野県みらい
基金を通じて青少年の育成支
援に使って頂くよう、目録を県
民文化部長増田隆志様に贈呈。
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【ガバナー晩餐会】
シルクプラザ
司会

L.樋口照晃
L.折山比亭呼

ゴルフ大会運営委員長

L.今村栄志

.池田佑二
大会副事務局長 L
開宴のごあいさつ

①開会のあいさつ
②地区ガバナー挨拶
③チャリティゴルフ大会表彰
④ウィ・サーブ
⑤アトラクション
⑥ライオンズ・ローア
⑦閉会のあいさつ

クラブ対抗チャリティゴルフ大会表彰式

ウィサーブのご発声
.仁科良三
地区ガバナーエレクト L

.吉澤文男
キャビネット副幹事 L
閉宴のごあいさつ

菅沼地区ガバナーごあいさつ

菅沼地区ガバナーに記念のパター贈呈

ライオンズ ローア 次期第一副地区ガバナー

第65回地区年次大会
開催日／2019年4月24日㈬

ゴルフ大会運営委員長
L.今村 栄志（飯田LC）

334-E地区クラブ対抗チャリティゴルフ大会

開催場所／松本浅間カントリークラブ・長野東急カントリークラブ

参加御礼挨拶
今回は、2会場にての同時開催となりました。昨年同様、多少
の雨には降られましたが、満開の桜の下、参加クラブ数33クラ
ブ、参加人数259名、
チャリティー総額￥120,800円と、大勢の
皆様方にご参加、そしてご協力を頂き、盛大に開催致す事が出来
ました。また晩餐会での結果発表を時間短縮の為、事前に各クラ
ブに結果報告を致し、表彰のみと致しましたが、表彰式も盛大に
盛り上がり、無事終了致す事が出来ました。
関係者の皆様、参加者の皆様方に心より感謝と御礼を申し上
げまして、
ご報告と致します。

第65回複合地区年次大会参加報告
地区キャビネット幹事／L.池田幸弘
5月26日オーバード・ホール、
オ−クスカナルパークホテル富山で、第65回地
区年次大会が盛大に開催されました。残雪が残る立山連峰の山並みが美しく
見える富山市に於いて、1919名の登録、E地区210名の登録の下盛大に開
催されました。今回は新しい取り組みとして、前夜祭が行われ日頃顔を合わせ
る機会が少ない会員が一堂に会し、旧交を温めると同時に新たな出会いがあり
新しい友情が芽生えるべく名刺交換会が160名参加の中行われました。
代議員1439名で国際理事候補者の投票が行われ、L.蔵大介が当選し
2020〜2022年度の国際理事候補者として推薦された。又、4項目の議案も
議案通り決議されました。大会では富山県知事石井隆一氏が出席予定でした
が、大相撲夏場所で富山市出身の朝乃山が優勝し、富山県勢では103年ぶり
の快挙で地元では号外も配られ大騒ぎ、知事も急遽東京へとハプニング。L.山
田實紘元国際会長の講演会があり貫禄たっぷり、世界規模でのライオンズの
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L.中村 通

団

体

個

人

レ デ ィ ー ス
グランドシニア
ス ク ラ ッ チ

優勝
長野みすずLC
準優勝 松本アルプスLC
第三位
上田城南LC
優勝
竹内 忠彦 高瀬LC
準優勝
峯村 文博 東御LC
第三位
原
広典 伊那LC
優勝
冨重 和美 下諏訪LC
準優勝
喜多 淳子 上田城南LC
第三位
青木久美子 佐久LC
優勝
竹内 忠彦 高瀬LC
準優勝
峯村 文博 東御LC
第三位
堀江 章雄 丸子LC
一般男子
藤井 仁志 上田城南LC
レディース 冨重 和美 下諏訪LC

あり方について講演がありました。
次年度の各地区Ａ〜Ｅ地区までのキャビネット3役の紹介があり、次期年次大
会はＡ地区が担当2020年5月17日(日)名古屋市ホテルナゴヤキャッスルと
発表があり幕を閉じました。その後の晩餐会も400名の参加で盛大に行われ
ました。

地区ガバナー

退任の挨拶
お陰様で第65回地区年次大会を五月晴れの下で無事
終えることが出来ました。昨年の7月にキャビネットをお
預かりしてからいろいろなことがありましたが、
ここまで
来ることが出来てほっとしております。3年前の武田ガバ
ナーの時に発生した、LCIF交付金の返還問題に取り組ま
ざるを得ない状況に追い込まれて、元ガバナーの皆様に
はいろいろな思いがあったと思いますが、お金の使い方
についてはそれぞれの年度で責任を取っていただく形
で、返還を昨年10月15日までにして戴ました。元ガバ
ナーの皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
５月１４日にLCIF国際会長Lナレッシュアガワルよりモラト
リアル処分の全面解除の通達が届き安堵いたしました。

地区ガバナー
地区LCIFコーディネーター

11月1日キャビネットの事務所を塩尻から松本の鎌田
へ移転することが出来ました。キャビネット幹事の池田幸
弘Lが主体的にやってくれました。広くて明るく50人規模

の会議が出来る機能的な事務所です。是非お立ち寄りく
ださい。
３R2Zの高瀬LCがホストで行った2回目の骨髄移植セ
ミナーはDVDでしたが27歳で骨髄ドナーになった勇気
ある体験談を話してくれた遠藤麻衣さんが印象に残りました。
5月25日26日には複合の第65回年次大会が富山でありました。今年の5月の気候は日によって
寒暖の差が激しく、
この日は真夏日を思わせる暑さで往復700キロ弱の行程は少々辛いものがあり
ましたが吉川敏一Lが大半を運転してくれて行くことが出来ました。宇波真一郎大会長の下、数々のス
ケジュールがあり３３４−E地区からは２１0名の登録がありました。New Voiceセミナーで古田順
子Lが去る２月１６日に行った女性シンポジュウム「子どもに寄り添うin信州」の報告をしてくれました
が、素晴らしい内容で聴講した皆さんが感動していました。
①虐待を受けた子どもは自尊心を傷つけられ、親子、対人関係もうまくいかず、欲求不満から攻撃的
になり暴言、暴力がでる
（負の連鎖）。施設では「あなたは悪くないんだよ」
と言い聞かせて自立に向け
て子どもと共に生活している。
②貧困が虐待の原因になる。喘息の子どもの治療継続が出来ない。貧困を抱えた親は「助けて―」
と
言えない。困っていることを誰に相談していいかわからない。
健和会病院では月に数回、
日を決めて食事を提供したり、衣料品や米の無料配給をしている。
③子どもの問題に関する弁護士として、刑を終えて次のステップの時に、同じ過ちや重い刑にならな

L.菅沼哲夫（飯田LC）

いよう、
自己肯定感を育て自立に向けてサポートする。
④子どもカフェ、信州で３年、
プラットホームの大切さ、行政や企業で子どもを見守る方法論を考え、社
会全体で子どもと親、それぞれの立場から応援していく。
目標： 子どもたちが笑顔で過ごせる環境。活き活きと生きていける環境。家庭が健やかに養育するこ
とが大切。昭和時代のお節介おばさんになって関心を持って、
自分のできる事、身近なことから行動に
移していく。
一年間、本当にお世話になりました。お一人お一人に感謝を申し上げご挨拶といたします。ありがとう
ございました。
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キャビネット幹事

退任の挨拶

地区キャビネット幹事

地区キャビネット会計

（飯田LC）

（飯田LC）

L.池田幸弘

退任の挨拶

L.小林 伸

皆さんのご協力を頂いて無事大役を務める

1年間大 変お世話になりました。行事の思

ことが出来ましてありがとうございました。こ

い出は沢山ありますが、多くの方々と知り合

の一年間色々とありました。キャビネット事務

うことができたのが、財産です。

所の移転、ＬＣＩＦ返金問題の解決。

キャビネット会計という大役を頂きながら、幹

ガバナーに恥を欠かせないようにと努力しま

事さんや事務局員さんに大 半 をお 世 話にな

したが、完璧でなかった点があり後悔してい

り、反省ばかりです。

ます。

ガバナー、幹事と共に県知事表敬訪問から始

ガバナーに付き添い10か所の公式訪問をさ
せて頂きました。行く先々での歓待、色々な

まり、10ゾーンの 公 式 訪問や周 年 記 念 など
あっという間の一年でした。

多くのＬと出会い。複合での同じ立場の幹事・

その前を振り返れば、香港、台湾のオセア

会計10人が任期が終わっても交流を続けて

ル、博多、シカゴ、ラスベガスの国際大会など

いくと約束しました。この多くの出会いは、私

この３年間は多くの方と出会い、思い出は尽

の人 生の 宝 物として大 切にしていきたいと

きません。最後の地区年次大会ではリジョン、

思っています。

ゾーン、当クラブ、の大勢の方々の力の結集に

応援して頂いた元ガバナーの皆さん、ご協力
頂いたキャビネット構成員の皆さん、又各ク
ラブメンバーの皆さん、そして事務局員の皆
様に感謝申し上げます。
最後に、会員皆さまのご健勝と次期キャビ
ネットのご活躍を心よりご祈念致します。
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キャビネット会計
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よって仕上げることができたと身にしみまし
た。感謝でいっぱいです。
名誉顧問の方、キャビネット構成員の方、ラ
イオンメンバーのご健勝を祈念し、退任の挨
拶と致します。ありがとうございました。
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内容

キャビネット活動記録

第２回臨時地区名誉顧問会議
第４回地区ＦＷＴ委員会
第３回３３４複合地区奉仕事業委員会
冬期休暇（〜2019.1.4）
第３回３３４複合地区指導力育成委員会
第４回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第４回長野県連携協定推進室会議
2リジョン新年合同例会
第２回３３４複合地区臓器提供推進委員会
第３回地区ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＧＳＴ・ＦＷＴ合同委員会
第２回３３４複合地区管理委員会および第３回３３４複合地区国際大会・国際関係委員会
第３回３３４複合地区会員増強委員会
第２回日本・フィリピン合同医療奉仕活動実行委員会
長野県との懇談会
第３回３３４複合地区ガバナー協議会・報告会
献血推進アドバイザー認定講習会
１リジョン１ゾーン 糖尿病講演会
３リジョン合同新年会
第2四半期会計監査
第1回次世代交流会
第３回地区名誉顧問会議
第４３回日本・フィリピン合同医療奉仕活動
第３回３３４複合地区会則委員会
第２回３３４複合地区国際理事推薦支援委員会
第2回次世代交流会
女性シンポジウム
第３回ゾーン・チェアパーソン会議
第３回地区ガバナー・キャビネット会議
第３回３３４複合地区家族及び女性委員会
佐久レオクラブチャーターナイト
第１回ＹＣＥ−ＯＢ会
第３回３３４複合地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
第５回３３４複合地区ＹＣＥ委員会
３３４複合地区次世代リーダー研究会
第２回地区ＬＣＩＦコーディネーター会議・第３回３３４複合地区ＬＣＩＦ委員会合同会議名古屋市
２リジョン糖尿病講演会
２０１８〜２０１９年度上半期３３４複合地区会計監査
第５回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第５回長野県連携協定推進室会議
次期ＲＣ・ＺＣ予定者セミナー
１リジョン２ゾーン 糖尿病講演会
第３回３３４複合地区臓器提供推進委員会
第3四半期会計監査
第４回３３４複合地区奉仕事業委員会
第 1回 地 区 レ オ ク ラ ブ ミ ー テ ィ ン グ
３リジョン２ゾーン 骨髄移植セミナー
第４回地区名誉顧問会議
日本ライオンズ 次世代リーダーシップ研究会（〜５日）
第１回地区レオ・青少年・ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
第４回３３４複合地区会員増強委員会
第４回３３４複合地区国際大会・国際関係委員会 / 第３回３３４複合地区管理委員会
第４回地区GMT・GLT・GST委員会・地区FWT委員会合同会議
第３回ＪＭＭ実行委員会
第４回ゾーン・チェアパーソン会議
第４回地区ガバナー・キャビネット会議
第４回３３４複合地区ガバナー協議会・報告会、ガバナー候補者予備会議
第４回３３４複合地区指導力育成委員会

場所
松本市 キャビネット事務局
長野市 志もだ
名古屋市 複合地区事務局会議室
名古屋市

複合地区事務局会議室

松本市 キャビネット事務局
長野市 ホテル国際２１
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
長野市 ホテル国際２１
名古屋市 キャッスルプラザ
松本市 キャビネット事務局
諏訪市 ラコ華乃井ホテル
松本市 深志神社梅風閣
松本市 キャビネット事務局
長野市 メトロポリタン長野
松本市 キャビネット事務局
フィリピン
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
長野市 ホテル国際２１
名古屋市 複合地区事務局会議室
佐久市 佐久グランドホテル
松本市 キャビネット事務局
名古屋市 複合地区事務局会議室
名古屋市

ホテルキャッスルプラザ

長野市 勤労者女性会館しなのき
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
駒ヶ根市 駅前ビル市民交流活性化センター
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
名古屋市 複合地区事務局会議室
長野市 長野日本大学学園中学・高等学校講堂
池田町 創造館
松本市 キャビネット事務局
名古屋市 キャッスルプラザ
松本市 キャビネット事務局
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
飯田市 ビーラクスマツカワ
名古屋市
名古屋市

キャッスルプラザ
複合地区事務局会議室

第１８回長野市ライオンズクエストワークショップ

長野市

次期地区委員会合同会議
塩 尻 LC 結 成 55周 年 記 念 例 会
４リジョン糖尿病講演会
334複 合 地 区 次 期 地 区 役 員 研 修 会
上 田 LC 結 成 55周 年 記 念 例 会
第４回３３４複合地区会則委員会
第４回３３４複合地区家族及び女性委員会
第６５回地区年次大会チャリティゴルフ大会
第４回３３４複合地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
第６回３３４複合地区ＹＣＥ委員会
第５回３３４複合地区奉仕事業委員会
第２回地区ＹＣＥ−ＯＢ会
３リジョン糖尿病講演会
第６５回地区年次大会
坂 城 LC 第 17回 子 ど も フ ェ ス テ ィ バ ル
第５回３３４複合地区国際大会・国際関係委員会
第４回地区YCE委員会、第１回次期地区YCE準備委員会
第１回次期ＲＣ・ＺＣ予定者会議
次期地区マーケティング・コミュニケーション委員会
第 ６ ５ 回 複 合 地 区 年 次 大 会 “ N e w Vo i ce セ ミ ナ ー ” 打 ち 合 わ せ 会
第６５回３３４複合地区年次大会
次期地区YLQ準備委員会
第７回３３４複合地区ＹＣＥ委員会
第 ２ 回 地 区 会 報 ・ PR ・ I T ・ ラ イ オ ン ズ 情 報 ・ 地 区 会 報 編 集 合 同 委 員 会
次期クラブ三役・事務局員セミナー
次 期 地 区 G M T ・ G LT ・ G ST 準 備 委 員 会

長野市 ホテル国際２１
塩尻市 ホテル中村屋

第３回地区ＬＣＩＦコーディネーター会議並びに第４回３３４複合地区ＬＣＩＦ委員会 現・次期引継ぎ会

第５回３３４複合地区指導力育成委員会
第６回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第６回長野県連携協定推進室会議
夏 期 派 遣 YC E 生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 、 壮 行 会
長 野 グ リ ー ン シ テ ィ LC 5周 年 記 念 例 会
第１０２回

国際大会

生涯学習センター

名古屋市 キャッスルプラザ
上田市 香青軒
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 松本浅間カントリークラブ
名古屋市 東京第一ホテル錦
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
安曇野市 穂高会館
飯田市 飯田文化会館
坂城町 びんぐし公園
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
富山市 富山第一ホテル
富山市 オーバード・ホール
松本市 キャビネット事務局
名古屋市 ザ・サイプレスメルキュールホテル
飯田市 ホテル弥生
松本市 ホテルブエナビスタ
松本市 キャビネット事務局
名古屋市 キャッスルプラザ
名古屋市 複合地区事務局会議室
松本市 キャビネット事務局
長野市
長野市

志もだ
ホテル国際２１

イタリア

ミラノ
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新入会員の紹介

業種

業種

丸茂

L.長田隆秀

茅野LC

入会年月日

2019.2.12

下諏訪LC

入会年月日

2018.11.12

1R
.2Z

飯田LC

L.大西邦裕
入会年月日

2018.12.7

業種

業種

飲食業

入会年月日

長野中央LC

L.原田智明
入会年月日

入会年月日

2019.2.28

業種

業種

行政書士

L.赤羽秀彦

L.塩澤和彦

L.村田佳代子

L.寺田ひとみ

2019.2.19

2018.12.7

業種

入会年月日

駒ヶ根LC

2019.3.21

2019.3.21
業種

不動産業
スポンサー

堀田活美

2018-2019 LION SHINANO

L.桐山文仁
入会年月日

2019.4.19
業種

金融
スポンサー

松井良介

長野白樺LC

入会年月日

2019.3.1
業種

医療機器卸売業
スポンサー

宮越宏一

入会年月日

製造業
スポンサー

竜野信雄
丸子LC

入会年月日

2019.3.27
業種

建設業
スポンサー

松本夏樹

入会年月日
業種

製造業
スポンサー

清水重博
東御LC

L.成山喜枝
入会年月日

2019.1.1
業種

清掃業
スポンサー

堀込哲也

L.原山大輔

L.山田英喜
2019.5.1

スポンサー

長野白樺LC

入会年月日
業種

保険業

海沼和幸

L.北江浩三

L.中島雅美

L.小平泰輔
2019.3.1

業種

スポンサー

長野千曲LC

若宮昭三
丸子LC

2019.2.27

会社員ホテル業

松井良介
駒ヶ根LC

入会年月日
業種

スポンサー

一成

L.増田和好

スポンサー

北村倢一

2019.4.1

国際ボランティア団体

スポンサー

入会年月日

長野松代LC

業種

建設業

L.渡邉 新

入会年月日

2019.3.1

業種

浜

L.加藤秀一

入会年月日

サービス業

スポンサー

松山八重子

L.工藤章広
業種

業種

スポンサー

松井良介

入会年月日

豪

2019.1.1

2019.2.28

化粧品販売

スポンサー

春山晴夫

長野中央LC

業種

製造業

スポンサー

入会年月日

穂高LC

渋谷一男

2019.1.24

業種

建設業

L.町田憲秀

横澤光彦
長野LC

等々力

旅行業
スポンサー

入会年月日

スポンサー

スポンサー

スポンサー

駒ヶ根LC

建設業

入会年月日

L.近藤恵一

入会年月日
業種

保険代理業
（損害保険・生命保険）

長野中央LC

L.寺沢功希
2019.2.27

L.関 博

スポンサー

入会年月日

赤羽高明
安曇LC

業種

2019.1.24

浦野英喜

業種

スポンサー

入会年月日

竹内伊吉

入会年月日

2019.1.23

2019.1.24

篤

L.宮澤佳廣

宮司

L.大橋 晃

スポンサー

藤森憲司

安曇LC

渋谷一男

スポンサー

金属プレス加工業

業種

高木優子

スポンサー

建設業

長野LC

2019.1.1

4R
.1Z

駒ヶ根LC

入会年月日

スポンサー

電気工事

L.三宅 亘

石原

美容業

業種

業種

2R
.1Z

今村栄志

L.西野 明

入会年月日
業種

2019.1.24

2019.2.1

スポンサー

2018.12.18
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飯田赤石LC

設備業

宮下忠美

入会年月日

長野中央LC

平沢文博

業種

スポンサー

茅野LC

入会年月日

L.宮下正広

スポンサー

2019.3.7

保険業

入会年月日

L.中島康晴

清水秀志

L.齋籐 綾
2019.2.5

竹内伊吉

石材業

倉田孝一

松本LC

スポンサー

業種

スポンサー

業種

西沢利一

空調設備

2018.12.1

清掃業

スポンサー

L.吉田佳子

飯田赤石LC

業種

卸売製造業

業種

入会年月日

長野中央LC

清水和夫

2019.4.18

業種

2019.3.11

L.堀川大吾

2018.7.9

スポンサー

3R
.2Z

L.玉木勝也

サービス業

スポンサー

スポンサー

倉田孝一

入会年月日

入会年月日
業種

石材加工・販売

飲食業

スポンサー

増澤義治

入会年月日
業種

飲食業

スポンサー

L.野口正文
2018.12.1

業種

印刷業

入会年月日

飯田赤石LC

2019.4.18

業種

L.石橋和伸

入会年月日

下平光広

L.池田 勝

L.小林久一
2019.3.1

3R
.1Z

2019.2.12

L.髙木小里

中野LC

2R
.3Z

下諏訪LC

入会年月日

吉村征之

スポンサー

倉田孝一、津村朋信

入会年月日

髙野善生
信州新町LC

スポンサー

金属加工

スポンサー

L.増澤知奈美

入会年月日
業種

建設業

増澤義治

毅

2019.3.14

業種

スポンサー

業種

2R
.2Z

2019.2.14

スポンサー

野本宏一

飯田長姫LC

土建業

自動車販売

L.矢澤恵樹

入会年月日

L.吉池 隆

入会年月日
業種

2019.3.1

配管工

L.宮坂直志

下諏訪LC

長野グリーンシティLC

L.高橋和夫
2019.3.1

五明久昇

業種

L.日岐浩和

印刷業

茅野LC

入会年月日

スポンサー

業種

茅野LC

L.宮下直也

酒井

長野みすずLC

スポンサー

隆

スポンサー

入会年月日

業種

2019.1.10

藤森憲司

入会年月日

葬祭業

スポンサー

2019.2.12

茅野LC

飯田長姫LC

ホテル業

西村洋和

岡谷LC

井坪

L.小田切秀烈
2019.3.1

スポンサー

業種

清掃業

長野グリーンシティLC

園芸

2019.4.16

業種

岡谷LC

入会年月日

入会年月日
業種

明

L.清水雅芳

L.久保田昌宏
2019.1.10

スポンサー

西村洋和

諏訪湖LC諏訪和支部

飯田長姫LC

ホテル業

スポンサー

諏訪湖LC

入会年月日

2019.4.16

建築業

諏訪湖LC

L.安藤俊則

2R.3Z

2019.2.12

茅野LC

2R.1Z

入会年月日

1R.2Z

L.杉原慎次

1R.1Z

1R.1Z

諏訪湖LC

髙橋和雄
上田城南LC

L.竹内洋二
入会年月日

2019.2.23
業種

サービス業
スポンサー

喜多友一

新入会員の紹介

2019.3.19
業種

L.青木恭子

佐久LC

入会年月日

2019.3.1
業種

保険業

4R
.2Z

中村

L.下平匡克
入会年月日

通

軽井沢LC

スポンサー

黒柳貞夫

L.清水 薫
入会年月日

准教授

スポンサー

スポンサー

黒澤和彦

箕輪俊一

県議会議員

業種

建材販売

スポンサー

業種

2019.1.1

業種

金融業

2019.1.1

福田秀永

2019.3.20

業種

入会年月日

スポンサー

入会年月日

2019.1.31

L.竹花美幸

望月LC

生命保険業

L.高見澤正孝

佐久LC

入会年月日
業種

スポンサー

喜多友一

L.櫻井幸子
2019.3.28

歯科医

スポンサー

佐久LC

小諸LC

4R.2Z

入会年月日

4R.2Z

L.絹川雅昭

4R.2Z

4R.1Z

上田城南LC

宮村千明

献眼者ご芳名
4R2Z（小諸LC）

深澤

純子様 献眼発生日／2019年1月24日

1R2Z（伊那LC）

牛村

忍様 献眼発生日／2019年3月12日

2R2Z（中野LC）

渡邉

真一様 献眼発生日／2019年1月16日

市川もと子様 献眼発生日／2018年11月28日
小林

信子様 献眼発生日／2019年1月25日

1R1Z（諏訪湖LC）

浦野

和治様 献眼発生日／2019年1月31日

滝澤

弘子様 献眼発生日／2019年3月14日

2R1Z（長野LC）

長針

純香様 献眼発生日／2019年4月30日

3R1Z（松本深志LC）

1R2Z（飯田赤石LC）

2R2Z（中野LC）

物故ライオン
永年に渉るクラブ活動ありがとうございました。ご冥福をこころよりお祈りいたします。

駒村

善秀

4R2Z（望月LC）
2018年11月13日逝去

菅沼

盛和

1R2Z（駒ヶ根LC）
2019年1月7日逝去

桑澤

英晴

3R3Z（塩尻LC）
2019年3月25日逝去

大沼田

實

3R3Z（塩尻LC）
2018年11月30日逝去

佐藤今朝義
4R2Z（小諸LC）
2019年1月14日逝去

小池

和夫

1R2Z（駒ヶ根LC）
2019年4月14日逝去

島崎日出明
3R3Z（明科LC）
2018年12月4日逝去

荒井甲一郎
1R1Z（岡谷LC）
2019年1月27日逝去

鮎貝

紀征

3R2Z（大町LC）
2019年4月19日逝去

赤岡

大夫

2R3Z（長野白樺LC）
2018年12月5日逝去

塚田

眞人

3R1Z（松本LC）
2019年1月27日逝去

長針

純香

2R2Z（中野LC）
2019年4月30日逝去

横川

金治

3R2Z（白馬LC）
2018年12月10日逝去

小川原辰雄
4R1Z（上田城南LC）
2019年2月5日逝去

福澤

正規

1R2Z（飯田赤石LC）
2019年5月23日逝去

久保田

寛

4R1Z（丸子LC）
2018年12月12日逝去

高田

茂

2R3Z（長野中央LC）
2019年3月15日逝去

原

しま子

1R2Z（飯田LC）
2019年5月24日逝去
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Member’s Information

〈ご協賛広告〉

創業70年。漢方相談、処方せん調剤を中心に、
地域皆様の健康を応援します。

（有）二葉薬局
〒392-0026

諏訪市大手１−３−２

電話 0266-52-1242 FAX 0266-52-3460
http://www.kigusuri.com/shop/futaba/
E-mail：inove@po6.lcv.ne.jp

1Rｰ1Z・諏訪湖 LC/L 井上幸彦

1Rｰ1Z

時代の流れに遅れず先見性を持ち常に原点を忘れず、
全社の優れた英知と技術力で社会に信頼される製品を作り、
人々の豊かな生活に貢献する。

有限会社

浜ダイカスト

〒 391−0013

電話 0266-72-5271

茅野市宮川4257

FAX 0266-73-0210

1Rｰ1Z・茅野 LC・L. 濵
地域に役立つ安心安全な街づくりをもっとうに社員一丸となって地域に親しま
れる企業を目指し、 この社会この地域に貢献していきたいと思っております。
株式会社司建設では、 夢を形にするお手伝いができる仕事に誇りを持ちな
がら、 社員一同邁進して参ります

株式会社

つ

結び灯く。人も電気も･･･ 総合電設業として常に時代の変化を敏感に
キャッチしお客様のニーズにお応えするとともに地域の発展に貢献します。

司建設

〒391-0005 茅野市仲町 16-30
電話 0266-72-8880 FAX 0266-72-8842

〒393-0072
電話

1Rｰ1Z
茅野 LC・L. 春山晴夫

1Rｰ1Z

カナ エ接 骨 院

介護予防事業

■飯伊接骨院

■飯田市介護予防事業
機能訓練指導員

受付時間
8：00〜12：00
14：00〜18：00

月
●
●

火
●
●

水
●
●

木
●
●

金
●
●

土
●
▲

1R‑2Z

〒395-0801

〒399-4111 長野県駒ケ根市北町24-13
電話 0265-82-2341 FAX 0265-82-3805
HP http://www.ma-cs.jp/

駒ヶ根 LC・L. 松井良介

19年4月より新設の労働ビザ

政府公認新制度スタート

「特定技能」の人材を
あなたの会社へ
お問合わせ

〒395-0053
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伊那 LC・L. 後藤孝保

1969年創業以来、地域の皆様にご愛顧を賜り、おかげさ
まで本年2月1日に創業50周年を迎えました。JIS認証取
得工場として品質第一に努め、100周年を目指します。

坂本屋生コン株式会社
〒 399−0424 辰野町大字赤羽386番地
電話 0266-41-1520 FAX 0266-41-2369
E-mail skyremic@chorus.ocn.ne.jp

1R‑2Z

辰野 LC・L. 有賀喜文

日本テクノスは企業の特定技能導入を
全面的にバックアップ支援いたします
「特定技能」１号受入外国人への支援
外国人の住宅確保 日本語習得支援
入国前の生活ガイダンス提供
相談・苦情対応 各種行政手続きの情報提供
生活オリエンテーションの実施

フリーダイヤル 0120-598-834
TEL 0265-59-8812
FAX 0265-59-8813

長野県飯田市大久保町2635番地丈長屋ビル4F

2018-2019 LION SHINANO

1R‑2Z

飯田 LC・L. 木下芳郎

松井自動車工業株式会社

1R‑2Z

〒396-0002 伊那市手良沢岡 494-3
電話 (0265)78-5570 FAX (0265)78-5746

飯田市鼎中平 1908-3

まごごろでカーライフのおてつだい

下諏訪 LC・代表取締役 L. 倉田孝一

有限会社 花月園

▲ 14：00〜16：00 ／ 休診日 日曜・祝日

☎ ０２６５−２２−７２６５

本 社：長野県諏訪郡下諏訪町３４６−３
営業所：長野県諏訪郡下諏訪町２５０
本社：0266-27-5344 営業所：0266-28-0446

"住宅庭園から公園工事まで設計、施工、管理
△信州の名工
△信州ものづくりマイスター県知事認定
△ものづくりマイスター造園厚労省認定

機能訓練指導員が皆様のお手伝いをいたします。

トレーナーズ協会会員

一成

1R‑2Z 飯田長姫LC・L.北下光一

株式会社 シミズ

〒395-0804 飯田市鼎名古熊 2137-1
電話 0265-53-6768 FAX 0265-53-6833
HP http//iida-simizu.com
E-mail kabu-shimizu@if-n.ne.jp

1R‑2Z
飯田赤石 LC
L. 清水和夫

Member’s Information
ペットボトル成型用金型設計製造

株式会社 柳原製作所
〒386‑0413 長野県上田市東内 2170
電話 0268‑42‑2461 HP http://yanagihara-ss.com
FAX 0268‑42‑3042 E-mail info@yanagihara-ss.com

4Rｰ1Z

〈ご協賛広告〉

株式会社三協産業 / 株式会社中村体育
㈱三協産業
〒386‑1604 青木村殿戸196
電話 0268‑49‑2757
㈱中村体育
〒386‑1213 上田市古安曽3372-1
電話 0268‑75‑5585

丸子 LC・L. 柳原幸生

4Rｰ1Z 上田城南 LC・L. 山邉正重

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

塚原建設株式会社
「木の家っていいな」
私たちは、
そう感じていただける家造りを
しています

●シール ●ラベル ●シルクスクリーン印刷 ●特殊印刷全般
〒386‑0032 上田市諏訪形 1712‑1
TEL.0268・22・4686 FAX.0268・25・3917

4R‑1Z

上田 LC・L. 田中剛

〒387-0024 長野県千曲市大字桑原 277
電話 026-272-1272 FAX 026-272-1284
H
P http://www.tukahara-kk.com
E-mail tukahara.kk@net1.s-net21.ne.jp

4R‑1Z

更埴 LC・L. 塚原昌男

単品・試作のパイオニア
先端産業をになう、
樹脂特殊機械加工

一級建築士事務所 ㈲盛田建築設計事務所

セラミック開発・加工
電話 0268-62-2990 0268-62-1620
FAX 0268-62-4544 0268-64-3445
H P http://www.tukahara-kk.com

E-mail

ukahara.kk@net1.s-net21.ne.jp
4Rｰ1Z
東御 LC・L. 清水 初太郎

長期派遣から短期派遣まで、働く方の希望に
合わせた働き方をご提案致します。
事務関係から製造までお好みの職種を弊社
でお選び頂けます。

〒385-0051 長野県佐久市中込 3679-113 SK ビレッジ B 号室
電話 0267-78-3751 FAX 0267-78-3752
E-mail kiku.sunbreeze@kkd.biglobe.ne.jp

4R‑2Z

有限会社

佐久 LC・L. 菊池春美

〒３８６ ０６０３ 小県郡長和町古町４１０ １
電話 ０２６８ ６８ ２２２５ FAX ０２６８ ６８ ２１９６
HP http://www.moriken-motto.com
E-mail mail-info@moriken.com

4R‑1Z

有限会社

依田窪南部 LC・L. 森田勝之助

秀富地所

秀富
地所

不動産の管理はお任せください。
〒384-0005

4R‑2Z

小諸市御幸町一丁目5番32号

☆土地・建物管理、清掃、メンテナンスの
会社です。

小諸 LC・L. 福田秀永

フクダ 屋

資源を活かす技術で、地球環境と
地域に貢献してまいります。

☆地域・学校の資源回収を通し、資源のリサイク
ル化、ゴミの減量化に取り組んでいます。
〒384-0005 小諸市御幸町一丁目4-39
TEL.0267-22-0124
FAX.0267-23-0876
URL:http://www.fukuda-ya.jp
E-Mail:info@fukuda-ya.jp

4R‑2Z

小諸 LC・L. 福田秀永

佐久総合病院と星のまち臼田 周辺の不動産のことなら
何でもお気軽にご相談ください。

4R‑2Z

軽井沢 LC ／ L. 栁澤俊彦

（有）上野設備事務所

有限会社 信濃土地開発
〒３８４ ０３０１ 長野県佐久市臼田１２５７ ６
電話 ０２６７ ８２ ６９０１ FAX ０２６7 ８２ ６７６３
HP www.shinanot.com
E-mail info@shinanot.com

4R‑2Z

臼田 LC・L. 臼田繁人

会社、チームの和を大切に無事故・無災害での作業を目指します。
〒389-0505 長野県東御市和 213-6
電話 0268-36-4186 FAX 0268-36-4126
E-mail ueno4186@sirius.ocn.ne.jp

4R‑2Z
望月 LC・L. 上野正一
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キャビネットインフォメーション
新キャビネット事務局会議室をご利用ください

至 長野
国道 号

至 長野

■地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員会

8年
移転開局 112 01
月1日ヨリ

松本ＩＣ

１９

なぎさ
松本広域 ライフサイト

地

市街

消防局

松本

松本駅

５８号
国道１

道
長野自動車

松本警察署

渚駅

線

高地
至上

至
３号
１４
国道

松本電鉄上 高 地

新事務局
ライオンズクラブ国際協会 334-E 地区キャビネット事務局

〒390−0837

長野県松本市鎌田１−２−２７

JR 松本駅西口出て徒歩 11 分 （900m）
上高地線渚駅出て徒歩７分 （550m)

１９

松本市立
鎌田小学校

J
R

篠ノ井

至 塩尻

E-mail: caboffice@lcint334e.org

国道 号
至 塩尻

TEL: 0263-31-6107 FAX:0263-31-6108

新キャビネット事務局
2019.6.4・最終委員会・飯田市：ホテル弥生にて
〈2018.7〜2019.6〉
地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員会

委員長

L.稲 垣 健 治
所属クラブ／飯田長姫LC

L.池田佑二

1

L.長濵慶徳

2

R

委

員

L.基井照明

会報編集委員

L.平出美彦

3

R

委

員

L.本山太志

会報編集委員

L.平沢文博

4

R

委

員

L.高橋正彦

副

幹

事

R

委

員

所属クラブ／飯田長姫LC

副

委

員

長

洋

所属クラブ／飯田LC

所属クラブ／長野りんどうLC

所属クラブ／長野みすずLC

所属クラブ／松本アルプスLC

所属クラブ／茅野LC

所属クラブ／飯田赤石LC

L.今牧

所属クラブ／佐久LC

■編集後記

ライオンズクラブ国際協会334-E地区キャビネット事務局
〒390-0837 長野県松本市鎌田1-2-27

TEL.（0263）31-6107 FAX.（0263）31-6108
E-mail : caboﬃce@lcint334e.org
キャビネットホームページをご覧ください！

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

当委員会の使命は、
ライオンズクラブ国際協会創設から満102年で築かれてき
た歴史と実績の下、334-E地区として今年度菅沼哲夫キャビネットが展開致しまし
た。数々のアクティビティや会員間、行政・地域と関係機関とのコミュニケーション活
動をニュースメディア、
ソーシャルメディア等の情報技術の活用に依り広報すること
で、
「ライオンズクラブブランド」の向上に励んで参りました。
この間、各クラブ会員と
334-E地区キャビネット構成員並びに、
キャビネット事務局員様には原稿、写真のご
提供を賜りました事厚く御礼申し上げまして委員長の務めを終えさせて頂きます。
※本号に於ける誤字、脱字等は友愛の精神にてご理解、
ご容赦をお願い致します。

地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員長

L.稲垣健治

第3号
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