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2019 年 8 月 22 日㈭

会場●茅野マリオローヤル会館（茅野市ちの 3502-1 ベルビア3 階）
ホストクラブ●茅野ライオンズクラブ

仁科良三地区ガバナー公式訪問が１Z の諏訪湖、岡谷，茅野、下諏訪の
４ライオンズクラブと諏訪和支部の合同例会として開催されました。ガバ
ナー公式訪問のトップバッターとして茅野ライオンズクラブがホストで参
加登録人数１６０名にて大変賑やかな例会となりました。
仁科ガバナーの熱意思いの人柄が溢れる所信表明の挨拶に今年度の
思いと方向性を共有できた公式訪問例会でした。引き続き会場を移して
地区ガバナーの歓迎懇親会が行われ仁科ガバナーと会員それぞれとの交
流が親しく行われました。懇親会のアトラクションとして茅野レオ・クラブ
のメンバーの小学生から中学生 12 名によるレオ太鼓の演奏が行われまし
た。施設訪問等に出向いて演奏を行い社会奉仕奉活動をしている太鼓の
演奏に会場のメンバー一同が感心しながら楽しみました。

2R1Z

2019 年 9 月 19 日㈭

会場●ホテルメルパルク長野
ホストクラブ●長野ライオンズクラブ

9 月 19 日、L. 仁科良三地区ガバナー
をはじめ、地区役員・委員をお迎えして、
ホテルメルパルク長野にて、
２Ｒ１Ｚの 4
クラブ 146 名が出席し、
ガバナー公式
訪問合同例会が行われました。
ホストクラブの長野ライオンズクラ
ブ会長 L. 徳嵩こといの歓迎挨拶では、
ガバナースローガンを拠り所として心
温まる奉仕を行っていくとの表明がな
され、次にL. 西條賢治ゾーンチェアパー
ソンから、ある少女が仁科ガバナーのこ
とを本物のライオンのようだと語ったエ
ピソードから逆風の時代に選ばれしラ
イオンであるとの紹介がなされました。
仁科ガバナーからは、
ライオンズの歴
史や自らの経験に基づくＬマークへの誇
りから、
ライオンズ 100 年の歴史を、次
の 200 年の新たな道のりへ新たな奉仕
にて歩んでいきたいとの力強いお話を
いただきました。
4クラブ合同記念事業として、
「小中学
生向け福祉の仕事体験用教材・備品」の

2

2019-2020 LION SHINANO

目録が、L. 西條賢治ゾーンチェアパーソ
ンより長野県社会福祉協議会事務局長の
原義正様に贈呈されました。原様からは、
協議会が目指す「地域共生社会の実現」
とライオンズの目的が合致しているとし
て引き続きの協力を求められました。
続いて歓迎パーティーが行われ、お孫さ
んが生まれた仁科ガバナーへのサプライズ
プレゼントや限定蒸留の焼酎によるドネー
ション募集など、
クラブを越えての親交の輪
が広がりました。ソングリーダ L. 松山八重
子のリードで「また会う日まで」を大合唱し、
長野ライオンズクラブ L. 竹内正第一副会長
の御礼の言葉により閉宴となりました。

1R2Z

2019 年 8 月 31 日㈯

会場●駒ケ根市 アイパル（駒ケ根市東町 4-3）
ホストクラブ●駒ケ根ライオンズクラブ

8 月31 日㈯ 13 時 30より駒ヶ根 LC
をホストクラブに334E- 地区 1R2Zガ
バナー公式訪問懇談会、合同例会、懇
親会を駒ケ根市アイパルに、仁科良三
地区ガバナー、キャビネット役員、地区
役員、地区委員をお迎えし、6クラブ 4
役会員事務局員の懇談会が開催され
た。駒ケ根 LC 幹事司会進行により地
区ガバナー L 仁科良三よりガバナースローガンに基づく基調講演を頂き続いて
各クラブより現状についての報告を行った。その後、会場を遷し1Ｒ2Ｚの合同例
会を行った。式次第により会議が進行してゆく中でガバナー所信表明に続いて
6クラブ有史以来の歴史ある養蚕で、アレジメントフラワーと高山植物の民芸
品が贈呈された返礼でガバナーより6クラブへ本や記念品の贈呈があり盛り上
がった有意義な合同例会が出来た。続いて歓迎懇親会を第一会場に戻し駒ケ
根太鼓子供連による早太郎神楽のアトラクションで、駒ケ根市の名所天台宗宝
積山光前寺の早太郎伝説に伝えられた忠犬早太郎を表現した芸術に一同感銘
を受けた。第一副地区ガバナー中村通ライオン御発声によりウィサーブで開宴
し大きく盛り上がりプログラム全てを修了し予定通の 16 時終了する事が出来
た。ホストクラブの駒ケ根 LC の健闘に感謝しZ の発展を期待し報告します。

2R2Z

2019 年 8 月 29 日㈭

会場●スザカ迎賓館（須坂市須坂 1157 番地）
ホストクラブ●須坂ライオンズクラブ

8月29日スザカ迎賓館において、須坂LCがホストとして、仁科地区ガバナー
はじめ、第一副地区ガバナー、地区名誉顧問、
リジョンチェアパーソン、地区
キャビネット役員等をお迎えし、
また来賓に三木須坂市長、教育長をお招きし、
2R2Zのガバナー公式訪問の4クラブ合同例会及び歓迎会が開催されました。
仁科ガバナーの「培った絆で情熱・思いやり・努力」のスローガンとリジョン
チェアパーソンの運用やレオクラブ委員会の新設及び会員補強等々、熱意と
力強い基本方針の表明がありました。
課題の多い 2Zにおいて、
これらの基本方針に如何に立ち向かっていくの
か、キャビネット、
リジョンチェアパーソン、各クラブ会長等と連携を密にし、課
題を対処していく必要性を強く感じたところです。
4クラブの記念事業として、須坂市教育委員会に備品（ホルムアルデヒド検
知器）を目録贈呈しました。
ガバナーの歓迎パーティでは、北信
地区を中心に活躍されている都山流
尺八・箏の大師範南澤汎山・雅尚ご夫
妻による祝演を契機に、交流の輪が広
がり和やかで楽しい一時を過ごし、
「ま
た逢う日まで」の合唱で閉幕しました。
ご協力に対し、心から感謝申し上げます。

2R3Z

2019 年 8 月 27 日㈫

会場●ホテル国際 21（長野市県町 576）
ホストクラブ●長野中央ライオンズクラブ

2R3Z のガバナー公式訪問例会が 8 月 27 日に地区内の 2 番目として
長野市内のホテル国際 21において開催されました。ホストクラブは長野
中央ライオンズクラブで、来賓として長野市長加藤久雄様、長野県健康福
祉部障がい者支援課長高池武史様をお迎えして 6クラブメンバーが仁科
ガバナーを歓迎しました。例会の前に三役懇談会が開催され、地区委員長
の報告、各クラブ会長からの報告があり、
ガバナーの思いがしっかりと通じ
た懇談会であったと思います。その後の合同例会では、仁科ガバナーの基
本方針の説明をいただき、次第にはありませんでしたが、急遽有賀委員
長、遠藤委員長から三役懇談会に続いて会員増強と、LCIF 献金について
目標達成の要請があり、
ガバナーの夢と希望が出席者全員に伝わった事
と思います。またゾーン内のクラブが共同で公式訪問の記念事業を行う
ことになっており、本年度は長野県健康福祉部にボッチャ競技用具一式を
寄贈いたしましたが、その折、思いもよらぬ事に長野県知事から感謝状を
いただき大変恐縮しております。引き続きの記念祝宴では、加藤長野市長
の挨拶から祝宴がスタートをし、
アトラクションとしてフルートとピアノの
ミニコンサートを多いに楽しみました。その後和やかな雰囲気の内に宴が
進みライオンズ・ローア、
また会う日までを全員で行い閉宴となりました。
仁科ガバナーをはじめキャビネットの役員も各クラブとの懇親を多いに深
めた大変素晴らしい公式訪問例会を開催できました。

3R2Z

2019 年 8 月 30 日㈮

会場●穂高神社 参集殿（安曇野市穂高 6079）
ホストクラブ●穂高ライオンズクラブ

8 月30日、
「We Serve」われわれは奉仕する。の国際会長のテーマのもと、
３３４Ｅ
地区ガバナー L. 仁科良三をお迎えし、穂高神社内参集殿にて3Ｒ2Ｚのガバナー公式
訪問合同例会が行われた。三役はじめ各役員及び 3Ｒ2Ｚのメンバーが一同に会し、
第一回ガバナー諮問委員会、ガバナー懇談会、そして合同例会と続き, 地区ガバナー
歓迎パーディーに堀六平を迎え盛大に行われた。今年度が 7 月より始まり2 ヶ月程
しか経っていない中、各クラブの今年行う予定スケジュールの発表が熱く語られた。
そして、仁科ガバナーの熱い思いが全ライオンに浸透したと思われる。各クラブがク
ラブ員増員を計るも日本全体の人口減少、少子高齢化の波はメンバーの高齢化に
伴い、新しい発想の元、増員を計らなければならないが、どのクラブも苦労している
様子が伺われた。又、フィリピン医療奉仕活動の経過も報告され、改めて奉仕活動の
あり様が反省の上に立ち活動する必要がある事を感じた公式訪問であった。

4R1Z

2019 年 9 月 10 日㈫

会場●稲荷山温泉『杏泉閣』
（千曲市稲荷山仲町 571-1）
ホストクラブ●更埴ライオンズクラブ

9 月 10 日稲荷山温泉『杏泉閣』に於いて、更埴 LC がホストとして４R１Z の
8クラブ総勢 87 名で仁科ガバナー、CAB 役員、地区役員をお迎えし開催され
ました。仁科ガバナーにおかれましては、
７日～９日の日程でフィリピンの奉仕
活動の視察に行かれ、帰国の日の台風 15 号の影響で交通マヒに巻き込まれ、
やっとの思いで長野に帰られ、合同例会に間に合わせて頂いたと伺い、大変な
ご苦労に心より感謝申し上げます。三役懇談会始め、合同例会に於いて仁科
ガバナースローガンにもあります、
【多様性を受入れ「サーバントリーダーシッ
プ」の推進、次の 100 年に向けたイノベーションを生み出そう！】
と熱く語られ、
また特に6 個の基本方針の中で会員増強維持とLCIF の推進に力強いご説明
がありました。その後の懇親会では仁科ガバナーと会員との親睦が図られ最
後の『また会う日まで』も和やかに、
とても有意義な合同例会が終了しました。

3R1Z

2019 年 9 月 2 日㈪

会場●アルピコプラザホテル（松本市深志）
ホストクラブ●松本中央ライオンズクラブ

９月２日（月）、松本駅前のアルピコプラ
ザホテルにて、仁科良三地区ガバナー公式
訪問および３Ｒ･１Ｚライオンズクラブの合
同例会が全員登録の下で開催されました。
合同例会 の 前にはガバナーはじめ
キャビネット役員、
３Ｒ地区役員・委員、
１
Ｚクラブ三役による昼食懇談会が開催
され、顔合わせ他各クラブ会長がクラ
ブ紹介および今期の目標を発表し、
ガ
バナーと昼食を共にしました。
合同例会では総勢８０名の出席者の
下、仁科ガバナーから今期スローガンと
基本方針である
「強い組織作り」の具体
的な説明を受けました。そしてキャビ
ネット幹 事、地 区 国 際 関 係・LCIF 委 員

3R3Z

2019 年 9 月 17 日㈫

会場●ホテル中村屋（塩尻市大門 8-4-21）
ホストクラブ●塩尻ライオンズクラブ

令 和 元 年 9 月 17 日（火）塩 尻 LCホス
トにより仁科良三地区ガバナー公式訪問
3Z 合同例会が開催されました。地区ガ
バナーはじめキャビネット役員、地区名誉
顧問、3Rリジョンチェアパーソン、ZC 予
定者、地区役員 11 名が出席され3Z の
3LC 合同にて厳粛に執り行われました。
式典は 3R・RCL 大蔵章男による開会
宣言で合同例会が始まりホストクラブ会
長 L. 北 山 達 彦 からの 歓 迎 の 挨 拶 の 後
3R・RCL 大蔵章男からL. 仁科良三地区
ガバナーのご紹介がユーモラスにご紹
介されました。L. 仁科良三地区ガバナー
から創設者メルビンジョンズ氏、
ライオン
ズクラブとの関わりのあるヘレンケラと
の繋がりを交えながら今年度のガバナー
方針の説明がされました。千葉県の台風
15 号で被害を受けた地域に迅速にガバ
ナーチームが支援をされたお話を聞き
仁科地区ガバナーの行動力、決断力にラ
イオンズマンの理想とする姿を感じまし
た。また各クラブにライオンズマーク、本

4R2Z

長、地区 GMT･GLT・GST 委員長、地区
PR 委員長から報告があり、会員からの
質疑にも丁重にお応え頂きました。
ライオンズ活動の指針である奉仕の精
神を確認すると同時に、仁科ガバナーの
基本方針の達成に向けて、組織の活性化
と会員増強に松本四クラブのメンバーの
気持ちがひとつになった合同例会でした。
合同例会後は同会場別室にてガバ
ナー歓迎会が盛大に開催され、各クラ
ブから大勢のライオンが参加して親睦
と交流を深めました。
会の最後にローアと
「また会う日ま
で」
を全員で合唱し終了しました。あり
がとうございました。

を3 冊頂きました。早速会員が興味があ
るからと式典終了後に借りて行きまし
た。厳格な雰囲気の中、仁科ガバナーの
熱意が出席者全員に伝えられました。
その後の懇親会では仁科ガバナー、名誉
顧問、第 1 副地区ガバナー、キャビネット役
員を囲み、和やかな内に相互に親睦を深め
ました。3R3Z が一体となりガバナーからの
課題に一致団結し会員皆様のお考え、アイ
デア頂きながら進めて行きたいと思います。
素晴らしい公式訪問例会ができまし
たことに参加して頂いたライオンズ会
員の皆様に感謝申し上げます。

2019 年 9 月 12 日㈭

会場●万平ホテル（軽井沢町大字軽井沢９２５）
ホストクラブ●軽井沢ライオンズクラブ

9 月 12 日、軽井沢万平ホテルにおいて４Ｒ２Ｚのガバナー公式訪問例会
が開催されました。県知事訪問、
フィリピン訪問、
４Ｒ１Ｚの公式訪問と、
２Ｚ
公式訪問前１週間の多忙なスケジュールを伺いながらガバナー方針を発
表していただきました。強い組織を作るという熱い思い、意気込みを挨拶
の端端に感じました。またキャビネット幹事、
ＧＭＴＧＬＴ・ＧＳＴ委員長からそ
れぞれの立場での報告がありました。
当日は東京巣鴨ＬＣからの女性ゲストの参加がありました。またアトラク
ションとしてマジックショーもあり、引き続き行われた懇親会も和やかな雰
囲気の中盛大に行われました。参加いただいた多くのライオンの皆様に
深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
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夏期 YCE 生 帰国 報告
赤羽萌々子

ニュージーランド

期間／ 2019 年 8 月 1 日～8 月 28 日

スポンサー／飯田 LC

私は、ニュージーランドへ
8 月 1 日から８月 28 日の 28
日 間 行って き ました。私 は
Hastings・Chistchurch・
Queenstown・Auckland
に滞在し、
４つの家庭にお世
話になりました。
今回訪れて驚いたことは、
ニュージーランドの人々はとても
優しいということです。私が迷惑をかけてしまい謝った時に、
ホ
ストファミリーは怒らないでアドバイスをしてくださりました。
今回訪れて感じたことは、言わないと伝わらないということ
です。日本人同士だったら、言わなくても伝わることが多いけ
れど、日本と異なる文化で生活しているので、自分で説明しな
いと相手には伝わりません。ですから、自分の思っているこ
と、今したいことなど何でも言ってみることが大切だと思いま
した。
これからの課題は、英単語力と即座に英文を組み立てる力を
つけることです。
１か月でリスニング力は上がったと思います
が、
ニュージーランド独特のイントネーションと発音に苦しめら
れました。そ れに、自分 が 言
いたいことをどうやって言え
ばいいんだろうと考えている
と、言うタイミングを失ってし
まって後悔するときがありま
した。そのため今後海外を訪
れる機会があったら今回の課
題を克服してたくさん会話で
きるといいです。
28 日間とても貴重で充実した機会を与えてくださったライ
オンズクラブの皆様に感謝してこれから勉強していきたいと思
います。本当にありがとうございました。
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中村咲喜花

フィンランド

期間／ 2019 年 7 月 25 日～8 月 22 日

スポンサー／須坂 LC

はじめに、
この度フィンラン
ドへの派遣という大変素晴ら
しい機会をくださったライオ
ンズクラブの皆様に厚く御礼
申し上げます。
私は入国後１泊のホームス
テイを経て、
７／ 27 から８／４
まで 19 国籍の YCE 生が集ま
るキャンプに参加し、その後20日まで別の家庭に滞在しました。
キャンプでは、誕生日を祝い、
バスや船で曲に合わせて踊り、
恋バナをし、
サウナで女子会を開いて…それぞれ文化は異なる
のに、楽しみや悩みは同じで
ホッとしました。も ち ろ ん、
ジョークのツボや恋愛事情な
ど違う点もありました。挑戦
する人には喝采をおくる姿に
私もチャレンジを怖がらなく
なりました。
ホストファミリー では、マ
ザーと教育や政治から良い寝付き方やイモの品種に至るまで
話し、買い物にも行きました。ブラザーとは散歩やサイクリング
をしたり、
アニメや漫画につ
いて語ったりしました。
素敵な経験もしました。ど
ん な 些 細 な 事 で も「い い
ねっ」
と褒めてくれる事、道で
すれ違う人や店員さんが目
が合うとニコッと微笑んでく
れる事です。今、日本で私も
実践しています。
滞在中は多くの人にカルチャーショックはないのかと尋ねら
れました。答えは YES です。何度も仰天しましたが嫌な思いは
しませんでした。異文化理解は教科書に重々しく語られるより
もずっと楽しい事だと気づき
ました。国際社会で働きたい
私にとってこれは非常に大き
な収穫でした。
派遣を終えて今、
ライオン
ズクラブの皆様には感謝の
気持ちでいっぱいです。あり
がとうございました。

北村栄樹

フィンランド

期間／ 2019 年 7 月 25 日～8 月 22 日

スポンサー／長野みすず LC

この度、
フィンランドへの派遣という貴重な機会を与えてくだ
さったライオンズクラブの方々に感謝申し上げます。
フィンランドでは、見るもの全てが新鮮で、毎日が発見の連続
でした。ホストファミリーの方々は親切で温かく、様々な体験をさ
せて頂きました。町の観光、一日に二回も行った湖水浴、食べさ
せられた世界一まずいキャンディー、
ファミリーとの福笑いやトラ
ンプなどのゲーム、毎日が充実していました。
参加したキャンプでは、17カ国、30 人のメンバーで11 日間過ごし
ました。仲間達との毎日の卓球や雑談により交流を深めることができ
ました。アジアから来た人は少なく、たくさんのキャンパーが日本に

富永ゆず希

ついてとても興味を持ってくれました。夜食会では、イタリア人が本
場のパスタを、
トルコ人がターキッシュコーヒーを作ってくれ、そのあ
まりのおいしさにどちらも3 回もおかわりしてしまいました。最後に
メンバーが作ってくれたキャンプの動画を見たときは感動しました。
この派遣を通じ、英語をうまく話すことよりも、相手に伝えたいと
いう気持ちと積極性の方が大切であることを学び
ました。私の英語力は決して高くありませんでし
たが、積極的に話しかけることですぐにホストファ
ミリーやキャンプメンバーと打ち解けることがで
き、会話を重ねるごとに英会話に自信がつきまし
た。この派遣で学んだ積極性をこれからも忘れず
に、世界に貢献できる道を歩んでいきたいです。
フィンランドでの多くの経験は人生の宝物です。

オーストラリア

期間／ 2019 年 8 月 1 日～8 月 22 日

スポンサー／安曇 LC

この度は、8 月 1 日から22 日までオーストラリアへ 3 週間派遣
という大変貴重な機会を与えて頂きありがとうございました。
私は２組のホストファミリーにお世話になりましたが、2 家庭と
も私たちを本当の家族のように受け入れてくれました。
3 週間という決して短くない期間の中で、味わった感情は楽しさ
だけではありませんでした。最初は言いたいことを上手く伝える
ことが出来なかったことで焦りや不安を感じていました。しかし、少
しでも自分から話したいと思い、勇気を出して話しかけるとホスト
は私の慣れない英語を聞き取ろうとしてくれました。また、会話を
聞き取れず焦っている私に対して分かりやすく言
い換えるなどの配慮もしてくれました。そして

藤森彩季
期間／ 2019 年 7 月 19 日～8 月 15 日

段々と会話をすることの楽しさや達成感、満足感を得ることがで
きるようになり、現地での生活はとても楽しく、充実した日々となり
ました。色々な人に自分自身の事について話をしたり、折り紙を教
えたり、
日本食を作っておもてなしをすることで日本の文化を伝え
ることが出来ました。また、
ライオンズクラブのボランティア活動
に参加することで現地の人々と交流することも出来ました。
沢山の素敵な人との出会い、貴重な経験などを通して得ることが
出来たこの思い出は私にとってかけがえのないものとなりました。
そして、今後とも積極的に様々な国の人と接し、沢山の刺激を受
けることで自分の成長にも繋げていきたいと思います。ライオン
ズクラブの皆様、本当にありがとうございました。

スイス
スポンサー／上田 LC

今回、私が初めて訪れたヨーロッパの地スイスでコミュニケー
ションについて考えたことを書こうと思います。
私は、キャンプ 2 週間、ホームステイ2 週間の約 1 ヶ月間スイスに滞
在しました。はじめのキャンプでは世界 20カ国から22 人が集い、英語
でコミュニケーションをとりながら様々なアクティビティを体験しまし
た。そこで驚いたことはみんなの英語力の高さでした。微妙に発音は違
うものの、違う母国語を持つもの同士英語でお互いを理解しあっていま
した。私は会話のスピードについていけなかったり会話独自の言い回し
がわからず、移動や食事の他愛のないおしゃべりすら分からず黙ってし

まう日が続きました。しかしそれがすごく悔しくて、少なく
とも1日1 回は勇気を出して話しかけようと決めてから、
少しずつみんなと打ち解けて行きました。自分で壁を
作っていましたが、話してみるとみんな優しくて日本の
ことを聞いてくれたり自国についてたくさん話してくれました。
ホームステイでは家族の中でお姉ちゃんしか英語が話せない
というキャンプとは違った意味でまた、意思疎通が難しかったで
す。しかし、家族のメンバーは片言でも一生懸命話しかけてくれ、
有名な場所やスイスの文化や食べ物を沢山紹介してくれました。
この 1 ヶ月は今までで一番濃く、成長できたものでした。英語は話
せるに越したことはないけれど、まずは一言自分から話しかけてみるこ
とが大事だと強く感じました。最後になりましたが、
このような機会を
与えてくださったライオンズクラブの皆様に心より感謝申し上げます。
2019-2020 LION SHINANO
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海外からの YCE 生を
来日生／クロアチア

ホストクラブ／ 1R2Z 駒ヶ根 LC

Iva PRALIJA

期間／ 2019 年 7 月 11 日～8 月 7 日

駒ヶ根ＬＣでは、
クロアチアよりイヴァ・プラリアさんを迎
え入れました。
迎え入れるにあたって検討したことは、
まず日本につい
て知って学んでもらうこと、そして日本に来て良かったと
思ってもらうことでした。
その為に日本を代表する場所や文化を感じ取れる場所、
そして我々の郷土駒ヶ根周辺地域のできるだけ多くの場
所、場面を体験してもらいました。
その成果があって本人からは
「日本について映画や学
校で学んだこととは比較できないほどの経験をしました。
毎日楽しくて何が一番だったか選び出すことはできないほ
どです。」
という感想をもらいました。また印象に残ったの
はスカイツリー、上野動物園、中華街、八景島シーパラダイ

方にも同じ浴衣を着用して頂いて、
日本的な華やかな会と

ス、相撲観戦、ディズニーシー、サファリパーク、農場、松

なりました。

本、駒ヶ根シルクミュージアム、花火大会などでした。
また、駒ヶ根ＬＣ8 月第 1 例会に合わせて
「歓迎会」
を行
いました。
我々の贈り物として日本の文化の代表である浴衣をプ
レゼントし当日着用してもらいました。ホームステイで大
変お世話になったホームステイのご家族の奥様や娘さん
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滞在中過密スケジュールの中、
クロアチアとは全く違っ
た日本の食事も
「一番の挑戦」
ではあったようですが（カツ
カレーライスは一番気に入った食事で帰国しても作ってみ
たいようでした。）体調を崩すことなくたくさんの大切な思
い出を残し無事帰国して頂きました。

迎えて
ホストクラブ／ 2R1Z 長野グリーンシティ LC
期間／ 2019 年 7 月 10 日～7 月 19 日

L. 上條信子

来日生／メキシコ

America GUIDO

YCE 生を迎えて
初めての留学生受け入れで不安ばかりで、生活面、言葉
は大丈夫かな、
というのが正直なところでした。メキシコか
ら来たアメリカ・グイドさん…通称アメちゃんと6 日間過ご
し、三本柳小学校 5 年生の授業での子供たちとの交流、善
光寺御戒壇巡り、祇園祭、和太鼓体験、生花体験、戸隠忍
者村など、
日本の文化にふれてもらいたいという思いで予
定をして、
クラブメンバーにも協力してもらい、みっちり一
緒に体験できました。アメちゃんは初めてながら喜んでい
てとても楽しそうでした。家族のようにリラックスして会話
をし、娘がいたらこんな感じなのかな…とホストファミリー
でなければ味わえない感覚も経験できて、本当に受け入
れて良かったなと思います。

ホストクラブ／ 2R1Z 長野グリーンシティ LC
期間／ 2019 年 8 月 2 日～6 日

L. 西澤正隆

来日生／メキシコ

America GUIDO

YCE 生を受け入れて
メキシコから来たアメリカさんを8 月 2 日～6 日まで受
け入れることになり、
できるだけ日本的な体験をさせるよ
う心掛け計画を立てました。釣り体験、浴衣を着ての祭り
参加、大学生との交流等々、
日本文化に多少なりとも触れ
合うことができたと思います。彼女は、
日本食を好み、特に
ラーメンと寿司は大好物でした。また、
自分の食器や布団
を片付けたり、感謝の気持ちを全面的に表したり、大変行
儀が良く日本人らしい YCE 生でありました。12 歳の娘と
の交流も短期間ではありましたが良好で、貴重な体験をさ
せていただきました。本格的にYCE 生を受け入れたのは
初めてでありましたが、YCE 生にも恵まれ楽しいひと時と
貴重な経験をさせていただきましたことに感謝申し上げ
ます。
2019-2020 LION SHINANO
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来日生／オランダ

ホストクラブ／ 2R2Z 中野 LC

Ynzo JONKHOFF

期間／ 2019 年 7 月 11 日～7 月 19 日

当クラブにとって、今年度最初の大きな事業であるYCE

今回の YCE 生受け入れに際し、
クラブメンバーだけで

生受け入れ。事前のメールで出身地や年齢等は分かって

はなく、
メンバーの友人、知り合いの方々にも大変なご協

いても実際に会うまではどんな青年なのかとても不安で

力をいただいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。当ク

した。

ラブ自体も今回の事業によって会員間の親睦、地域との

実際にあってからは、
ほんのチョッピリの英語と翻訳ア

交流等何か得るものがあったように思えます。今秋から医

プリ、あとは気合と根性でコミュニケーションをとり、少し

学部に進学するインゾ君の輝ける将来をクラブ一同祈念

ずつですが最初の不安は取り除けました。

いたします。

オランダ出身、
ロックギターとラグビーが好きなハンサ
ムボーイ、
インゾ・ヨンコフ君１８歳。縁あってこの中野市周
辺での生活体験が始まりました。まずは中野市長への表
敬訪問からはじまり、中野土びな絵付け体験、小布施の街
並みや栗菓子工場見学などで初日は終わりました。二日目
以降からは飯山のお寺巡り、
ぽんぽこの湯（中野市の日帰
り温泉）
で温泉体験をしました。全裸での温泉入浴は初め
てらしく最初は抵抗があったようですが、徐々に日本式に
も慣れてきました。また中野市をホームタウンとしている
信濃グランセローズの試合に行き、中野市長から頂いた
グランセローズのレプリカユニフォームを着用して応援に
加わりました。また、体験見学としてメンバーの事業所に
て、
キノコ生産工場、漬物工場、
デイサービス施設、生花店
でのハーバリュウム製作などに行きました。
地域の方との交流ということでは、あいさつ運動、
ゲート
ボール大会への参加、英会話教室で交流等様々な年代の
方々と交流が持てました。この体験がインゾ君にとって何
らかの形で将来の役に立ってもらえれば幸いです。

ホストクラブ／ 2R3Z 長野日大学園レオクラブ（長野みすず LC）
期間／ 2019 年 8 月 1 日～8 月 7 日

L. 西澤裕美子

私の家ではホームステイの受け入れは初めてでした。 の認知症の母を抱えてい
もっとふさわしいご家庭があったでしょうにと今になっても

る事、主 人 が 病 の 治 療 中

思っております。と言いますのも、我が家には受け入れ学

である事、7 人家族の我が

生にふさわしい年齢の子供がいない事、92 歳の要介護 3

家 がこの 様な状 態 の 中、
小学 4 年生、2 年生の孫に
は語学の学習ができると
思い、
お嫁さんが理解して
くれたお陰で実現いたし
ました。デリン君も我が家
と同じように不安で一杯
だったことでしょう。
たった 1 週間の短い時間ではありましたが、私にとって
も家族にとってもすばらしい時間を過ごすことができま
した。
まずはトルコ語と英語しか話すことができないデリン君
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来日生／オランダ

ホストクラブ／ 2R2Z 長野山ノ内ゆけむりLC

Ynzo JONKHOFF

期間／ 2019 年 7 月 25 日～8 月 3 日

7 月 10 日朝、成田空港へオランダからのインゾ君を迎
えに行ってからの約一ヶ月間、私共にとっても貴重な体験
でした。
文化や習慣、言葉の違い
は勿論分かっていたことで
すがそれよりもやはり一人
の人間とのふれあいと言
うことが一番印象に残りま
した。どこへ連れて行って
も、何を食べても綺麗だ、美味しいと

ご馳走様などの習慣も珍しかったようで、あえて用意した

言って喜んでいる彼の姿はまさに好奇心に溢れた青年そ

日本式の布団での就寝もきちんとこなしていました。彼は

のものでした。好きなギターを手にした中野市の楽器屋さ

以前ラグビーをやっていたとの事なので本年開かれるW

ん、山ノ内町での獅子舞や太鼓、芸者遊びなどの文化交流

杯に向けて活気のある菅平に連れて行った時には、
すごく

は特に興味津々でし

興奮していました。こんなに離れたしかも東洋の果てで、

た。北 信 の 山々の 景

彼が数年過ごした英国発祥のラグビーがこれほど日本で

色、実際に登った志賀

普及していることを驚いていました。彼にとってこの日本

高原や戸隠、黒姫、飯

の田舎での体験が視野を広め異文化の中からの独特の価

綱 などの 高 原、善 光

値観の違いを学ぶ良い経験になったのなら嬉しい事だと

寺や戸隠神社などの

思いました。そして私共

景色や体験は故郷の

も歴史ある欧州の国から

オランダとの違いに

来た青年の価値観を知

驚き大いに興味深く

ることができ国際交流

心に残ったようです。

の意義を感じた期間で

日本では普通にして

した。

いる、いただきます、

来日生／トルコ

Deniz Derin BINAROGLU
ですが、その英会話が誰一人満足にできません。しかしな

て感激した彼の笑顔は忘れられません。

がら今の時代ポケトークなる便利な物があり、私には誠に

我が家はデリン君が使っていた部屋を1 週間経っても

便利に使うことができ非常に助かりました。また孫達には

入ることができず別れる時のシーンは一生心に残ると思

ポケトーク使用禁止令が出ておりましたので、お嫁さんや

います。また機会があればと思えるのは不思議です。

孫 達はどうにかこうにか
会話が成り立っておりま
した。
非常に慌ただしい日程
を毎日過ごしましたが、一
方トルコの事、
デリン君の
将来の夢、
ご両親の事等
「食」
こそ大きな違いはあ
りましたが、一緒に餃子を
作って 食 べ た 事、日 本 の
「すき焼き」
とやらを食べ
2019-2020 LION SHINANO
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ホストクラブ／ 3R2Z 大町 LC

L. 水久保 節

期間／ 2019 年 7 月 11 日～8 月 4 日

来日生／ドイツ

Ruben BOGDANSKI

刺激的な海外留学生との生活
ヴィルコメン! ルーベン。スマホ片手に翻訳機能を使ってド
イツ人青年と対面。12 時間の長旅を思い早速、シャワーを浴
びてもらって和食で歓迎。箸使いの上手さをほめながら互い
に家族の写真を見せ合い打ち解ける。ボディランゲージとス
マホで何とかいけそうと安堵してグーテンナッハト。
日本文化に興味があり来日するとは分かっていたが、漠
然とし過ぎていたので、
もっと具体的なことを聞き出そう
と思っていた。到着翌日の朝食時に日本文化の何に興味
があるのか尋ねると、お城とのこと。さっそく国宝松本城
に出掛ける。寺社仏閣についても話題が及び、長野市に
回って善光寺を見学。昼食に外国人に人気のラーメンを
食べ、帰宅し、近くの国宝仁科神明宮を参拝。

ルーベン手作りのドイツ家庭料理シュニッチェルで夕食

ホストクラブ／ 4R2Z 佐久レオクラブ
期間／ 2019 年 7 月 11 日～8 月 5 日

2019 年 夏、我 が 家 に
YCE 生がやって来ました。
諸事情で急遽、決まったホ
ストファミリー。さあ、大変
です。英語がまともに話せ
る人がいない。家族会議の
結果、今更足掻いても間に
合わな い。ならば、文 明 の
利器を使おう! 来日前には
LINEを使って嗜好や生活
スタイルを聞き取り。
（LINE
は同時翻訳の方法があります）
さあ当日。事前の LINE で
の交流があったため初対面感なくスムーズに開始されま
した。英語が得意でないからと会話を避けたのでは無意
味なのでアンドレアとは最初に
「私達はあなたの気持ちを
理解する様に頑張るから話しかけて !」
と約束しました。英
語で話しかける彼女に片言英語とジェスチャーと日本語で
返す私達。次女が編み出した技は英単語を日本語で繋ぎ
ジェスチャーを交える事 ! なんと! この方法が一番伝わる
事が判明 ! 翌日には英語、
日本語、
ジェスチャーが家中を
飛び交い一緒に料理をしたり花火を楽しんだり孫達とは
10
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大町岳陽高校での国際交流でそうめん流しを体験

分かっているようで考えたこともない幼児の問いかけ
のような質問の連発に四苦八苦。外国人に分かるように説
明することはお手上げ。しかし、
さすがは今どきの若者。
キーワードらしきヒントを与えると、
スマホですぐさま検索
し納得顔。それは別れの日まで続いた。ホストにも刺激的
な日々だった。
平凡な老夫婦宅で日本文化の何に触れることができた
のか。いささか不安だ。一緒に薪を切り斧で割り五右衛門
風呂を沸かし、北アルプスを眺めながらのお風呂、囲炉裏
を囲んでの食事。日本のエコな田舎暮らしの思い出は残っ
たであろう。協力いただいた地域の皆様、
クラブメンバー
に感謝します。

来日生／イタリア

Andrea DE GAETANO
手遊びや鬼ごっこをしたりと笑顔が絶えませんでした。
YCE 生を迎え私達家族が学んだ事は相手を見て話す事で
した。言葉が通じる事は楽な事ですが、耳だけを傾け真剣
に話を聞いていない事があります。ですが、言葉だけで通
じ合えなければ目も耳も気持ちも相手に向け真剣に聞こ
うとします。当たり前の事なのに疎かになっていた事を思
い出す事が出来ました。とても楽しく不思議な YCE 生と
の夏の思い出が出来ました。最後に突然のホストファミ
リーを快く楽しんでくれた家族に感謝です。

2019 SUMMER LIONS CLUBS INTERNATIONAL

MD334 YCE YOUTH CAMP
7 月19 日から25 日まで愛知県美浜と京都府にて YCE ユースキャンプに行ってまいりました。E 地区からは 6 名
の来日生と2 名のキャンプスタッフが参加しました。スタッフやライオンを含めると総勢 50 名ほどの大人数でのキャ
ンプでしたが怪我や体調を崩す人もなく過ごせました。1 週間の人種を超えたキャンプ生活は我々ライオンはもと
よりスタッフを務めてくれた YCEOB 生の心の成長に繋がったと確信しています。笑顔有り涙ありのキャンプでした。
地区 YCE 委員長 L. 長橋俊哉

2019-2020 LION SHINANO
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重点
課題

レオクラブ特集

丸子レオクラブ
丸子ライオンズクラブ 10 周年記念事業の一環として丸子
レオクラブ結成をすすめたものと思います。記録では昭和 48
年 8月29日の会議からレオ準備委員会が立ち上がり、途中
には須坂ライオンズクラブ、長野キャビネットを訪問して勉強
したとあります。結成式は昭和 48 年 12月23日丸子町公民館
にて午後 2 時より開催されました。
（丸子 LC 第 10 代会長 L.
滝澤市治、
レオ委員長 L. 田島正一）
認証状伝達式は昭和 49 年 3月26日丸子町公民館。丸
子ライオンズクラブ・レオクラブ合同記念植樹が4月28日丸
子公園で行われました。
レオは丸子ライオンズクラブメンバーの子弟を中心に、
レ
オ委員会が認めた青少年 26 名がチャーターになっており、名
簿も残っています。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

竹
春
柏
田
丸
三
清
篠
綿
田
柏
深
宮
神
丸
依
篠
三
神
青
宮
深
矢
依
松
石

氏
内
原
木
島
山
井
水
原
谷
島
木
井
下
村
山
田
原
井
村
木
下
井
島
田
山
井

名
敬 三
千恵美
保一郎
富美雄
朋 子
久 子
隆 一
秀 男
寿 子
稔
ひとみ
美千子
正 明
理 絵
和 敏
裕 子
幹 男
裕
昌 通
美智江
孝 夫
千津子
ゆかり
理 恵
しのぶ
淳

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

生年月日
30.5.11
30.6.15
31.7.4
31.9.25
31.11.6
32.6.6
32.6.11
33.4.24
33.5.5
33.5.16
33.5.18
33.7.16
34.3.31
34.8.1
34.10.4
35.6.19
35.8.17
35.10.27
36.3.8
36.4.10
37.4.1
37.10.17
38.2.12
38.2.13
38.12.29
34.9.27

学校名および学年
丸子実業高校３
上田染谷高校３
上田東高校２
〃
２
上田染谷高校２
〃
１
丸子実業高校１
丸子中学校３
〃
３
〃
３
〃
３
〃
３
丸子北中学校３
丸子中学校２
〃
２
〃
１
〃
１
〃
１
〃
１
丸子中央小学校６
丸子北小学校６
丸子中央小学校６
〃
５
〃
５
丸子塩川小学校４
丸子中学校２
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丸子レオクラブ
結成式・認証状伝達式

役員

幹
会

事
長

副会長
会
理
理

計
事
事

理
理

事
事

2018.4.1 キャビネット薬物乱用防止パレード参加
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また、記念誌が結成式、5 周年、10 周年、15 周年、20 周年、
25 周年、30 周年、40 周年と発行されており、
当時の活動内容
がよくわかります。活動内容として、鼓笛隊演奏・清掃奉仕・古
切手収集・老人ホーム慰問・スポーツ体験（駅伝やバスケッ
ト、
スキー、
つり、
ソフトボール、卓球等）、座禅やレオ合同キャン
プなど、写真入りで掲載されています。
ＯＢＯＧやレオの原稿とし
て、
レオクラブで経験したこと、
ライオンズクラブへの感謝、
これ
からの希望や決意等がまとめられており感激しきりです。

丸子レオクラブ認証状

丸子レオクラブ旗

2018.11.11 茅野丸子レオクラブ 合同研修会

長野大学 Arasloレオクラブ
レオクラブ結成・チャーターナイトについて
当クラブに長野大学のOB
が在籍しており学生と話をする
機会があった。
そこで学生たち
が与えられたボランティア活動
ではなく、主体的に社会参加
することが重要であると考えて
いることを知った。特に地元の
「子どもカフェ」
を行いたいとい
うことだった。
この目的はライオンズクラブ
のアクティビティとリンクしており
是非その手助けをしたいという
長野大学 Arasloレオクラブ
ことで2018 年 6月22日レオク
認証状
ラブ結成となった。
当初は
「長野大学 SUNレオクラブ」
としてスタートしたが、
会長の海外留学の為リーダー不在となり活動ができなくなった
ため、新制クラブとして名前変更をし、
メンバーの入れ替えを
し
「長野大学 Arasloレオクラブ」
が2019 年 6月にリスタートを
した。
現在は
「みんなの塩田食堂」
を実施しており、今後は小中
学生を対象としたキャンプと
「新こども食堂」実施を希望してい
る。ライオンズクラブとして活動が円滑に進められるようサポー
トしていきたい。
今期、上田城南ライオンズクラブは結成 45 周年を迎える。
その記念事業としてレオクラブチャーターナイトを11月23日
（土）
に実施する。

子ども食堂

レオイベント

2019-2020 LION SHINANO
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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

諏訪湖 LC

結成 60 周年記念式典

2019 年 11 月 16 日

秋深まる諏訪湖の辺り、諏訪湖ライオン
ズクラブ結成 60 周年、諏訪湖ライオンズ
クラブ諏訪和支部結成 40 周年式典が
11月16日
（土）、諏訪市ラコ華乃井ホテ
ルにて、諏訪市長はじめ多くの来賓、仁科
ガバナーやスポンサーの甲府 LCや伊東
LC、裾野 LC、秦野 LC、韓国武道 LCの
県外や海外からの姉妹クラブ、1R1Zはじ
め334-E 地区からの多くのライオン同士を招いて厳粛のうちに
開催され、
総勢 270 余名の盛大な式典が行われました。
式典では、音楽を全て諏訪交響楽団弦楽四重奏の演奏
とし、幹事のL. 岸と諏訪和支部 L. 平林の司会進行により進み
ました。
会長からは式辞の中で
「334-E 地区のファーストクラブとし

長野みすず LC

結成 40 周年記念大会祝賀会

長野みすずライオンズクラブ結成 40 周年記念大会は去る
2019 年 10月30日、長野市にあるホテル国際 21において大勢の
ご来賓及び334-Ｅ地区 2Ｒ3Ｚのクラブ会員など280 名を超える
方々のご出席により盛大に開催されました。記念大会は第一部
記念式典、第二部記念講演、第三部記念祝賀会と3 部から構
成し、第一部記念式典では5 名のチャーターメンバーへの感謝
状と記念品の贈呈、子供施設三帰寮への除雪機贈呈、
フィリピ
ンケソンシティー・カウィリハンライオンズクラブとの国際親善友好
クラブ締結のご紹介など記念大会にふさわしい式典となりました。

14
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1R・1Z 諏訪湖 LC 会長 L. 藤森 和良

ての誇りは受け継がれていること、
ライオンメンバーは地域に
とって
「尊い」存在であり奉仕を通じて地域に貢献しているこ
と、先達に畏敬の念を持ちながら次世代の
「奉仕」
へつなぐ」
と
述べられました。
祝宴も大いに盛り上がり、諏訪湖に生える晴天の中で式典
は幕を閉じました。

2019 年 10 月 30 日

2R・3Z 長野みすずLC 会長 L. 上原 英二

第二部は元ＮＨＫモスクワ支局長小林和男氏によるロシア
の風土・人情についてのご講演をいただきました。
そして第三
部の記念祝賀会は台風 19 号で県内に甚大な被害が及ん
だことから規模を縮小し、
その一部を義援金に充てることにしま
したが、祝賀会は出席者の交流の場となり大きな盛り上がりを
見せる中で閉宴となりました。
当クラブの会員数は長野日大レオクラブ会員も含めると100
名を超える規模となりました。
これからも地域への奉仕活動に
積極的に取り組んでゆきたいと考えています。

ま す ま すのご 発 展を お 祈り 申 し上 げ ま す
松本アルプス LC

結成 55 周年記念大会

当クラブ周年記念式典開催日直前の令和元年 10月12
日から13日にかけて、勢力が今年最強クラスといわれた台風
19 号が日本列島に上陸をし、長野県内をはじめ各地に甚大
な被害をもたらしました。
先ずは被害にあわれた方々に対し心よりお見舞いを申し
上げます。
台風一過の10月14日、松本市高宮東 1 番 28 号、ザ・ブ
ライトガーデンに於きまして、松本アルプスライオンズクラブ結
成 55 周年記念式典を、松本市長菅谷昭様はじめ、
ご来賓
各位ライオンズクラブ 334-E 地区役員各位、
スポンサークラ
ブ、地元ブラザークラブ並びにライオンズクラブ関係者のご
臨席のもと、挙行することができました。
台風の影響により、仁科地区ガバナー、
中村第 1 副地区ガ
バナー、飯田キャビネット幹事が地元災害復旧対応のため式
典出席が叶わなくなってしまった上、式典当日に当クラブのアク
ティビティー関連で予定をしておりました薬物乱用防止の記念
講演や長野県警察音楽隊演奏も中止になってしまいました。
そのような状況の中、急遽、記念講演等を薬物乱用防止
を考える集いに変更し、
当クラブ員の体験談を交えた当クラ

塩尻桔梗 LC

結成 40 周年記念式典

2019 年 10 月 14 日 3R・1Z 松本アルプスLC 会長 L. 藤木 茂

ブ員手作りの記念大会として挙行いたしました。
この記念大会を成功裏に執り行うことができましたことは、関
係各位の皆様、並びにご臨席を頂きました皆々様のご理解
ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
最後に手前味噌になりますが、台風の影響による急激な予
定変更にも対応できた当クラブ員の結束力に敬意を表し周
年記念式典大会の報告とさせていただきます。

2019 年 9 月 22 日

2019 年 9月22日ホテル中村屋にて、塩尻桔梗ライオンズ
クラブ結成 40 周年記念式典が約 100 名の参加で行われま
した。塩尻桔梗ライオンズクラブは、1980 年塩尻ライオンズ
クラブのスポンサーにより、
チャーターメンバー 40 名でスター

3R・3Z 塩尻桔梗 LC 会長 L. 武居 健一

トしました。
現在、4 名のチャーターメンバーも健在で活躍されてい
ます。
塩尻市長小口利幸様はじめ御来賓の皆様、334－E 地区
ガバナー仁科良三ライオンはじめ多くのライオンの皆様のご
臨席を賜り盛大に挙行できました。
式典のアトラクションでは塩尻東小学校の金管バンドの
演奏や、松山三四郎さんの講演「ワインガールズと塩尻の未
来」
が行われ、祝宴の部では若柳流若藤会 植松紅雀さん
による日本舞踊長唄「吾妻八景」
が披露されました。
記念事業としまして、社会福祉事業として塩尻市に車イス
5 台寄贈 地域活性化事業として塩尻市北小野財産区へ日
本土真ん中記念碑建立を寄贈、青少年育成事業として、塩
尻東小学校に楽器購入費助成金を寄贈しました。

2019-2020 LION SHINANO
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Close Up Activity
1R・1Z

諏訪湖 LC

2019 年 9 月 29 日

薬乱防止教室 一人体験劇 薬物依存の恐怖
『ADDICTION 今日一日を生きる君』

茅野 LC

2019 年 10 月 6 日

1R・1Z

晴ヶ峰清掃奉仕活動

伊那 LC

2019 年 10 月 6 日

フードドライブ

「2019 伊那市環境展」
においてフードドライブを実施し
ました。当日は綿あめの無料配布・献眼献血の登録推進
活動も行いました。11 名のクラブメンバーが参加し、寄贈
食品はメンバーを含む33 名から米や缶詰等 228 品目
147.9Kgを集める事が出来ました。お預かりした食品は
10月8日に伊那市社会福祉協議会に寄贈しました。
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2019 年 9 月 14 日
毎年恒例となってい
る、南 知 多 LCとの 合
同アクティビティである
鮮魚配布が下諏訪町
赤砂崎防災公園にて
町の農 業 祭と共に開
催されました。
1100 人を超える町
内外の皆さんが、朝早
くから鮮魚無料配布の
列に並びビニール袋
いっぱいに入った新鮮
な鰯をお持ち帰り頂き
ました。
同会場では、南知多
特産品の販売や南知
多 LCメンバー所属団
体による南知多の海岸
から持ってきた 砂を
使った砂時計のワーク
ショップも行われ大変
賑やかなお祭りとなりま
した。

1R・2Z

駒ヶ根 LC

2019 年 10 月 5 日

寝たきりの患者、
お年寄りの方々が長時間ベットの中で
同じ状態にあると、衣類・寝具により圧迫を受け床擦れに
なります。岡谷ＬＣでは36 年間に渡り床擦れ防止枕を岡
谷市内の病院・社協に作成配布しています。
本年度は家族会員の奥様に裁縫・つつじが丘学園の
児童にビーズ詰め作業をお願いして大・中・小のまくら合
わせて899 個を作成して各病院・社協に配布しました。
1R・2Z

第 39 回 鮮魚配布

毎年恒例の晴ケ峰
清 掃 がレオクラブ、地
元の宮川環境自治体も
参加し行われました。
昨 年、
ゴミを捨てな
いように鳥居を立てた
成果がでたのか、今年
はゴミが少なかったよう
に思います。
もう何 個
か、鳥居を立てたらとい
う声もありました。
諏訪大社のご神体
でもある守 屋 山。モラ
ルを問われます。これ
からもきれいな152 号
線を目指します。
今年は、可燃ごみ59
袋、不 燃ごみ31 袋、古
タイヤ1 本でした。

1R・2Z

下諏訪 LC

岡谷 LC

床ずれ防止枕作り・配布

ライオンズクラブ国 際 協 会 334－E 地 区（長 野 県）
は、
2012 年 5月、長野県との間に包括的連携協定を締結し、
2015-16 年度から連携の窓口となる長野県連携協定推
進室を設置。薬物乱用防止、
ライオンズクエスト
（ライフス
キル教育プログラム）
の推進、子どもの貧困問題への取
り組みなど、県と相互の連携を図っております。
また当ク
ラブは2014 年 11月、安全で安心な地域社会の実現に
向け、青少年健全育成や健康推進、環境保全など、多
分野の事業で連携を図る協定を諏訪市と締結いたしま
した。クラブが取り組む包括的な公益活動について諏訪
市と協働し、
これまでも各学校での薬物乱用防止教室
や地域美化活動を展開しております。
薬物乱用は国や地方行政を挙げ、
その対策を推進
諏訪湖ライオンズクラブ結成 60 周年記念事業は、
こ
すべき現代の社会的課題であります。
とりわけ青少年
の連携協定を背景に、青少年に
「命の大切さと身体の
（子どもたち）
の薬物乱用防止には、行政のみならず教
健全育成」
を訴え、薬物乱用防止を更に推進し、事業の
育現場、地域が一体となっての取り組みが求められてお
公益性や地域との結びつきを一層深めていきたいと思
ります。諏訪湖ライオンズクラブではその課題解決の一
います。例会当日は、
会場外庭イベントも開催し、
クレープ
端 を 担 う べ く、一 人 体 験 劇 薬 物 依 存 の 恐 怖
＆かき氷の無料配布や、諏訪和支部やガールスカウトの
『ADDICTION 今日一日を生きる君』
を、9月29日
（日）
当
クラブ結成 60 周年記念事業公演とし実施いたしました。 皆さんががバザーを行い、大いに盛り上がりました。
1R・1Z

1R・1Z

2019 年 9 月 8 日

環境クリーン事業

9月8日
（日）心配された台風の影響もなく好天に恵ま
れ環境クリーン事業を実施することが出来ました。十二
天を守る会、駒ヶ根市スポーツ少年団、
当クラブ合わせて
500 名弱の皆さんが参加し、
「十二天の森」
「千寿園」2カ
所でそれぞれ整備清掃作業、草取りを行い、
「菅の台の
ライオンズの森」
では、傷んでいた植樹記念碑の新調披
露等を行いました。
十二天を守る会の方が、
「整備作業も助かるが、大勢
の子ども達がこの森に親しみを持ってくれるきっかけにな
るのがうれしい。」
と話されるのを聞きこの活動の意義を
改めて認識しました。

飯田 LC

2019 年 9 月 3 日

献眼者 葬儀参列

8月31日
（土）午後飯田市立病院から連絡を受け、飯
田市立病院の眼科医師により摘出をしていただき信大
付属病院へ搬送いたしました。
9月3日
（火）正午より葬儀式が執り行われ、
クラブより
会長・会計が参列させていただき、感謝状をお渡しいた
しました。

1R・2Z

駒ヶ根 LC

2019 年 9 月 1 日

「ふれあい広場」参加

9月1日に第 35
回ふれあい広場
が 開 催され、今
年もクラブで参加
をしました。
来 場 者にアイ
バンク登 録 やド
ナー登録に協力
いただけるようチ
ラシ配り等 で 啓
発 活 動を行 い、
昨 年から取り組
んでいるフードド
ライブでは、大勢
の皆様から食品
を提供していただきました。送っていただいた食品は駒ケ
根子ども食堂と社会福祉協議会へ送りました。
献眼登録者数 66 名 フードドライブ 120 ㎏

クローズアップアクティビティ
1R・2Z

辰野 LC

2019 年 10 月 12～21 日

第 2 回辰野ライオンズクラブ フードドライブ

昨年度よりの取り組みで、町社会福祉協議会との協
賛により第 2 回辰野 LCフードドライブをボランティアセン
ター秋まつり開催にあわせて行なった。残念ながら、秋
まつりは台風 19 号の影響により中止となったが、
それで
も10月15日から5日間の受け入れで町民 26 人から消
費期限が１ヶ月以上残っている缶詰、乾麺、菓子類及び
新米・昨年度の米など 175 点、総重量 240キロが寄せ
られた。
これらを23日にクラブ役員で仕分け作業し、一部を町
内の
「こどもカフェ」
に提供し、残りを社会福祉協議会へ
通じて町内の福祉施設へ届けられた。
2R・1Z

長野 LC

飯田長姫 LC

2019 年 10 月 21 日

飯田市立動物園及び近隣駐車場清掃奉仕を全員
参加にて実施しました。
環境保全委員会を中心に、全員参加にて、園内及び
近隣駐車場の落ち葉拾い、雑草の除去
作業を行いました。
コカ・コーラボトリング様も環境保全の一環として参加
下さり、飲み物のご提供を賜りました。

第 24 回長野市環境こどもサミット

長野グリーンシティ LC

2019 年 10 月23 日

台風１９号災害 復旧・復興支援チャリティーゴルフ

この度の災害で犠牲
となられた方へ謹んでお
悔やみを申し上げますと
ともに心からご冥福をお
祈りいたします。また、被
害を受けられた皆様へ
は心よりお見舞いを申し
上げますとともに一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
甚大な被害をもたらした台風１９号による被災状況を
受けて、
当クラブとしましてチャリティーゴルフ大会開催の
是非について、慎重に協議いたしまして当初青少年健
全育成事業へのチャリティーアクティビティとして計画して
いましたが、開催目的を台風災害の復旧・復興へのチャ
リティーアクティビティと改めて開催することと致しました。
当日は、受付や会場内に復旧・復興支援金箱を設置
し、被災された方へ少しでも協力できればと思い会員の
呼びかけにより支援金を募りました。おかげさまで参加
者の皆様をはじめ、一般来場者の皆様からも多くの支援
金のご協力をいただきました。
そして、天候にも恵まれ他クラブ、他団体の皆様にご
賛同いただき、91 名の方にゴルフ参加いただきました。
ご協力いただきました皆様、
ご参加いただきました皆様
ありがとうございました。

1R・2Z

飯田市立動物園及び近隣駐車場清掃奉仕

2019 年 10 月 27 日

第 24 回長野市環境こどもサミットが、10月27日
（日）長
野市リサイクルプラザにおいて開催されました。
「自然の
めぐみからエネルギー 地球を未来につなげるために考
えてみよう」
を環境宣言とし、主催は長野ライオンズクラ
ブ、国際ソロプチミスト長野、長野県環境保全協会北信
支部、
ながの環境パートナーシップ会議、長野市、長野
市教育委員会。環境省その他多くの団体からもご協力、
後援をいただきました。
「環境標語コンテスト」
では、小中学生から2,064 作品
ものご応募をいただき、
こどもたちの地球を守ろうと願う気
持ちがとても頼もしく思いました。また、市内の小学校の
皆さんの環境活動報告や学習会などが行われ、一人ひ
2R・1Z

1R・2Z

とりが地球からたくさんのエネルギーをもらっていることで
環境保全・整備ができていることを再確認する良い機会
になりました。長野ライオンズクラブも
「手作りしよう
！環境サ
ミット缶バッチ」
のタイトルで、端切れを使いエコマークやリ
サイクルマークを入れた缶バッチの制作ブースを出しまし
た。台風 19 号による災害のため、環境こどもサミットの開
催を調整していましたが、各団体のご協力により開催す
ることができましたこと、改めて感謝申し上げます。
ひとつしかない地球。台風 19 号が甚大な被害をもた
らしたのも地球温暖化が一つの要因だと思います。今
後も環境保全に関しての意識を向上させ、地球にやさし
い活動をしていきたいと思います。

飯田赤石 LC

2019 年 7 月 15 日

サマー献血

アピタ飯田店駐車場にて、恒例となった
「サマー献
血」
を実施した。飯田女子短期大学「保険奉仕サーク
ル」
の協力もあり、
スムーズに行われた。
当日はあいにくの雨模様であったが、多数の献血者
があり目標が達成できた。
採血量
受付

2R・1Z

105 名
採血者 95 名
400ml × 95 名
合計

長野松代 LC

38,000ml

2019 年 9 月15～16 日

第６回長野松代ライオンズクラブ旗争奪
松代少年野球大会

松代町内外より少年野球 20チームが参加し、今年も
9月15日16日開催いたしました。元気な入場行進・地元
松代少年野球主将の力強い選手宣誓のもと大会が始
まりました。
どのチームも日頃の練習の成果を発揮し、好
プレーの連続でした。白球を追う真剣姿に熱い応援をお
くり、
これからも頑張ってほしい。真っ直ぐな心を持ち続け
てほしい。未来の甲子園球児達 !! 優勝チームは接戦をも
のにした、西寺尾ライオンズでした。賞状・メダル授与を
行い、
Ｌ. 神林隆幸会長より関係者・保護者の皆様への
御礼・選手諸君へエールを送り幕を閉じました。
2R・2Z

須坂 LC

2019 年 10 月20 日

相之島被災地へのボランティア

2R・2Z

中野 LC

2019 年 10 月25 日

第３２回献眼・献腎・物故者法要

台 風 19 号による須
坂市相之島被災地へ
のボランティアに参加。
ライオンは土砂の片
付 け、又、
ライオンの
パートナーは受付等の
お手伝い。
AM8:00 ～ PM4:00
７人
これは須坂市との連
携協定の一環でもあり
ます。

当クラブではこれまでに83 名の物故者による角膜提
供のお手伝いをして参りました。
中野市東山公園「光と愛の像」
の前で、
２Ｚ ゾーン・
チェアパーソン初め、来賓、
ご遺族、
メンバー総勢 30 名
余で法要を行いました。
元クラブメンバーのご主人様より、生前ご本人の意志
で角膜提供されたご挨拶をいただき感銘いたしました。
改めて臓器移植の重大さ大切さを感じました。
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Close Up Activity
2R・3Z

長野中央 LC

2019 年 10 月 27 日

2R・3Z

第 12 回 フードドライブ

長野篠ノ井 LC

2019 年 9 月14 日

第 11 回ふれあい音楽祭

心や身体にハンディキャップのある方のパフォーマンス
発表の場「ふれあい音楽祭」
も、今年で11 回目を迎える
ことができました。
長野中央ライオンズクラブでは、
「食を通じた奉仕活
贈呈式では加藤長野市長様にご挨拶をいただく予定
会場は、新しく完成した篠ノ井交流センター。7 つの団
動」
と位置づけ、約 11 年前より
「フードドライブ」
に取り組
でしたが災害現場へ行かれたため取りやめ、L. 原田会
んでまいりました。
「フードドライブ」
とは、市民の皆様が保
長より、児童養護施設の
「三帰寮」様、
「松代福祉寮」 体が元気あふれるダンスや合奏、合唱など、一年間練習
を積み重ねてきた成果を披露しました。当クラブLPによ
存食を持ち寄り、
それを必要としている施設や団体に寄
様、非営利活動法人の
「フードバンク信州」様、児童自立
付し活用していただく活動となります。
援助ホーム
「夢住の家」様、NPOホットライン信州「信州
る
「どじょうすくい」
や、観客も一緒に
「マンボ№５」
を踊る
今年 10月27日
（日）
にJR 長野駅 2 階東西自由通路イ こども食堂」様の５施設様に食品を寄付させていただき 一場面もあり、会場は多いに盛り上がりました。
ベントスペースにて、長野市との共催で334-E 地区 2R13 ました。
また、物販ブースには、福祉施設による手作りの食品
クラブをはじめ多くの団体の皆様にご後援・ご協力をい
数年前は同様な活動をしている団体等はとても少な
や雑貨などが並べられ、作品を手に取りながらお買い物
ただき、第12回目となるフードドライブを開催いたしました。 かったようですが、少しずつこの活動が全国に広がって
していただくことができました。
当日は、台風 19 号による災害で中止も検討されました
いると聞いております。微力ながらその一端を担ってい
目標は、会場を満席にすることです。来年は、皆さんも
が、大勢の皆様に食品をお持ち寄りいただき、多くの食
るという自負心を胸に、
当クラブも頑張って参ります。
ぜひいらしてください！
品を集めることができました。
このたびのフードドライブにご協力いただいた皆様、
あ
〔結果：食品総数は5,217個、お米230kg、野菜・フルーツ60kg〕 りがとうございました。
2R・3Z

長野みすず LC

2019 年 11 月 3 日

長野日大レオクラブ合同アクティビティー

11月3日
（日）長野日大レオクラブとの合同アクティビティ
を逆谷地湿原で昨年に引き続いての枝打ち作業を行い
ました。
飯綱高原にある善光寺の森一帯にヒノキ・サワラの木
7,500 本が植林され将来（300 年先）
の善光寺屋根の修
復栩葺（とちぶき）
の材料となります。
枝打ちの目的は節目を無くし成長を遅くするため秋のこ
の時期に行なわれている作業です。栩葺き工法は
（3 ㎜以
上の厚さに割いたもの）
お寺の屋根に用いられる工法でサ
ワラ
（水湿に強い）
を材料として1cmに5 個以上の年輪の
ものを使い職人が 3 ㎜以上の厚さに割いて使用されます。
2R・3Z

長野白樺 LC

2019 年 8 月 3～4 日

長野白樺 LC プレゼンツ
ウォリアーズカップ開催

長野白樺 LC PRESENTS2019 ～ 2020WARRIORS
CUP が 8月3・4日の2日間にわたり開催されました。
予選会場は男子が松代高校、女子は埴生中学校で、
決勝は男女ともに松代高校で行われました。当日は気温
35 度を超える暑い日にもかかわらず、
バスケットにかける
選手の情熱を目の当たりにし感銘を受けました。
今後も継続事業のひとつとして子ども達の夢を応援し
ていけたらいいなと思います。優勝は男子が川中島中
学校、女子は川中PRINCESSで、
それぞれ 12月に行わ
れるジャパンカップへの出場権を獲得しました。
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信州新町 LC

長野みすず LC

2019 年 10 月 27 日

長野みすずライオンズクラブ杯
第 9 回 SBC 長野県ジュニアゴルフ大会

今年も長野市森林農地整備課の担当職員の方にの
こぎりを使って行われる作業の手順や注意点を説明して
いただきそれぞれの持ち場に分かれ 2 時間程度の作業
を行いました。
今回も天気に恵まれ作業もはかどりお昼は全員でお
にぎりを美味しくいただき、
また参加メンバー全員に仁科
ガバナーからお土産に温泉まんじゅうを頂戴致しました。
長野日大学園レオクラブの皆さんからは楽しいアクティ
ビティだったのでまた是非一緒に参加したいと意見が多
く聞かれました。今回参加いただいたメンバーはレオクラ
ブ合わせて36 名でした。皆さん大変お疲れ様でした。
2R・3Z

2R・3Z

2019 年 11 月 15 日

避難者への炊き出し
ジンギスカン提供

前日から用意準備をしたジンギスカン40キロ 野菜
等を会員とパートナー 13 名で現地へ出向き、避難所生
活の皆さんに提供する。クラブ間の結束力は最高であ
り、阿吽の呼吸で息つく暇もなくただひたすら焼く。

10月12日の 台 風
の影 響で、
コース上
の倒木や長引く停電
で開催が出来るか心
配でしたが、長野カン
トリークラブの皆様の
おかげで開催する事
が出来ました。
今年は、県内外から小学生・中学生・高校生の合計
101 名の選手の皆様が参加をされ、
あいにくの曇り空・
時折小雨が降りしきる中でのプレーとなりました。
入賞された皆様おめでとうございます。
〈小学生男子〉
1 位 島田楽生人さん 35・37 72
2 位 岩井礼歩さん 37・37 74
3 位 金澤和夢さん 42・36 78

〈小学生女子〉
1 位 窪田沙羅さん 38・36 74
2 位 窪田光姫さん 38・37 75
3 位 吉田沙羅さん 41・36 77

〈中学生男子〉
１位 末廣大地さん 35・36 71
２位 花村秀太さん 36・37 73
３位 橋詰海斗さん 36・37 73

〈中学生女子〉
１位 早川菜々海さん 37・36 73
２位 吉田潔咲さん 36・38 74
３位 川端雪菜さん 38・37 75

〈高校生男子〉
1 位 小澤翼さん 36・33 69
2 位 野村昂生さん 35・35 70
3 位 大川冬陽さん 36・38 74

〈高校生女子〉
1 位 岸田真衣奈さん 41・39 80
2 位 木村彩夏さん 39・41 80
3 位 川端涼香さん 41・40 81

3R・1Z

松本 LC

2019 年 9 月 15 日～16 日

第４１回松本ライオンズクラブ旗争奪
少年軟式野球大会

2019 年 9月15日
（日）
と16日
（月・祝）、
当クラブ41 回目
の継続事業である
「松本ライオンズクラブ旗争奪少年軟
式野球大会」
を神林農村広場とあずさ運動公園に於い
て開催しました。
今大会は14チーム・約 300 人の選手が参加し、秋晴
れの下、熱戦を繰り広げました。
準決勝、決勝戦は9月16日
（月・祝）
に神林農村広場
で行われ、
出場チームの頂点に立ったのは、波田白樺
ジュニアクラブ
（初優勝）、準優勝は菅野ツインズでした。
おめでとうございます！

クローズアップアクティビティ
3R・1Z

松本深志 LC

2019 年 8 月 11 日

長野県護国神社境内清掃
（および 9 月平和の像洗浄作業報告）

3R・1Z

松本深志 LC

2019 年 10 月 20 日

献眼献腎顕彰の碑周辺清掃

3R・1Z

松本アルプス LC

アルプス公園へ山岳案内石板寄贈

当クラブ結成
55 周年記念事
業 の 一 つとし
て、北アルプス
の山 岳 案 内 石
板を松 本 市 の
アルプス公園へ

松本市美須々の長

野県護国神社に於い
て午 前６：00より恒 久
平和祈願の参拝と神
社境内清掃奉仕の催

2019 年 10 月 3 日

設置し松本市へ寄贈しました。
当日は、松本市公園緑地課から3 名、
アルプス公園指
定管理者「TOYBOX」
より3 名、
当クラブより11 名が参
加し、青空の下贈呈式を行いました。
これからアルプス公園に訪れる方々に眺望できる山々
を広く知って頂ければと願います。

しを開催しました。
県 隊 友 会（元 自 衛
官）
の皆さんと共に本
殿に参拝し、玉串を捧
げ、清掃奉仕活動を行
い終了後、松本美須々
会館にて、戦時中を偲
んで県 隊 友 会の皆さ
んと一緒にすいとんを味わいました。
追記として同神社境内に1995 年（藤井安彦会長）設
置させて頂いた
「平和の像」
を9月25日～26日にかけて
業者の方にお願いし、洗浄いたしました。
3R・1Z

松本中央 LC

2019 年 10 月 1 日

美鈴湖湖畔植樹メンテナンス

2019 年 10月1日
（火）、美鈴湖湖畔にて、植樹下草刈
りＡＣＴおよび第 1202 回 10月第一移動例会が開催され
ました。
この例会は植樹を兼ねた例会として、近年に引き続き
事業委員会の協力の下に実施されているもので、今年
はこれまで植樹した桜の木のメンテナンスとして美鈴湖
湖畔の草刈りを行い、大勢のメンバーが参加してアク
ティビティに汗を流しました。
記念碑周辺の倒木した樹の枝や蔓、道路沿いや駐
車場脇の草も取り除き、美鈴瑚周辺の景観がますます
美しくなりました。
※この日のことは10月3日付市民タイムスの記事になりま
した。
3R・2Z

穂高 LC

2019 年 9 月 30 日

有明高原寮慰問

法務省矯正施設有明高原寮慰問を行い、寮生とマ
レットゴルフ大会を行いました。
天候にも恵まれ、
グランドにて大会を行う事ができまし
た。大会は2 回戦行われ、
チームで協力し合い、声を掛
け合い、楽しいマレットゴルフ大会になりました。
その後は、
ライオンズで準備したケーキとお菓子で茶
話会を行いました。寮生たちからは、励ましの言葉や温
かいまなざしに触れ、
有意義な時間が過ごせたとお手紙
をいただきました。

年間スケジュールでは13日に計画されていたが、台
風 19 号の影響で延期となり、
この日に改めて行われた。
急な日程変更もあり、少人数となってしまいましたが、
当ク
ラブで寄贈した同碑の周辺を清掃いたしました。台風一
過の公園は既に一部紅葉が始まっており、落ち葉等を
重点的に片付ける作業を行いました。
3R・2Z

安曇 LC

2019 年 10 月 9 日

豊科公園清掃

環境保全活
動の一環で、安
曇 野 市 内の豊
科 公 園（通 称：
タコ公 園）
の清
掃 を 行 いまし
た。ここには 献
眼 者 慰 霊 碑も
あるので、
８月の
慰霊祭を行った際に雑草取りやごみ収集などの清掃を
したのですが、枯葉が多く落ちていて一昨年植樹した
桜の周囲もきれ
いにすることが
出来ました。市
民 の 方 たちの
憩 い の 場 にな
ればという思い
で行いました。

3R・3Z

塩尻 LC

2019 年 8 月 4 日

高ボッチ草競馬大会

８月4日
（日）全 国
一標高の高い場所
で行なわれる草競馬
大会です。毎年多く
の参 加 者と見 物 客
がこの日のために多
く訪 れます。砂 煙と
馬が走るたびに底か
ら響き渡るひびきの
臨場感は特筆すべ
きものです。午 後 行
なわ れるポニ ー の
部、優勝者に塩尻ラ
イオンズ会長賞を授
与します。
ここでの優勝者は東京競馬場で行なわれる全国大
会に出場できるそうです。
三役、
アクテイビティ委員長、副委員長、PR.IT 委員
長、
ライオンレディ合計 7 名参加

3R・2Z

白馬 LC

2019 年 9 月 5 日

第１５回白馬ライオンズクラブ
マレットゴルフ大会

毎年恒例の
「白馬ライオンズクラブマレットゴルフ大会」
も今年で15 回目の開催となりました。
今年は92 名の参加を頂き、
白馬村・小谷村、両村民
の交流の大会として定着しております。
今後も継続して行きたいアクティビティです。
3R・3Z

明科 LC

2019 年 10 月 21 日

明科駅前剪定作業及びゴミ拾い

明 科 駅 前で、
ツツ
ジ等の剪定・草取り・
ゴミ拾い等、清掃活
動を行った。
ゴミ拾いでは、
「ボ
ランティア精神を学ん
でもうらおう」
というこ
とで明 科 高 校 の 生
徒 約 20 名と合 同で
実施。
たばこの吸い殻や
空き缶・ペットボトル、
ビニール袋等のゴミ
を拾った。
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Close Up Activity
3R・3Z

塩尻桔梗 LC

2019 年 8 月 1 日

じゃがいも掘り大会

毎年、
身障者と保育園児によるふれあいと対話。自然
体験を通じて自然との共生を学び心の豊かさ、収穫する
喜びを体得してほしいジャガイモ掘り大会を開催してい
ます。
塩尻市を始め社会福祉協議会等の協力により今年も
楽しく終了できました。

4R・1Z

上田 LC

2019 年 9 月 8 日

第２９回ライオンズ旗争奪少年サッカー大会

9月8日
（日）上堀グラウンドにてライオンズ旗争奪少年
サッカー大会を開催しました。
市内各地より12チーム、148 名の参加により熱戦を繰り
広げ、すばらしい試合を行いました。ただ、当日は台風の影
響により35℃近くになり、熱中症に充分気をつける様にして
いましたが、試合に熱中するあまり、2 人の子供が具合悪く
なり、すぐさま応急措置を行いましたが、安全面を考慮し、
１
人の子供さんは救急車を呼びました。2 時間ほどで元気に
帰ってきました。無事に大会を終える事ができましたが、来
年以降については時期を考慮する必要があると思います。
昼食時には、
ライオンズメンバーからの野菜をはじめとす
る食材のドネーションを受け、具沢山みそ汁として参加の
選手をはじめ保護者の皆様にふるまい、大変好評でした。
青少年健全育成事業として長年開催してきましたが、今
大会で29 回目となりました。子供たちがサッカーで培った
友情、競争心、礼儀、団結などの精神が、今後の人生に大
きなよい影響を与えており、将来に必ずや役立つものと信じ
ております。今後も継続活動していきたいと思っております。
4R・1Z

上田城南 LC

2019 年 8 月 3 日～4 日

第 37 回少年野球大会

野球大会を通じて
健 全 な 魂（心）
を育
成。37 回目の夏…伝
統ある我がクラブの
大切な地域奉仕アク
ティビティ。1日目は2
回戦まで戦いベスト４
が出そろいました。
２
日目は勝ち上がって
きたチームだけに、
な
かなかの白熱 試 合
が行なわれました。
開 会 式には上 田
市長、
ゾーン・チェア
パーソン、上田ライオ
ンズクラブの会長、幹事さんもお見えになり開会式を盛り
上げていただきました。
大会では、昨年に引き続き上田西高等学校野球部の
生徒さんたちに準備から３日間お手伝いいただきました。
皆様ありがとうございました。地域に支えていただい
ている奉仕活動です。
結果は優勝 城下Ａチーム・準優勝 上田原・築地チー
ム・3 位 真田少年野球チームでした。
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4R・1Z

丸子 LC

2019 年 7 月 28 日

第 3 回ジュニアゴルフ大会・
スナッグゴルフ体験会

3 年前に主催として始めた
「ジュ
ニアゴルフ大会・スナッグゴルフ体
験会」が 3 回目の開催となり、少し
ずつではありますが参加者の増加
をみせています。大会に慣れない
ジュニアゴルフファーの手助けや
将来の夢を持つ子どもたちをお手
伝いすることは大変楽しく、青少年
育成の醍醐味を感じます。スナッグゴルフ体験には子ども
さんとご両親の参加がほとんどで、
まさに夏休みの1日を
楽しんでいただきました。地元にゴルフ場を持つクラブとし
て、各団体様に後援をいただきながら、
レオクラブとの合
同アクティビティとして、
ジュニアゴルフの育成に力を注い
で参ります。今回初めてドローン撮影をお願いしました。

4R・1Z

更埴 LC

2019 年 9 月 26 日

第 4 回更埴フードドライブ事業

新庁舎となった千曲市役所の駐車場にて
【フードドライ
ブ】事業を実施。場所的に一般市民にアピールできる場所
ではあるが、認知度が低い。市報にも載せて広報したが、
今までで一番提供者が少なかった。ただ、9月末の開催
で、新米の採れる時季とあって、古米の出品が多かった。
市内の子ども食堂また生活困窮者等に支援して頂き
たく、千曲市社会福祉協議会へ全てを預託した。
食品数 104 点 米 280.6 ㎏

4R・1Z

丸子 LC

2019 年 8 月 25 日

ベルシティ祭りにおける四献推進活動

当日は丸子中央病院様に場所をお借りして例会を開催
後、ベルシティ祭りに参加し四献推進活動を行いました。ポ
ケットティッシュやチラシの配布は比較的らくにできますが、
献眼登録は簡単ではありません。クラブの委員会を中心に
工夫して、丁寧な説明をした上で登録していただくようにし
ています。この日の登録者数は21 名でした。四献推進活
動は10/13（日）
の産業フェスタに於いてもキャンペーン活
動を展開する予定でしたが台風のため中止になりました。
4R・1Z

東御 LC

2019 年 9 月 21 日

「巨峰の王国まつり」
での
献眼登録呼びかけ

東御市の
「巨峰の王国まつり」
で献眼登録の呼びか
けを行いました。
今年で９年目ですが、
テントにライオンズクラブの風船
を飾ったり工夫をしたところ皆さんの目をひいたようで、多
くの方が集まってくださいました。
花岡市長はじめ50 名の登録をいただきました。この
登録が、実際の献眼に繋がっていくことを願います。
4R・1Z

戸倉上山田 LC

2019 年 7 月 14 日

上山田温泉夏祭り 献眼登録

上山田温泉夏祭りにて献眼登録の呼びかけを行いま
した。
短い時間ではありましたが、大勢の方にご協力いただ
きありがとうございました。

4R・2Z

佐久 LC

アシスト祭り

2019 年 9 月 7 日

障がい者施設ア
シストこまばでアシ
スト祭りが 開 催さ
れ、7 名のメンバー
が 模 擬 店 ボラン
ティアとして参加し
ました。今 年 は 初
めてフライドポテト
の販売を行い、
アシストこまばの皆様や地元の方と交流
を深めました。
収益金の一部をアシストこまばに寄付いたしました。

クローズアップアクティビティ
4R・2Z

小諸 LC

2019 年 10 月 18 日

4R・2Z

献眼者追悼式

上田城南LC上田さくら支部

2019 年 8 月 3 日

児童養護施設
軽井沢学園夏祭り参加

献眼者追悼式を、
2019 年 10月18日に高齢者福祉セ
ンター糠塚園の駐車場の敷地にある顥彰の碑で、
小諸
市献眼運動推進委員会
（小諸市役所、
小諸社会福祉
協議会、
小諸ライオンズクラブ）
の主催で行いました。
本年 1月にお亡くなりになられた渡邉様より、
角膜の提
供をいただきましたので、
ご遺族の方に出席いただきまし
て追悼式を行いました。来賓には、
小諸市長 小泉俊博
様、
長野県議会議員 山岸喜明様、
小諸市議会議長 竹
内健一様にご出席いただきました。ご遺族の方へ、
小諸
市献眼運動推進委員会より感謝状をお渡しし、
顕彰の
碑の前で献花を行いました。
顕彰の碑は、
1998 年に建立、
碑には献眼者の名前が
刻まれており、
故・渡邉真一様の名前が新たに加わり、
こ
れで111 名となりました。
まだまだ献眼活動に対しての意識が低い中、
移植で
しか治らない患者さんに光を与えていただいた渡邉様
に心より感謝申し上げます。

4R・1Z

軽井沢 LC

2019年10月25日

あいさつ運動

1R・1Z

茅野レオクラブ

2019 年 8 月 3 日

茅野市民祭 ちのどんばん祭 太鼓の演奏

▼
▼

丸子レオクラブ

2019 年 9 月 7 日

子どもレストラン

毎月第１土曜日、
ぐらんまるしぇにおいて、子どもレストラ
ンが開催されています。
丸子レオクラブとしてお手伝いをさせていただいてお
り、子供たちと遊んだり、学習支援の活動をしています。
レオの出席は月によってばらつきがありますが、頑張って
都合を合わせるように工夫しています。

望月 LC

2019 年 8 月 8 日

道路清掃

8月8日
（木）朝 6 時より国道 142 号線観音峰入り口付
近から道路沿いのゴミ拾いを行いました。7 名のメンバー
（Ｌ. 上野、最後の写真撮影時不在）
で軽トラック1 台分の
ゴミを集める事ができました。

児童養護施設「軽井沢学園」
の
「かるがく屋台村」
に
参加してアメーラトマトとブルーベリーの生ジュースを手
づくりして参加者に提供した。
アメーラトマトとブルーベリーは、会員が栽培したもの
で美味しいジュースは、
とても好評で学園の児童だけで
はなく多くの参加者に喜ばれました。

ちのどんばん祭の踊りの曲に合わせて約二時間打
1 回目 10月25日 上田東小学校
六百名弱の
「おはようございます」
と。雨模様のなかキ ち続けました。最後の一斉清掃まで参加し子供たちも
しっかりと地域貢献が出来たと思
ラキラした瞳の児童らと気持ち良く爽やか maxでのコ 疲れたと思いますが、
います。
ミュニケーションをとりました。このアクティビティーは上田
さくら支部も一緒に活動をしています。
2 回目 10月25日 菅平小学校
25日は二つの小学校であいさつ運動を実施しました。
菅平小学校では、雨の中気温 6 度でとても寒かったです
が、登校してくる児童たちの明るいあいさつに気持ちと
体が暖かくなりました。

4R・1Z

4R・2Z

4R・1Z

長野大学Arasloレオクラブ

2019年10月19日

10 月 13 日台風 19 号炊き出し

台風 19 号による千曲川の氾濫被害により、上田創造
館に避難された被災者に炊き出しを計画しました。

2R・3Z

長野日大学園レオクラブ

2019年10月5日

保育ボランティア

本レオクラブで企画した保育ボランティアを長野市立
吉田保育園で行った。保育園に入るなり子どもたちは、
私たちの方に飛びついてきた。自己紹介もしないまま、2
歳から6 歳までの子どもたちと様々なことをして遊んだ。
遊戯室では、
ダンス、絵本の読み聞かせ、
ブロック遊び、
園庭では鬼ごっこやおままごとをした。子どもたちも喜ん
でくれ、保育士さんからは
「来てくれてとても助かった」
と
お言葉を頂き、私たちもやりがいを感じることが出来た。
このご縁を大切にして、継続的に活動していきたい。

4R・2Z

佐久レオクラブ

2019 年 8 月 3 日

イベント
（模擬店）のお手伝い

支給した食事
は、
ラーメン 180、
ケバブ 200、
クレープ 150、
たこ焼き 200
温かな食事に
喜んで頂けま
した。

上田ケーブル
テレビ取 材も
受けました!

ライオンズの人達と一緒にかき氷を作りました。機械
が不調だったりして、
バタバタした時もあったけれど、何と
か無事に終わることが出来たので良かったです。大変
だったけれど、
とても楽しかったのでまた機会があればや
りたいです。
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会員増強
セミナー
報告

日時：2019 年 8 月 6 日（火）
会場：松本市
ホテルブエナビスタ
夏真っ盛りの中、松本の地に総勢 160 名 48クラブの会

と思います。奉仕には興味はありますが、毎回の例会参加が

長、幹事、会員委員長の皆さまに集まって頂き、
「会員増強

難しい方や、正会員なみの年会費は負担になってしまうと言

セミナー」
が開催されました。

う方には、賛助会員での募集はいかがでしょうか。

仁科ガバナーの基本方針の
『VI. 会員増強と維持』
の主

以上の地区委員長の私からの熱のこもったうったえがあっ

旨のもとに設けられたセミナーは、仁科ガバナーのご挨拶か

た後は、地区ＦＷＴ委員長中島ライオンからは
「女性会員

らスタートしまして、地区ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＧＳＴ委員長の私から

の増強と進化について」
のしなやかな発表があり、
そして地区

「会員増強 200 名」
のうったえが、静まりかえっている会場に

ＧＭＴコーディネーター武田元地区ガバナーからは
「会員

響き渡りました。

増強と維持」
についてのご講演をいただきました。

今期スタート時の会員数が 1700 名まで落ち込んでおりま

その後壇上にて、各ゾーンチェアパーソンと私とＦＷＴ委

す。10 年前は2029 名でしたが、
この10 年で300 人が減っ

員長による事前クラブアンケートによる
「会員維持と増強につ

てしまいました。今のままでは会員数が 1500 名に近づく事に

いて」
の意見が飛び交うディスカッションとなりました。

なってしまい、334-Ｅ地区の維持が出来なくなります。サッカー

そして最後に、会場に集まって頂いた各クラブの会長が、

で言いますとイエローカード１枚にあたいします。今後も自然

仁科ガバナーに向かって今期のクラブ会員増強目標数字

減少や退会者が出てくるのは避けられませんので、
それを含

の発表がありました。
この発表された目標数字を合計しますと

めて今期はここからＶ字回復するためにも、334-Ｅ地区で会

計 220 名となりました。

員増強 200 名が必要なのです。
そこで一つの方法としては、
ライオンズで言う会員には7 種
類ございます。
まずは正会員・賛助会員・準会員・名誉会
員・終身会員不在会員・優待会員とあります。
基本は正会員での会員数のＵＰをお願いしたいのです
が、
それも現実的に難しい場合として、賛助会員を各クラブ

49クラブの会長の皆さまには、
クラブ会員宣言の目標数
字達成を、何卒よろしくお願い致します。
私、地区委員長として皆さまから要請があれば、是非とも
各クラブの例会に訪問させて頂き、
フェイスtoフェイス、ハー
トto ハートで会員の皆さまに
「会員増強と維持」
についてア
ピールさせて頂きます。

で検討して頂けないでしょうか。本日現在 49クラブ中 13クラ

このセミナーの最後は、地区ＧＳＴコーディネーター甘利

ブが採用しており、32 名の皆さまが在籍されています。正会

元地区ガナバーからこのセミナーの統括をして頂き、120 分

員になる前の段階としての賛助会員の導入も一つの手段だ

が終了致しました。
に渡る熱い熱い
「会員増強セミナー」
今期は4 名のリジョン・チェアパーソンをおいて、
『ゾーンを
越えたリジョン単位での各クラブ支援』
にとりかかって頂き、
ゾー
ン毎に会員数を何名入れるかではなく、
リジョンを越えて話し合
いながらお互いに協力をして助け合って、ガナバー目標数値の
計 200 名増と言う目標達成にとりかかって行きましょう。
人を増やすというライオンズクラブ最大のアクティブティで
あり、334-Ｅ地区共通に出来るアクティブティが、
『会員増
強』
でございます。
皆さまのご協力、何卒よろしくお願い致します。
地区 GMT・GLT・GST 委員長
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L. 有 賀 良 和

青少年 3 委員会報告 活動報告

2019 年 10 月 5 日（土）

地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員長

L. 三 俣 史 博

「青少年 3 委員会合同報告会」
が10月5日
（土）
ホテルメト
ロポリタン長野に於いて開催されました。
ＹＣＥ委員会、
レオ委
員会、
ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会の3 委員会
初の合同報告会として各員会より活動報告が行われました。
当日の会場には他方面より多くのご参加を頂き、各委員会
からの報告もより一層身近に感じることができました。
当委員会では、
ライフスキル教育の、
ライオンズクエストプロ
グラムを２０１６年度より全校で実践導入しております、長野市
立東部中学校の教務主任であります、増田 貢一様より、導
入実践校としての
「ライフスキル学習の取組」
について報告を
して頂きました。
長野市立東部中学校では、毎週水曜日の6 時間目に行わ
れている授業を通して、生徒達がライフスキルを学ぶことによ
り、生徒からは
「あまり話した事のない友達や、声をかけにく
かった友達とも話すことができた。」等の声も出ており、他者との
効果的なコミュニケーションのスキルが身についたり、問題解
決や、
自信をつける方法、
目標設定等の、生きる力が身につく
授業の場となっております。
長野県内ではこのライオンズクエストプログラムを実践導
入している学校が、他には長野日本大学学園と長野市立
緑ヶ丘小学校の3 校ですが、実践導入されているどの学校か
らも、導入前と後では生徒達に良い変化があったと伺っており
ます。
今回の報告会で報告されたように、他委員会の報告からも
感じられたのは、子ども達が積極的に参加して、他者とのコミュ
ニケーションを取り、
自信を持って活動していると言う事でした。
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薬物乱用防止教育認定講師養成講座 実施報告

2019 年 11 月 13 日（水）

地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員長
2019 年 11月13日 松本市のキャビネット事務局にて
「薬物乱
用防止教育認定講師養成講座」
を執り行うことができました。
13：00 ～ 17：00の凝縮された4 時間の間に、講師として医学
博士、県の健康福祉部薬事管理課の係長、警察本部刑事部
の薬物銃器対策係長、県教育委員会保健・安全係の指導主
事、330 複合地区の薬物乱用防止委員会副委員長の5 名をお
招きして、各分野での専門的な講座が行われました。
基礎講座では、医学博士の万本講師より
「薬物乱用と心身へ
の影響」
についての基礎的なお話しをして頂き、
いかに薬物が心
身とって危険なものかと学びました。
専門講座では、県の健康福祉部薬事管理課の係長の大蔵
講師より、県の
「薬物乱用防止対策の取り組み」
について長野県
内での実情や取り組みについて学びました。
警察本部刑事部の薬物銃器対策係長の小平講師による専
門講座では
「長野県における薬物乱用の現状」
をお話し頂き、
身
近な県内での検挙率や事件の事例などを知る事が出来ました。

骨髄バンク推進全国大会 in 長野

また、県教育委員会 保健・安全係の指導主事の齋藤講師に
よるお話しでは
「薬物乱用防止教育の現状」
として、青少年を中
心とした広報、啓発活動や、薬物乱用防止教室の開催について
のお話をして頂きました。
最後に、実践講座として330 複合地区薬物乱用防止委員会
副委員長のL. 寺田より
「薬物乱用防止教室の現状」
として、学
校へのアプローチのやり方や、実際の活動についての話を聞くこと
ができました。
基礎講座から専門講座、実践講座と内容の濃い講座となりま
した。
受講者数50名、内（新規41名、更新3名、
ゴールド新規3名、
ゴールド更新 3 名）。昨年より新規受講者数が多く、
この活動の
必要性を感じます。
受講者、関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

2019 年 9 月 21 日（土）JA 長野県アクティーホール

地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員長
当日開場 1 時間前に会場に向かって歩いていると、前を歩く75
歳くらいの男性に声を掛けたら
「今日は北海道札幌を朝 6 時に出
発して羽田へ、
それから新幹線で長野へ、駅から歩いてここまでき
ました。骨髄移植をして、
こんなに元気になったので、毎年全国大
会には参加させてもらっています。」
とのこと、骨髄バンクのおかげ
で命と元気を取り戻した喜びに満ち溢れていました。当日の全国
大会には約 250 名の参加をいただき、
ライオンズクラブ関係の参
加は63 名でしたが、公益財団法人日本骨髄バンク 広報渉外
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L. 三 俣 史 博

L. 北 澤 泰 夫

部ドナー登録担当の鈴木慶太様より感謝のメールをいただき、
参加された皆様によろしくお伝えください、今後とも宜しくお願いい
たします、
とのことでした。
ドナー登録をしても移植を希望している人
の型は1 万種類もあって、
より多くの登録が必要であると痛感をし
たところです。334-E 地区でも各リジョンごとに骨髄移植の講習会
それぞれ
を2020 年 3月にかけて実施する計画を進めております。
のリジョンの委員さんの計画により、大勢の皆さんの参加を宜しく
お願いします。

地域活性化フォーラム in 坂城

2019 年 11 月 2 日（土）
地区 FWTコーディネーター

11月2日、坂城町に於いて
『地域活性
化フォーラム』
を開催致しました。
冒頭仁科地区ガバナーより台風 19 号
で被害に遭われた皆様方へお見舞いの
言葉があり、
こういった時こそボランティアと
して汗を流し奉仕する会の姿勢を改めて
示して頂きました。
一部はＬ竹内正美の講演に始まりコミュニケーション力が地域
社会を支える事の大切さを学びました。
二部では山村坂城町長、仁科地区ガバナー、
山浦長野県公
安委員長、
引き続きL. 竹内の進行でパネルディスカッションに入り
ました。

『情熱 思いやり 努力』
のガバナースローガンに立脚したコン
ソーシアムの目指すものとは…それは子供達を健全に育み導く事の
重要性に触れられました。
山村町長の進める世界をグローバルな視点からの外国からの
ホームステイ事業。
仁科地区ガバナーからは千曲川ベルトラインでの必要とする学
校設立構想。
山浦委員長からは子供（幼稚園）
～老人までの触れ合い構想。
将来世界を担う未来の宝物を今から皆で大切に育てて行く正
にセカンドセンチュリーとしての重要性を説かれた会でありました。
当日は100 名に近い皆様にお集まり頂き、感謝と尊敬の気持ちを
込めまして御礼申し上げます。

佐藤義雄前国際理事退任慰労会
去る10月24日ホテルメトロポリタン長野において
「佐藤義雄前
国際理事退任慰労会」
が開催されました。台風の影響で新幹線
が不通になり車で駆けつけていただいた方もたくさんおられました。
ご挨拶をいただいた皆様からはこの度の長野県内広範囲にわたり
甚大な被害をもたらした台風 19 号で被害に遭われた方々にお見
舞いのことばを沢山いただきました。何よりも国際理事としてご活躍さ
れた佐藤義雄前国際理事の労をねぎらう力強い言葉が多く聞か

L. 作 田 光 代

2019 年 10 月 24 日（木）

れました。パーティーでは、全国の台風被害からの復興と佐藤義雄
前国際理事をはじめ複合地区ライオンズクラブの今後の活躍と発
展を祈念し、改めて一歩を踏み出す力強い
「ウィサーブ」
の声が響
き渡り、
その後和やかなムードの中ご参加いただいた皆様が親睦を
深めました。結びに334-E 地区ガバナー L. 仁科良三のご挨拶で
閉会となりました。
▼動画で臨場感をお楽しみください
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25

きらびと
2R・1Z 長野グリーンシティLC L. 宮坂 和彦
日頃のアクティビティにお仕事とメンバー皆様のご活躍に感謝申し上
げます。今回は趣味の繋がりが縁でライオンズクラブの活動をされている
お二人のライオンをご紹介します。
さて、突然ですが皆さんは
「トライク」
という乗り物をご存じでしょうか ?
三輪車のオートバイ? 自動車 ? どっち?
まずご紹介するのが、
トライクの長野県唯一の取り扱い店、
オートパー
ツマップ代表 宮坂和彦（長野グリーンシティーライオンズクラブ所属）
で
す。車はもちろんのことトライクをオリジナルにカスタマイズして製造、販売
しています。
トライクはベースとなるオートバイ
（50 ㏄スクーターから大型二輪まで）
をご予算、車種ともにお客さまのご要望にあわせて三輪にカスタマイズし
ていきます。だから完全オリジナルで世界に1 台だけのオーナーさんとなる
わけです。
L. 宮坂が起業して27 年、
トライクを取り扱って20 年。国内数あるショッ
プの中でも全国各地からL. 宮坂の腕前を聞きつけて依頼があり手がけ
たトライクは２００台を超えています。
そんなトライクの魅力とは…
・オートバイのように開放的な体感で、ヘルメットをかぶらなくても乗れる。
・三輪で安定感があるため老若男女、幅広い世代が楽しめる。
・乗車人数が2 ～ 4 名程度乗れて荷物も運べる
・なにより二輪免許がいらない
（普通車免許で運転できる）。
など、様々な魅力に溢れています。
そのトライクオーナーでもあるL. 山岸は、L. 宮坂のスポンサーという間
柄でもあり、共通の趣味としてツーリングをされることもあるとか。
大人が楽しめる乗り物遊びをしていこう! と、L. 宮坂が毎年企画・開催
しているイベントが
「432ツーリング」
です。
「432」
とは 四輪車（RV 車、
ク
ラシック、
スポーツカーなど）
・三輪車（トライク）
・二輪車（オートバイ）
のこ
とで、
自慢の愛車が一同に集い、
そのツーリングの様子を同行する撮影
部隊が陸空から撮影し、美味しいお昼ご飯のお店などを目指すという
ツーリングイベントです。
撮影画像はDVDとして参加者にお渡ししています。
その完成度の高い
映像を楽しみに毎年参加される方もいるほど。参加者は幅広く20 代～60
代の男女オーナーさんと、
そのご家族やご友人。
もちろんライオンズメン
バーも多く参加されています。一緒に大人のツーリングを楽しむ仲間を随
時募集中。
ご興味のある方はL.宮坂までお気軽にお問い合わせください。
（取材／長野グリーンシティLC
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江口 幸次）

2R・1Z 長野 LC

L. 山岸 隆久

2003 年に長野ライオンズクラブに入
会されたL. 山岸隆久は、
およそ24 年前
の奥様の誕生日に有限会社庭隆を設
立。造園外構など外回りのデザインから
施工・管理のお仕事をされています。L.
山岸が全てにおいて大切にしている
『こだ
わり』
についてお聞きしました。
仕事では、常にお客様の立場になり、使いやすく、過ごしやすいデザインを
意識して厳しく丁寧に、
ご要望以上の仕事を心がけておられます。自ら遠方
の畑まで出向き、多くの樹木の中から庭の完成イメージに合う
『こだわり』
の木
を選ぶそうです。
「完成した庭を眺
めて日々を過ごし、楽しんでいただ
けることが何より嬉しい」
とおっしゃい
ます。
また、今年で17 年目のライオン
ズ活動の中で印象に残る出来
事はというと、
「最も忘れられない
のは幹事をした2014 年、
エクステンションメンバーとして長野グリーンシ
ティ L.Cの立ち上げに携わったこと。当時、
ご協力いただきました皆様には
大変感謝しております。当時の会長、L. 福島一明、公認ガイディング・ラ
イオン、L. 仁科良三（現ガバナー）
をはじめグリーンシティL.Cの皆様とさま
ざまな行動をともにし勉強させていただきました。
そして、同年開催された
『第 39 回長野ライオンズ旗争奪信越選抜少年野球大会』
では、天候に
より予定通り大会が終了できず選手たちが閉会式に参加できないというア
クシデントがありました。スポーツを経験している私にとって頑張った選手
たちをどうしても閉会式でのメダル授与に
参加させてあげたい、
という私の
『こだわ
り』
の思いに、大勢の方々のご協力のもと
選手全員で閉会式を迎えることができまし
た。後日、保護者の方から感謝の手紙を
いただいたことがとても嬉しかったことを覚
えています。」
そんな熱い想いを秘めたL.山岸の趣味はバドミントン、
テニス、車とトライク。
「10 年ほど前にトライクを知り、
『オートパーツマップ』
でL. 宮坂に出会
い、
トライク製作を依頼したのがL. 宮坂とのお付き合いの始まりです。
『こ
だわり』
の愛車は2 台目トライク
（ドラッグスター1100cc）
とインパラ1961
年型（自分の生まれ年）。自分のスタイルにフィットする最高の一台にカス
タマイズしました。夏のオフはトライクで海に行き、
のんびり過ごし、
またトラ
イクで風を感じながらゆったりと帰る…夏の楽しみです」。
来シーズンには大型二輪免許取得予定 !とのこと。次回の
「432ツーリ
ング」
でL. 山岸の
『こだわり』
の愛車を見させていただけることを楽しみに
しております。
（取材／長野グリーンシティLC 江口 幸次）

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。

3R・2Z 高瀬 LC

L. 勝野 則男

今年の6月、3R2Zの引継ぎ例会
が高瀬 LCのホストにて開催され私も
参加させていただきました。諸々の会
議や引継ぎが終わり、
ちょうど喉が渇
いて来た頃、懇親パーティーが始まり
ました。ウィサーブの発声にグラスの
ビールを一気に飲み干し、
しばし歓談
の時を過ごしていました。すると何やら
バンドメンバーが演奏の準備を始め
ました。
ギターを肩に掛け颯爽と登場した
のが勝野さんでした。私にとっては懐
かしい
【ベンチャーズサウンド】
です。私くらいの年代の方なら誰でも
【ダイ
アモンドヘッド】
のメロディーを口ずさめるハズです。
とにかく生き生きとして
【カッコイイ!】
のです。
この事をきっかけに今回取材させて頂く
こととしました。
勝野さんのベンチャーズとの出会いは、
中学生の頃です。友人とバン
ドを組み卒業パーティーで演奏、高校時代は文化祭で、
そして専門学校
の卒業パーティーでもやはりステージに上がりました。 それから社会人と
ギ
なり会社を興し、仕事一途の生活を送り、学生生活を終えてからは、
ターに触れず30 年の月日が流れました。
50 歳を迎えた時、
ある懇親会での演奏をバンドを組んでいる友人に
依頼しました。
そうしたところ
『勝野さんも一緒にやりましょうよ!』
と誘われ、
そし
て、二つ返事 ! 新しくギターを購入し、
またバンド活動の再開です。
それ
以来、地元商店街の夏祭り・生ビール祭りなど、
また、
お声がかかればよ
その会社の忘年会等でも演奏しています。バンド名は
【Smile Vox】…
【笑顔と音】…と言う意味だそうです。
【笑顔で音楽を楽しもう!】
をモットーにバンド活動に励んでいる勝野さ
ん。 勝野さんは、歯科技工士 30 名を率いる
【歯科技工ラボ・㈲デンタ
ルクラフト】
を経営されております。事務室にいらっしゃる事務員さん、
ラボ
で作業されている技工士さん、
すべての方が笑顔で仕事に励んでおら
れ、勝野さんのお人柄が会社全体に行き渡っていると思いました。 取
材の結びに
『ご要望をいただければ、地域・社会貢献の一環としてボラ
ンティアで演奏に参ります！』
とおっしゃる勝野さん。 笑顔で取材に応じて
くれる勝野さんを前に、
【仕事の時・L.の時・バンド演奏の時…その全て
が笑顔で味付けされているんだな!】…と感じました。
（取材／穂高 LC

L. 高山 修一）

3R・2Z 穂高 LC

L. 宇留賀 元亮

穂高 LCの大先輩である
宇 留 賀さんのオーディオ
ルームに招いていただいた
のは、私が穂高 LCに入会
して間もない頃でした。
防音を施した部屋に通さ
れてまず目に入ったのが床
に横たわる、
【黒色の土管】
でした。
【これは何ですか？】
と尋ねてみると
【これは低音
を出すスピーカーだよ】
と教えてくれました。昔、松本の中劇と言う映画館
に映画を観に行ったとき、
このようなスピーカーがスクリーンの下に横た
わっていたような覚えがあります。
宇留賀さんがオーディオに興味を持ったきっかけは、高校時代に遡り、
同級生が
【ラジオいじり】
や
【レコード鑑賞】
を楽しんでいた事に影響を受
けたようです。
それから宇留賀さんは、
オーディオの世界に引き込まれること
になります。若い頃は、
アンプやスピーカーを自分で作り、
【自分流の音】
づ
く
りに没頭したそうです。凝り性のあまり、
【家族に怒られるような高価な買い
物を幾つもしたよ!】
と苦笑い…
好きな音楽のジャンルは、
クラッシックとジャズだそうで、
オーディオ
ルームや別室のライブラリーには、
おおよそアナログレコードが 1000 枚、
CD2500 枚、映画鑑賞のDVD・Blu-ray が 400 枚ほどあるそうです。
音楽やオーディオに詳しくない私は、DVDの映画を鑑賞させていただ
きました。
【黒色の土管】
から絞り出される重低音は、私の腹の底に響き、
さなが
ら映画館で映画を観ているかのような錯覚に陥りました。宇留賀さんは、
明治１８年創業の
【わさび漬け】
を主力商品とする漬物会社・丸佐食品
株式会社の会長を務められており、安曇野穂高地区で最初に
【わさび
漬け】
を製造販売した会社としても知られています。
取材の最後に、人生や仕事上でのモットーとしている言葉はあります
か?とお尋ねしました。
【すぐやる! 必ずやる! 出来るまでやる!】
と言うお言葉
が返って来ました。
仕事も一生懸命、趣味も一生懸命…凝り性で一途なお人柄をうかが
える宇留賀さんのお言葉でした。
（取材／穂高 LC

L. 高山 修一）
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新入会員の紹介
1R・1Z
諏訪湖 LC

1R・1Z
諏訪湖 LC

1R・1Z
諏訪湖 LC 諏訪和支部

L. 竹下明彦

L. 長濱敢史

L. 小池真奈美

L. 小林ひろ美

入会年月日：2019 年 10月7日
業
種：動物病院
スポンサー：小泉和彦

入会年月日：2019 年 11月12日
業
種：IT 関係
スポンサー：藤森和良

入会年月日：2019 年 10月22日
業
種：鍼灸師
スポンサー：岸 昌代

入会年月日：2019 年 10月22日
業
種：飲食業
スポンサー：宮澤恵理子

1R・1Z
諏訪湖 LC 諏訪和支部

1R・1Z
岡谷 LC

1R・1Z
岡谷 LC

1R・2Z
飯田 LC

L. 横山朋子

L. 工藤泰一

L. 山本まゆみ

L. 池戸克彦

入会年月日：2019 年 10月22日
業
種：ペットトリマー・サービス業
スポンサー：岸 昌代

入会年月日：2019 年 7月11日
業
種：金融業
スポンサー：風間賢男

入会年月日：2019 年 11月1日
業
種：精密
スポンサー：北原博明

入会年月日：2019 年 9月5日
業
種：金融業
スポンサー：折山比亭呼

1R・2Z
飯田 LC

1R・2Z
伊那 LC

1R・2Z
伊那 LC

1R・2Z
駒ヶ根 LC

L. 夏目修己

L. 春日寿子

L. 田畑和輝

L. 小池正治

入会年月日：2019 年 9月5日
業
種：金融業
スポンサー：折山比亭呼

入会年月日：2019 年 9月1日
業
種：小売業
スポンサー：細江友子

入会年月日：2019 年 9月1日
業
種：社会保険労務士
スポンサー：吉澤文男

入会年月日：2019 年 8月23日
業
種：小売業
スポンサー：松井良介

1R・2Z
駒ヶ根 LC

1R・2Z
駒ヶ根 LC

1R・2Z
駒ヶ根 LC

1R・2Z
飯田赤石 LC

L. 登内瑞貴

L. 中島和彦

L. 横田克彦

L. 北澤哲也

入会年月日：2019 年 8月23日
業
種：サービス業
スポンサー：新井 博

入会年月日：2019 年 8月23日
業
種：電気工事業
スポンサー：北原公和

入会年月日：2019 年 8月23日
業
種：医療
スポンサー：新井 博

入会年月日：2019 年 3月13日
業
種：内装業
スポンサー：村澤英彦

1R・2Z
飯田赤石 LC

L. 林

1R・2Z
飯田赤石 LC

琢男

入会年月日：2019 年 3月13日
業
種：自動車販売業
スポンサー：村澤英彦

2R・1Z
長野千曲 LC

L. 藤岡

L. 佐々 徹
入会年月日：2019 年 7月10日
業
種：保険代理店業
スポンサー：木下健示

2R・2Z
須坂 LC

晃

入会年月日：2019 年 10月1日
業
種：不動産業
スポンサー：増田悌造

2R・3Z
長野中央 LC

2R・3Z
長野中央 LC

2R・3Z
長野中央 LC

L. 青木信一郎

L. 大久保

入会年月日：2019 年 7月1日
業
種：団体職員
スポンサー：小柳邦義

入会年月日：2019 年 7月25日
業
種：地質調査業
スポンサー：原田浩道

2R・3Z
長野篠ノ井 LC

健

2R・3Z
長野みすず LC

L. 北村裕一

L. 鹿熊

入会年月日：2019 年 7月25日
業
種：教育・学習支援事業、人材育成事業
スポンサー：﨤町とも子

入会年月日：2019 年 8月6日
業
種：保険業
スポンサー：中村英博

入会年月日：2019 年 8月1日
業
種：建設業
スポンサー：松野是邦

L. 小林

直

入会年月日：2019 年 8月1日
業
種：放送局
スポンサー：仁科良三

3R・1Z
松本 LC

2R・3Z
長野みすず LC

L. 小松

浩

入会年月日：2019 年 8月1日
業
種：金融業
スポンサー：金澤正明

3R・1Z
松本 LC

L. 大塚紀江
入会年月日：2019 年 7月25日
業
種：サービス業
スポンサー：竹内伊吉

2R・3Z
長野みすず LC

L. 田部孝治

2R・3Z
長野みすず LC

崇

L. 小林順一
入会年月日：2019 年 8月1日
業
種：安全施設設置
スポンサー：高橋和夫

2R・3Z
長野みすず LC

2R・3Z
長野りんどうLC

L. 村田 勇

L. 柄沢智美

入会年月日：2019 年 9月1日
業
種：エクステリア工事業
スポンサー：金澤正明

入会年月日：2019 年 10月1日
業
種：金融業
スポンサー：福田正利

3R・1Z
松本 LC

3R・1Z
松本 LC

L. 牧野香太郎

L. 内山康翁

L. 古屋浩規

L. 塚田将平

入会年月日：2019 年 7月16日
業
種：放送局
スポンサー：有賀 正

入会年月日：2019 年 8月20日
業
種：建築大工業
スポンサー：濵 恒徳

入会年月日：2019 年 8月6日
業
種：建築業
スポンサー：鈴木 正

入会年月日：2019 年 8月6日
業
種：印刷業
スポンサー：降幡善和

3R・1Z
松本 LC

L. 平沢

3R・1Z
松本 LC

衛

入会年月日：2019 年 8月6日
業
種：飲食業
スポンサー：濵 恒徳

3R・1Z
松本アルプスLC

3R・1Z
松本アルプスLC

L. 吉澤裕美

L. 宇留賀

入会年月日：2019 年 9月17日
業
種：弁護士
スポンサー：菊池宏一郎

入会年月日：2019 年 8月28日
業
種：映像制作全般
スポンサー：藤木 茂

3R・1Z
松本アルプスLC

裕

3R・1Z
松本アルプスLC

L. 瀧澤章裕

L. 吉村結城子

L. 小林

入会年月日：2019 年 8月28日
業
種：電気工事設備
スポンサー：藤木 茂

入会年月日：2019 年 8月28日
業
種：利き酒師・司会業
スポンサー：藤木 茂

入会年月日：2019 年 9月18日
業
種：灯油販売・中古車販売
スポンサー：藤木 茂

3R・3Z
塩尻桔梗 LC

28

1R・1Z
諏訪湖 LC 諏訪和支部

章

4R・1Z
坂城 LC

3R・1Z
松本アルプスLC

L. 久保田 実
入会年月日：2019 年 8月28日
業
種：保険代理店・自動車販売
スポンサー：古畑俊明

3R・2Z
白馬 LC

L. 丸山一馬
入会年月日：2019 年 9月5日
業
種：ホテル業
スポンサー：徳竹禎三

4R・2Z
臼田 LC

L. 加納直樹

L. 竹内正美

L. 内藤晃央

入会年月日：2019 年 7月1日
業
種：印刷業
スポンサー：牧野司

入会年月日：2019 年 9月1日
業
種：県議会議員
スポンサー：滝澤 巖

入会年月日：2019 年 10月1日
業
種：販売業
スポンサー：佐々木 孝
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2019-2020 キャビネット活動記録（2019.12.31 現在）
月

6
8
9

日

火
木
金

19

月

20
21

火
水

26
27
28

月
火
水

29

木

30
31
1

金
土
日

8 22 木

9

10

2

月

6
10
11
12

金
火
水
木

13

金

14
17
18
19
21
22

土
火
水
木
土
日

25

水

29

日

1

火

5

土

6
7

日
月

9

水

10

木

11

金

内容

会員増強セミナー
第１回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会
第１９回ライオンズクエストワークショップ
第１回３３４複合地区国際大会委員会
令和元年度薬物乱用防止指導員研修会
（～ 20日）
2019-20 年度 第 1 回全国ガバナー会
（社員総会）
第１回地区ＹＣＥ委員会
１リジョン１ゾーン ガバナー公式訪問
第１回３３４複合地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
２リジョン３ゾーン ガバナー公式訪問
第４回リジョン・チェアパーソン会議
２リジョン２ゾーン ガバナー公式訪問
第１回３３４複合地区奉仕事業委員会
（ＧＳＴ）
３リジョン２ゾーン ガバナー公式訪問
１リジョン２ゾーン ガバナー公式訪問
第１回地区ＹＣＥ－ＯＢ会
３リジョン１ゾーン ガバナー公式訪問
第１回３３４複合地区会員増強委員会
（ＧＭＴ）
第１回３３４複合地区指導力育成委員会
（ＧＬＴ）
４リジョン１ゾーン ガバナー公式訪問
国際会長公式訪問
４リジョン２ゾーン ガバナー公式訪問
第２回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第２回地区行政包括連携協定推進室会議
長野篠ノ井 LC 第１１回ふれあい音楽祭
３リジョン３ゾーン ガバナー公式訪問
第１回地区マーケティング・コミュニケーション委員会
２リジョン１ゾーン ガバナー公式訪問
骨髄バンク推進全国大会
塩尻桔梗 LC 結成４０周年記念式典
第１回地区ＦＷＴ委員会
第２回地区ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＧＳＴ委員会・地区ＦＷＴ委員会合同会議
諏訪湖 LC クラブメインアクティビティー「薬物乱用防止教室」
第１四半期会計監査
第２回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会
第２回地区ＹＣＥ－ＯＢ会
青少年３委員会合同報告会
第２回地区ガバナー名誉委員会
第１回３３４複合地区国際理事候補者支援委員会
松本 LC チャリティーゴルフ大会
上田城南 LC 第１０回チャリティーゴルフコンペ
第２回３３４複合地区ＹＣＥ委員会
19-20 年度 上級ライオンズリーダーシップ研究会
（ALLI）
（～ 13日）
第１回臨時ガバナー協議会
第２回３３４複合地区会員増強委員会
（ＧＭＴ）

場所

松本市 ホテルブエナビスタ
松本市 キャビネット事務局
長野市 長野市立緑ヶ丘小学校
名古屋市 複合地区事務局会議室
東京都 SP 神保町第３ビル
東京都 東京プリンスホテル
松本市 キャビネット事務局
茅野市 マリオロイヤル会館
名古屋市 複合地区事務局会議室
長野市 ホテル国際 21
長野市 割烹さがみ
須坂市 スザカ迎賓館
名古屋市 複合地区事務局会議室
安曇野市 穂高神社参集殿
駒ヶ根市 JAアイパル伊南
松本市 キャビネット事務局
松本市 アルピコプラザ

月

10

名古屋市 複合地区事務局会議室
千曲市 杏泉閣
名古屋市 キャッスルプラザ
軽井沢町 万平ホテル
松本市 キャビネット事務局
長野市 篠ノ井交流センター
塩尻市 ホテル中村屋
松本市 キャビネット事務局
長野市 ホテルメルパルク長野
長野市 ＪＡ長野県ビル・アクティーホール
塩尻市 ホテル中村屋

日
14

11

内容

月

15

火
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水
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金
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24

水
木
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金

29
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1
2
3
7
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火
水
金
土
日
木
火
水
木
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金

16
18
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土
月
木
金
土

24

日

26

火

2
5
6
14

月
木
金
土

19

木

22

日

25

水

松本市 キャビネット事務局
諏訪市
松本市 キャビネット事務局
長野市 メ
トロポリタン長野
飯田市 桜亭
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
上田市 丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部
名古屋市 複合地区事務局会議室
名古屋市 ナゴヤキャッスルプラザ
名古屋市 複合地区事務局会議室

12

場所

松本アルプスLC 結成５５周年記念大会
松本市 ザ・ブライトガーデン
丸子・茅野レオクラブ合同研修会
茅野市 蓼科東急ホテル
第２回３３４複合地区国際大会委員会／第２回３３４複合地区管理委員会
名古屋市 複合地区事務局会議室
第２回３３４複合地区家族及び女性委員会
第２回ゾーン・チェアパーソン会議
長野市 ホテル国際 21
第２回地区ガバナー・キャビネット会議
長野県薬物乱用防止指導員研修会
塩尻市 総合教育センター
第１回３３４複合地区会則委員会
名古屋市 複合地区事務局会議室
第１回３３４複合地区マーケティング・コミュニケーション委員会
第２回３３４複合地区ガバナー協議会
名古屋市 キャッスルプラザ
佐藤義雄前国際理事退任慰労会
長野市 ホテルメ
トロポリタン長野
第２回地区レオクラブ委員会
松本市 キャビネット事務局
中野 LC 第３２回献眼、献腎、物故者法要及び結成５６周年記念例会
中野市 柳長料理店
日本赤十字社長野県支部創立 130 周年記念大会
長野市 ホクト文化ホール
第１回緊急地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
長野市 長野連絡事務所
長野みすずLC 結成４０周年記念式典
長野市 ホテル国際 21
長野県との懇談会
長野市 ホテル国際 21
坂城町 中心市街地コミュニティセンター
「地域を活かす社会貢献」講演会
２０１９献眼講演会
長野市 長野県長野福祉事務所
第５８回東洋・東南
（OSEAL）
フォーラム
広島市
３３４複合地区第１副地区ガバナー・第２副地区ガバナー研修会
名古屋市 ホテルキャッスルプラザ
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
松本市 キャビネット事務局
第３回３３４複合地区ＹＣＥ委員会
名古屋市 複合地区事務局会議室
第３回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
松本市 キャビネット事務局
第１回地区ガバナー名誉委員会・地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会合同会議
諏訪湖 LC ６０周年・諏訪和支部 ４０周年 記念式典
諏訪市 RAKO 華乃井ホテル
第２回３３４複合地区奉仕事業委員会
名古屋市 複合地区事務局会議室
第２回地区環境保全委員会
松本市 キャビネット事務局
第２回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
長野大学 Arasloレオクラブチャーターナイト
上田市 上田東急ＲＥ
Ｉホテル
第２回地区ＹＣＥ委員会
第３回地区ＹＣＥ－ＯＢ会
松本市 キャビネット事務局
ＹＣＥ冬期オリエンテーション・壮行会
塩尻桔梗 LC 結成４０周年第８回車イスダンスライオンズカップ
塩尻市 吉田防災コミュニティセンター
第２回地区ＦＷＴ委員会
松本市 キャビネット事務局
第３回地区ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＧＳＴ委員会・地区ＦＷＴ委員会合同会議
第２回ＧＡＴ会議
東京都 東京プリンスホテル
第２回３３４複合地区マーケティング・コミュニケーション委員会
名古屋市 複合地区事務局会議室
第２回３３４複合地区会則委員会
長野篠ノ井 LC 第４回ライオンズこども食堂
長野市 篠ノ井交流センター
第３回地区ＦＷＴ委員会
松本市 ホテルブエナビスタ
ＦＷＴ合同入会・次世代交流会
第４回地区 YCE－OB 会
松本市 キャビネット事務局
ＹＣＥ冬期来日クリスマス会
ＬＣＩ
Ｆセミナー
長野市 ロイヤルホテル長野

2019 献眼講演会「角膜移植がもたらす喜び」2019 年 11 月 3 日（日）長野県長野保健福祉事務所
地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員長

L. 北 澤 泰 夫

地区 GST コーディネーター L. 甘利直和のご指導のもと、長野県アイバンク臓器移植推進協会の協力をいた
だき、
中島昭司氏、青柳康二氏から講演をしていただきました。日曜日ということで参加者が少ないのではないかと心
配をしていましたが約 100 名の参加をいただき有意義な講演会となりました。私もライオンズクラブ入会 30 年を迎え
ようとしていますが、入会当初献眼事業は真っ先に取り組んだ事業だったことを鮮明におぼえております。
今回あおやぎ眼科院長の青柳康二氏の
「角膜移植の実際」
の講演では実写版の移植手術の画像を見ること
ができ、大変感動と興奮をいたしました。角膜移植はライオンズクラブ奉仕活動の原点であると思っております。
今後も地味ながら、
そして必要な活動でありますので会員の皆様の行動力に期待申し上げております。

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。

故 L. 松本

東

献眼者ご芳名

2R・3Z 長野みすず LC
2019 年 10 月 23 日 逝去

故

地区名誉顧問・元地区ガバナー

下澤 優也様

献眼発生日 2019 年 7 月 24 日
取扱いクラブ：1R・2Z 飯田 LC

故

L. 奥原 明

献眼発生日 2019 年 7 月 25 日
取扱いクラブ：1R・1Z 諏訪湖 LC

故

岡村 好宏様

献眼発生日 2019 年 8 月 31 日
取扱いクラブ：1R・2Z 飯田 LC

故 L. 奥原

明

1R・1Z 諏訪湖 LC
2019 年 7 月 25 日 逝去

故 L. 中村兼祥

3R・1Z 松本中央 LC
2019 年 9 月 17 日 逝去

故 L. 北島克昭 故 L. 久保田孝次郎

4R・2Z 佐久 LC
2019 年 9 月 17 日 逝去

3R・1Z 松本深志 LC
2019 年 10 月 20 日 逝去

故

L. 松本 東

献眼発生日 2019 年 10 月 23 日
取扱いクラブ：2R・3Z 長野みすず LC
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Member’s Information

〈ご協賛広告〉

キタキンは金属材料の総合商社として真
鍮・アルミ・ステンレス・構造用鋼の各種丸
棒を在庫しております。自社センターレス工
場にて研磨品もご用意いたします。
〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 1445-2
TEL 0265-79-8357 FAX 0260-79-9024
http://www.kitakin.cojp E-mail info@kitakin.co.jp
1R-1Z

岡谷 LC

L. 北田信明

1R-1Z

諏訪湖 LC

L. 宮澤正隆

鈑金塗装 ニッコーモータース株式会社
フレーム修正機、溶接機、塗装システムなど設備は
地域一番。塗装ブースはＡＮＤEＸのＰＵＳＨ－ＰＵＬＬ
スプレーブースを設置。最高の仕上がりをお約束します。
〒399-2101
長野県下伊那郡下条村睦沢 8285-1
TEL 0260-27-3741 FAX 0260-27-3746
www.shimojo-sci.com/kigyou/nikko.html
E-mail nikko@eos.ocn.ne.jp
1R-1Z

岡谷 LC

L. 浜

一平

株式
会社

1R-2Z

豊かな自然に恵まれた環境に感謝し、
その中で培われ
たイノベーションと地球環境との調和を目指し、柔軟
性とスピードを持ってお客様の信頼にＩＯＴで応えます。
〒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
http//www.yoshiwa-seiki.com
E-mail katsutoshi@yoshiwa-seiki.com

〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 11377
TEL 0265-79-5949 FAX 0265-79-7025
https://shinshuhousing.com/ E-mail ekinoie@shinshuhousing.co.jp
辰野 LC

L. 上島

誠

ホテルメトロポリタン長野

1R-2Z

写真室

ライオンズメンバーには
特別料金にて対応させて
いただきます

〒380-0824
長野市南石堂町 1346
JR 長野駅ビル直結
TEL 026-291-7037

http://www.loox-p.jp
2R-3Z

長野篠ノ井 LC

L. 田中孝和

古牧整骨院
〒381-0034 長野市高田 380
TEL 026-226-2857
2R-1Z
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FAX 026-226-2857

長野 LC

L. 西條賢治

L. 伊藤順司

株式会社 芳和精機

信州ハウジング

心地良く暮らせる自由設計の家を建築して
います。地元で４５年、培った技術で新築は
もちろん、暖かな家への改修や減築、二世
帯住宅も手掛けております。

1R-2Z

飯田 LC

駒ケ根 LC

L. 桃沢克芳

株式会社 コムズ
電源開発を中心として制御系、通信
等幅広い技術でお客様の様々なご
要望にお応え致します。
〒395-0151 長野県飯田市北方 1059
TEL 0265-48-0015 FAX 0265-48-0018
https://www.koms.co.jp
E-mail info@koms.co.jp
1R-2Z

飯田長姫 LC

L. 小林直樹

㈲グランドスラムケーズ
お車に関することなら何でもご相談下さい！
お客様のカーライフをサポートいたします。
〒395-0152 飯田市育良町 3-4-6
TEL 0265-53-2600 FAX 0265-53-2601
https://www.ks-auto.jp/ E-mail info@ks-auto.jp
1R-2Z

飯田赤石 LC

L. 片桐吉尚

Member’s Information

〈ご協賛広告〉

福田青果システム株式会社
“地産地消”
にこだわり、安心・安全な野菜を提供します

2R-3Z 長野りんどう LC

L.

有限会社 花石自動車整備工場
軽自動車から大型特殊、除雪自動車などの
整備・メンテナンスを通じて、
地域社会の皆様に豊かなカーライフを提供します。
〒383-0013 中野市大字中野 1897 番地
TEL 0269-26-3211 E-mail shana@valley.ne.jp
2R-2Z

中野 LC

L. 花石真一

山﨑泰史税理士事務所＆
株式会社 SAKURA パートナーズ
コミュニケーションを大切にして何でも相談ができる関係づくりを
するとともに、安心して経営に専念できるよう
サポートさせていただいております。

〒391-0005 長野県茅野市仲町 16-32 トウブビル 2F
TEL 0266-82-5322 FAX 0266-82-5323
http://sakurapartners.net/
1R-1Z

茅野 LC

L. 山﨑泰史

長野県長野市市場 3 番地 55
TEL 026-286-2408 FAX 026-284-6210
fukuda-seika.com
2R-3Z

長野りんどうLC

株式会社

L. 福田正利

大建

おかげさまで創業 71 年。
長野市の土地探し、不動産のことならお任せ下さい。
〒380-0813
長野市鶴賀緑町 1418 大建鶴賀第一ビル
TEL 026-234-2156 FAX 026-234-2157
http://www.daikenliving.com
E-mail web@daikenliving.com

かたぎり薬品株式会社
ココロとからだを元気にしたい!!
当店では食事指導をメインに
健康ダイエットやお身体のご相談を
お受けしております。
〒380-0803 長野市三輪 1-23-8
TEL 026-241-2960 FAX 026-241-2122
2R-3Z

長野みすず LC

L. 片桐栄一

武石流通株式会社
「安全」「迅速」「確実」
〒381-2204 長野市真島町真島 1170-1
TEL 026-284-9543 FAX 026-284-6470
2R-1Z

長野松代 LC

2R-3Z 長野中央 LC
L. 徳武好春

L. 下城豊嗣

●ネオン管加工・取付・修理 ● LED関連工事 ●木製看板
●チャンネル文字製作 ●ステンレス加工 ●アルミ加工
●アクリル・塩ビ等加工 ●大型インクジェット出力（溶剤・UV）
●Tシャツ等印刷 ●ルーター彫刻機加工 ●ドーミング加工
●鉄骨工事 ●基礎工事 ●塗装工事 ●木工事
●デザイン ●企画 ●各種申請

重機やダンプを使って土木・建築工事をする会社です。
園芸や造園に使う土や砂も販売配達いたします。

〒393-0077

〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川 932-1
TEL 026-292-0454 FAX 026-292-0399
2R-3Z

長野篠ノ井 LC

L. 長橋俊哉

当社施工：ニューアサヒ青木島店様

諏訪郡下諏訪町矢木町 106 番地
TEL.0266-27-8367
FAX.0266-27-1128
E-Mail fujineon@rose.ocn.ne.jp
下諏訪 LC L 御子柴 賢一郎

株式会社 エフォーテック
電子部品・機械部品用の鍍金を主として徹底した品質管理・環境問題にも
充分対応し常に新たな可能性に向かって邁進しております。
〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村 6181-4
TEL 0265-71-5211
FAX 0265-71-5212
http://eﬀortech.co.jp
E-mail info@eﬀortech.co.jp
1R-2Z

伊那 LC

L. 今井和貴

2R-2Z

長野山ノ内ゆけむりLC

L. 黒川浩久
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広島市にて OSEALフォーラム開催 2019 年 11 月 8 日（金）～10 日（日）
8日広島グリーンアリーナにて開会式が盛大に行われた。
9日はフードフェスティバル＆物産展・糖尿病関連セミナー・フレンドショップミーティ
ングや灯ろう流し体験等多彩なアトラクション、
ステージが繰り広げられ閉幕した。

～感動を呼ぶ合同入会式・次世代交流会～開催報告

2019 年 12 月 19 日（木）

12月19日 松本ブエナビスタに於いてキャンドルの灯火に揺れる中、荘
厳にして厳粛な合同入会式が行われました。女性新入会員 7 名より、力強
い宣誓がありガバナーより歓迎の挨拶を頂きました。当日ご出席 7 名の女性
新入会員の皆様の胸にラペルボタンが誇らしく輝きを華っておりました。
引き続き第２部では、次世代交流会は余興を交えての名刺交換会。
リジョンやゾーンの垣根を越えて沢山の良き仲間を作り各地区、各クラブ
活動に良い影響をもたらせる集まりであり、人生の心に残る正に感動を呼ん
だ合同入会式・次世代交流会でありました。

キャビネットインフォメーション
My Lion? My LCI ? サバンナ ? アカウント?

ライオンズクラブメンバーの皆さん、MC
委員長の長濵慶徳です。キャビネットイン
フォメーションの誌面をお借りして、多くのメン
バーが良く判らない問題をお伝えしたいと思
います。私も良く判っていませんのでクラブで
の議題の一つにしてもらえればと思います。
今年になってMy Lionのアカウントを作ら
ないといけない、
との会話を耳にした方も多い
と思います。
どうやらメンバー全員がアカウント
を必要とするみたいです。今までは日本はサ
バンナと呼ばれる優秀なシステムを運用して
いましたがその意味する所は、
日本が非英語
圏であると言うことです。米国から生まれたラ
イオンズクラブは当 然 英 語 圏です。My
LCIと呼ばれるプラットフォームに集約されて
いましたが日本は独自のサバンナ
（プラット
フォーム）
を作り、
サバンナで会員動静や各
種報告をするとLCI（国際協会）
に報告でき
る仕組みでしたが、
どうやらサバンナとMy
（2019 年 11
LCIが遮断されたと思われます
月23日？）。英 語 圏の各 国で運用している
My Lionに統一するようです。
My Lionの字の如く、
メンバー個々でログ

AR 動き出す！
写真が

インするとMy Lionを通じて世界中のライオ
ンズクラブの情報が見れると思います。世界
のライオンズクラブからも日本の各クラブの
活動情報が見れると言う事です。
ガバナーは自分の地区の情報が見られま
す。ZCは自分のゾーンの情報が見られます。
クラブ三役は自分の権限内の情報にアクセ
スできます
ここで私が言いたい事は、
クラブメンバー
でライオンアカウントを作りログインして活用
すれば、
自分のログイン権限が広がった時に
慌てずに済むかなと思います。
日本特有の問題として、非英語圏なので
独自のシステム
（サバンナ）
を運用しており、
事務局運用（事務局員）
も日本特有と思わ
れます。アメリカでは巨大農場を一族で経営
して、
そこで働く一族３０人でクラブ結成などし
ています。クラブ三役は自分のアカウントで必
要な報告をしますが、
メンバー個々も自分の
アカウントでクラブ
（他のクラブも）
の動静を
見る事ができます。
ライオンアカウントはパソコン、
スマホから
入れるそうです。不慣れなメンバーもいるの

で、事務局員さんの負
担も増えると思います。
だからこそ、
メンバー
は良く理解するしかないと思います。
ログイン
できるメンバーは自分で管理して、
出来ない
メンバーは事務局員さんにお願いする等、
の
対応が必要かと思われます。
文中の言葉の意味
１．ライオンアカウント
国際協会オンラインツール共通のログイ
ンアカウント
２．My LCI（マイ・エル・シー・アイ）
会員動静（入退会）、
クラブ結成、役員報
告など、
クラブ・地区運営実務
＊Lions Clubs International
= LCI（ライオンズクラブ国際協会）
３．My Lion（マイ・ライオン）
奉仕アクティビティの告知・報告
４．サバンナ
日本で開発したライオンズクラブ・地区運
営支援プログラム
５．EMMR
サバンナとMy LCIをリンクさせるための
プログラム
（１１月末で廃止）

右の QRコードから無料アプリCOCOAR２
（ココアル２）
アプリをダウンロードして、

⬅このマークが入った写真（4～6・19 ページ）
にかざすと写真が動画になります！

■編集後記
ライオン信濃 2 号発行にあたり、
キャビネット関係者、334-E 地区のメンバーの皆様
に写真や原稿をお寄せいただき、
ありがとうございました。
334 複合地区のA 地区からE 地区までの5 地区のなかで年 4 回の発行でスタート
し現在年 3 回の発行は当 E 地区のみとなっております、他地区では年 1 回のところも
あるようです。
今後も皆様の協力のもと年 3 回の発行を続けたいと思います、宜しくお願いします。
ライオン信濃 3 号は来年 6月の発行を予定しています。

地区マーケティング・コミニュケーション委員長

L. 長濵慶徳

第 45 巻

第2号

2019 年 12 月発行

ライオン信濃
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