ライオン信濃
我々は、世界最大の奉仕クラブ組織です。

Lion Shinano

第 66 回地区年次大会・代議員会・
資格審査・議事運営・指名選挙・決議委員会
冬期派遣 YCE 生帰国報告 !
海外からの YCE 生受入ホストクラブ報告 !

長野日大学園レオクラブチャーターナイトの様子

重点課題 「レオクラブ特集」
!

クローズアップアクティビティー紹介

きらびと

「コロナに打ち勝つ」活動が広まっています
地区ガバナー退任の挨拶
地区幹事・会計退任の挨拶
新会員のご紹介

佐久レオクラブチャーターナイトの様子

334-E 地区 地区ガバナースローガン

2019.7~2020.6

VOL.45-NO.3

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～

第 66 回地区年次大会・
代議員会・資格審査・議事
5月10日
（日）長野市のホテルメトロポリタン長野にて334-E 地区年次大会代替会議が行われました。
本来であれば 4月26日に地区年次大会が盛大に行われる予定でしたが、
コロナウィルスの感染対策にて
中止となりました。
しかし、世界共通の疫病蔓延が発生した今こそ、世界中に仲間のいる私たちライオンズクラブのボランティア
活動が重要になると思います。
334-E 地区の会員の皆様にお集まりいただくことは叶いませんが、仁科ガバナーをはじめキャビネット構成員が
参加し、中村第１副地区ガバナーがガバナーエレクトとして、仁科ガバナーよりガバナーズキーの伝達式を
行い、
次期への引継ぎを終えました。
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運営・指名選挙・決議委員会
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冬期派遣 YCE 生 帰国 報告
栁澤 悠衣

イタリア

イタリアへの派遣は不安しかなく、
「なんとかなる」
と自分に何度も言い
きかせての出発でした。
ホームステイからスタートしまし
た。音楽が好きな私のためにピアノ
の蓋をいつも開けてくれてあったこ
とや
「welcome」のメッセージカード
などの、
ファミリーの沢山の気遣いの
おかげで、私はすぐ家族に馴染むこと
ができました。やってもらうことを当
たり前と思わず、私が返せることを考
え、
ピアノ、
フルートを演奏し、折り紙
で部屋を飾りました。そして、
どんな
時も
「ありがとう」
と感謝の気持ちを
伝えました。

期間／2019 年 12 月 19 日～2020 年 1 月 7 日
所属／佐久レオクラブ

キャンプはトリノ・シエナ・フィレン
ツェ・ベネツィアなどをバスで巡り、文
化、歴史に触れました。キャンプの目
的の一つは国際交流ですが、初日は

他国のメンバーに圧倒され、話すこと
もできませんでした。自分から動か
なければ、何も始まらないことは分
かっていたのに、
できなかった自分が
情けなく悔しさで一杯でした。翌日か
らは自分からどんどん話しかけ、馴染
む努力をしました。私の名前はゆい
ですが「きゅい」
と呼ばれていたのは、
自己紹介の失敗かもしれませんが、
笑い話としておきます。

私はこの派遣から、何にでも挑戦
すること、
自ら発信すること、感謝の
気持ちを持ちそれを伝えることを学
びました。
最後に、私の一生の宝物になるこ
のチャンスをくださった皆さんに、心
から感謝します。
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韓

江原

マレーシア

まず、大変遅くなってしまいました
がこの度マレーシアへ派遣させてい
ただきありがとうございます。当日は
体調が悪く、
３８度ほどの高熱に見舞
わ れました。しかし、ライ オン ズ の
方々の迅速な対応と判断によって救
われ、
また飛行機の遅延という偶然
から翌日元気に出発することができ
ました。またマレーシアでは華人の方
の過程にお邪魔させていただきまし
た。私も中国の天津市出身だったの
で、英語と中国語を使って自然に、
か
つ楽しく会話できました。
マレーシアでの学びはとても多かっ
たです。

まず、いろいろな場 所を訪 れまし
た。アジア象の保護区や海峡の歴史
的な町マラッカ、
クアラルンプール市
内も何度も行きました。その中でも、
トラッシュアイランドが印象的でした。
ごみの島という名の通り、高床式の木
造の住宅の下はごみでいっぱいです。
ごみ箱や処理施設がないまま住民が
増え、近代化してしまったためこんな

期間／2019 年 12 月 20 日～2020 年 1 月 8 日
所属／長野日大学園レオクラブ

状態になってしまったと聞きました。
人間の文明的で快適な生活の弊害を
強く感じました。ホストマザーからも
日本はプラごみが多いといわれ、それ
から買い物ではエコバックを使うよう
になりました。マレーシアはトイレにト
イレットペーパーがない場合も多く、
苦労しましたがある日おばあちゃんに
買ってほしいと伝えました。すると、木
を伐採して作っているトイレットペー
パーはできるだけ使わないほうがい
いと思っているといわれました。これ
にはショックを受け
ました。マレーシア
含め多くの東南ア
ジアで森林を伐採
し日本など先進国
に輸出していると
授業で習ったばか
りなのに、意識して
いなかったからで
す。自分たち の 必
需 品 は、本 当にな
いと困るのか真剣

に見直すきっかけになりました。
マレーシアでのホームステイを通じ
て、文化にも触れました。多民族国家
のマレーシアは料理の種類が豊富で、
中華料理の味付け以外にもインドのカ
レーやマレーの米料理など食事に飽き
ることはなかったです。一方でブミプト
ラ政策を知っていたので、民族間の対
立や溝があるのかと思いましたがいい
意味ですみわけができていて、
ショッピ
ングモールなどは華人向けとマレー向
けで資本や客層、商品が異なっていま
した。それに互いに仲の良い華人やマ
レー人、インド人も少なくなく、杞憂だ
と思い知らされました。互いを尊重し
自分の正しい価値基準を持てる大人に
なりたいです。
現地のライオンズにもお世話にな
りました。日本人１５人くらいで三日
間一緒にキャンプをして遊んだり、食
事会兼セレモニーなどの主催をして
いただきました。様々な人のおかげ
で楽しい時間を過ごせました。この
経験をまた生かしていけるよう日々
のクラブ活動を頑張りたいです。長
くなりました。改めてライオンズの
方々、ありがとうございました。
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5

海外からの YCE 生を迎えて
ホストクラブ／ 2R3Z 長野りんどうLC
期間／ 2019 年 12 月 5 日～12 月 26 日

L. 中村吉秀

マレーシアからバーニスさん 17 歳の女の子を迎えま
した。お父さんはライオンズクラブメンバー、
お兄さんは
レオクラブリーダーの家庭の娘でした。
彼女の希望は新幹線に乗る事と、雪を見たいという事
でした。今年は雪が中々降らず心配していましたが、来
日した翌日に雪が降る中リンゴ狩りを楽しむ事が出来ま
した。第一ホストファミリーのお宅はお寺さんでの宿泊
でした。芋井小学校での英語授業の参加、
日大レオクラ
ブとの交流、
日大高校授業にてプレゼンを体験しました。
今回は YCE－OB 生にも大変協力して頂きました。
台風 19 号災害の現場赤
沼 地 区にも行きました。茶
道、書道、弓道、着物体験も
しました。長野での国際交流
パーティーにも参加をしまし
た。偶然にもマレーシアから
信州大学工学部に留学して
いる学生二人と会う事が出
来 ました。富 山 県 の コ カ・
コーラ本社工場見学にも行
き、その後金沢市に向かい
ました。長いと思っていまし
たが、あっという間に20 日
が過ぎてしまいました。
今回の受け入れで、大勢の人が LINE のグループで情
報を共有し、彼女が帰国した後も友達として皆が連絡を
取り合っています。
1 月 1 日生まれの彼女、帰国後にHappy Birthday と
Happy New Year が LINE で飛び交っていました。
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来日生／マレーシア

Bernice TANG Chinn Yi

滞 在 報 告 書
私は308-B2 地区（マレーシア）のライ
オンズクラブより代表して来ました、バー
ニースです。YCE プログラムとして日本
に来る機会を与えていただき、感謝する
とともにとても幸せです。
私が日本に滞在した23日の間、3件のホストファミリー
にお世話になりました。ホストファミリーはとても優しく、
親切でした。私が行きたいと思っていた日本の素晴らし
い場所へ案内してくれました。雪や、茶道・書道・着物・浴
衣といった日本の伝統的な文化を体験しました。京都や
名古屋では日本のモダンな生活も経験しました。
日本のライオンズクラブの方々にお会いでき、初めて
雪を体験し、毎日日本の生活を学び幸せでした。日本の
文化や習慣にも慣れました。私にとって目を見張るよう
な経験でした。
マレーシアと日本のライオンズクラブ、
ホストファミ
リー、私をサポートしてくれたご家族に感謝します。私の
人生の夢が叶いました。

ホストクラブ／ 1R2Z 飯田赤石 LC

L. 三宅

期間／ 2019 年 12 月 5 日～12 月 26 日

亘

12 月 9 日の朝、YCE 生のリム君が我が家に来ました。
初めてホストファミリーとして受け入れる事に家族みん
な緊張していましたが、
お互い自己紹介をしてからは
「大
丈夫」
と安心した自分もいました。
部屋を案内していると、電子ピアノを見つけたリム君
は笑顔になり声を出して喜びながら弾き始めました。驚
いたことは、
ピアノを始めてまだ 2 年だと言うのに両手
で ス ラ ス ラ 上 手 に 弾 い て い たことで す。例 会 で も
「KissTheRain」
と言う曲を披露し、会員さんから盛大な
拍手と
「感動した」
と感想も頂きました。
リム君とは、初日から夕飯を一緒に作ったり、食後の片
付け、息子と娘の送り迎えに一緒に行ったりなど変わり
ない普段の生活を過ごすようにしていました。
息子はサッカーをしていたので
「一緒にやろう」
と誘う
と、
スポーツは苦手と言い息子とはゲームをよくやって
いました。ゲームは世界共通だと実感しました。

娘は飯田 OIDE 長姫高校ラグビー部マネージャーを
していまして、顧問の先生のご厚意で高校に招待して頂
き、授業風景やラグビー部との交流をしてきました。リム
君はプログラミングにとても興味を示し、先生に質問し
たり一番楽しそうで、その姿に私も嬉しくなりました。
最後の夜は、息子と娘の友達を誘い焼肉へ行きまし
た。友達の一人がマジックを披露し、
リム君と子供達は大
盛り上がり、焼肉もた
くさん 食 べて会 話も
弾み、最高の夜になり
ました。
リム君と素敵な一
週間を過ごせたこと
に感謝いたします。

来日生／マレーシア

LIM Yeow Sheng

滞 在 報 告 書
私が初めて日本に来た時、全てが未知の
世界でした。私は人見知りですがフレンドリー
なホストファミリーのお陰で、沢山の方々と触
れ合うことができました。時々ホームシックに
なることもありましたが、周りの方々の気遣
いで私の心が温まりました。この場をお借りして、ホストファミ
リーに感謝申し上げます。お別れするのはとても悲しいです。
キャンプでは、
キャンプをサポートしてくれたライオンズ
クラブメンバーの方々に感謝申し上げます。とても楽しく、
いい思い出となりました。フェア
ウェルパーティー（お別れ会）
も、
すごかったです。僕の人生で初め
てのことばかりでしたが、いつか
はさよならを言わなければいけ
ないんだと気づかされました。自
分自身成長したなあと感じまし
た。加 藤 万 寿 夫さん（複 合 YCE
副委員長）
と抱き合い、感動のあ
まり泣きました。加藤さんに感謝
します。キャンプが終われば、お
互いさよならを言わなければい
けません。私はまだ一人一人のメンバーが恋しいです。混
乱した気持ちがまだあります。将来、
日本に戻ってきます。
キャンプのお手伝いをしたいです。あなたに約束します！
！
日本は興味深い国でした。文化、伝統、人々が非常に特
別な存在です。滞在中、多くの経験をしました。書道や茶
道といった伝統的な経験もしました。明るい三原大空くん
（E 地区 OB 会会長）や思いやりのあるリーダー原田芽衣
さん（E 地区 OB 生）
といった元気なメンバーにも会いまし
た。私がこれを書くことによって、
ホストファミリー全員が
私の訪日に関するレポートを読んでくれることを望みます。
ホストファミリーの皆さん、私は帰ります。寂しいです。
ありがとうございました。皆さん、大好きです。
334-E 地区の皆さん、マレーシアへ戻ります。皆さんが恋し
い ! 楽しかった! 日本語を学びます。ありがとうございました。
私の名前はリムです。E-mail: bropenguin847@gmail.com
2019-2020 LION SHINANO
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重点
課題

レオクラブ特集

長野日大学園レオクラブ
当クラブは、長野みすずライオンズクラブ40 周年記念事業の
一環としてエクステンションされた学校法人長野日本大学学園
内の長野日本大学中学･高等学校の生徒で結成された校内型
アルファレオクラブです。学校内では以前から生徒会を中心に
ボランティア活動を行っておりましたが、組織としてのクラブ活動と
してボランティアクラブを立ち上げたい学校側の思いとスポン
サークラブ双方の意向が合わさり設立となりました。特に現中学･
高校学校長の添谷芳久先生と現地区ガバナー L. 仁科良三、
長野みすずLC 前会長 L. 髙野善生を中心に子どもたちに奉仕
活動を通じて社会で貢献できる人材になるための様々な経験を
与えたいという強い思いとご尽力により準備が進んでいきました。
2018 年 5月10日に校内の生徒会においてクラブとしての
承認を受け、
同月31日にライオンズクラブ地区役員の方々を
お招きし、校内で本レオクラブの設立の目的や活動内容の説
明会を行っていただきました。同年 7月7日結成式を同校にて
行い、11月23日には認証状伝達式チャーターナイトをホテル
国際21にて厳粛かつ盛大に執り行っていただきました。チャー
ターメンバーは20 名（初代会長 Leo. 仁科翔太）
のレオメン
バーを、
ご来賓、県内のレオクラブの仲間たち、地区役員はじ
め多数のライオンズクラブの皆様の参列をいただき、多くの
方々から温かみのある激励のお声かけをいただきました。
活動は地域の清掃奉仕活動、眼鏡リサイクル、YCE 生との
交流、
フードバンク支援活動、保育ボランティア、城山動物園
のペンキ塗り、親クラブとの合同アクティビティの善光寺の森枝
打ち作業等、多岐に渡ります。
また、
レオフォーラム参加やYCE
生としての派遣を通して得た海外での貴重な経験をクラブ内
で還元しています。昨年からはSDGsの啓発活動にも取り組み、
2019年7月27日には、県内のレオクラブとともに
「信州SDGsフェ

ス」
を長野駅東口公園で開催し、子どもから大人まで広くSDGs
を楽しんで体験できるイベントは盛況でした。
この活動から、
「エ
シカル甲子園 2019～私たちが創る持続可能な社会～」
に甲
信越・北陸ブロック代表として出場を果たし、
ライオンズクラブと
の連携から地域とコンソーシアムを組み、短期間で普及活動ま
で辿り着いたことを評価され奨励賞をいただきました。
発足から2 年目
（2 代会長 Leo. 韓江原）
を迎えていますが、
1 年目の思いを引き継ぎながら、一人ひとりが世界の一員として
地域社会の課題を考え行動し、仲間と共に社会貢献できるク
ラブを目指していきます。

2019.7 ＹＣＥデリン君集合写真

2019.7 東和田地区清掃奉仕活動中

逆谷地湿原枝打ち
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助け合いで繋がる未来、
広がる世界
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チャーターナイト記念式典

チャーターナイトまた会う日まで

2019レオクラブ新会長挨拶

佐久レオクラブ

自発的な活動ができる
クラブにしよう

ライオンズクラブの活動を地域全体に知ってもらうためには、
レオクラブの結成が必須ではないのか…。
また、
これからの青
少年の育成にはレオクラブが必要ではないか…。
こんな思い
から、佐久ライオンズクラブでは
【レオクラブ立ち上げ】
が、
目
標となっておりました。
しかし、他の活動や地域の学校への説
明、理解が上手くいかず目標の達成がなされませんでした。
2016 年地球環境高校理事のL. 吉沢信也が入会して下
さったことがきっかけで、各学校への対応がスムーズとなり
2018 年いよいよ本格化する事ができました。
L. 吉沢信也を中心としたレオ準備委員会を結成し、地域
高校の校長先生への説明を開始しましたが公立高校での理
解はなかなか得られませんでしたが、地球環境高校、長聖高
校でのご理解を頂きスタートする事が出来ました。
2018 年度の活動の中心はレオクラブ結成が主となりました
が、長年の目標が達成された事で今後の青少年育成活動に大
きな変化をもたらす事が出来るのではないかと期待しています。
佐久ライオンズクラブ 前会長 菊池春美

レオクラブ結成までの時系列

1.

2018 年 7 月 18 日
数年前から検討を続けているレオクラブの結成を今年こ
そ実現するための具体策の検討を行う。
（2016 年に学
校関係のメンバーが入会したことで具体化）
レオ設立準備委員会結成

2.
3.

レオ準備委員会が手分けして地域の各高校に説明・募
集のお願い
2018 年 10 月 10 日
地域の高校生を集め、
レオクラブについての説明会を行
うための打ち合わせ

4.

2018 年 10 月 31 日
地域の高校生に対し、L. 中村通・L. 吉沢信也 が講師と
なりレオクラブ説明会を行う

5.

2018 年 11 月 7 日
2018 年 11月7日 佐久レオクラブとして承認される
設立メンバー 30 名 チャーターメンバー 32 名

6.
7.
8.

2018 年 11 月 8 日
承認を受け、設立式準備の打ち合わせを行う
2018 年 12 月 20 日
設立式
2019 年 2 月 23 日
チャーターナイト
2019-2020 LION SHINANO
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Close Up Activity
1R・1Z

諏訪湖 LC

2019 年 11 月 3 日

1R・1Z

第 6 回諏訪湖カーフェスタ献眼登録活動

11月３日
（日）、諏訪市旧東バル跡地において
『第6回カー
フェスタ諏訪湖』が開催され、往年の名車が集結する会場
には、
ダットサン1000やF31レパードなど、全国の愛好家が
持ち寄った国内外の懐かしい名車 220 台余が並びました。
子供連れの家族の方々は、
パトカーや消防車、救急
車、高所作業車をはじめ、陸上自衛隊松本駐屯地から
登場した、人員輸送で使う軽装甲機動車などに乗って
楽しんでいました。
諏訪湖ライオンズクラブブースでは、献眼登録活動
や、骨髄バンク啓もう活動、
フリーマーケットなどを行い、
30 名の方に献眼登録をいただきました。
今後もライオンズクラブの原点である、献眼登録活動
を積極的に進めて行きたいと改めて思った一日でした。

1R・1Z

茅野 LC

2019 年 12 月 17 日

薬物乱用防止活動

12月17日 金沢小学校において薬物乱用防止教
室。5年生は18人の小さな小学校ですが元気いっぱい。
今日は主にアルコールの害について脳や体にどのような
障害があるか勉強しました。

1R・2Z

伊那 LC

2019 年 12 月 13 日

社協クリスマス会

恒例行事となっ
た伊那社会福祉
協議会が運営す
る障がい者就労
支援センター 3 事
業所の合同クリス
マス会。利用者と
職 員 約 150 名と
LCメンバー11 名
が 参 加。会 場で
ポップコーンを作
り、
ケーキやお菓
子も用意し、
サン
タ姿の会員がプ
レゼントを一人ひ
とりに届けました。演奏ボランティアの大型紙芝居と和楽
器の演奏が会場を盛り上げ、歌やダンスで楽しいひと時
を一緒に過ごしました。
利用者様からは手作りの作品を頂き、心温まる交流が
出来ました。
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諏訪湖LC諏訪和支部

2020 年 2 月 19 日

1R・1Z

清拭布つくりは毎年行っています。
病院などに配布し、使っていただいている大切な奉仕
活動です。
昨年度は諏訪赤十字病院へ、本年度は養護老人ホー
ム聖母寮へ、1,500 枚の清拭布をお届けすることができ
ました。
最近はおしり拭きシートなど便利なものが使われるよう
になり、介護する側、
される側の衛生面は、
かなり快適な
環境になったと思います。
奉仕活動も時代とともに多様化し変化していきます
が、何を必要としているのか、常に相手の心に寄り添う奉
仕活動を、
これからも心掛けていきたいと思います。

下諏訪 LC

2020 年 1 月 12 日

台湾新竹市中央 LC
49 周年記念式典参加

清拭布つくり

1R・1Z

岡谷 LC

2019 年 11 月 3 日

1月11日～13日まで台湾新竹市中央ＬＣの49 周年の
記念式典に岡谷ＬＣメンバーＬＰ・家族会員総勢 15 名に
て参加。
式典にて三役・国際委員長のプレゼント交換・祝辞等
交流を深めてまいりました。

1R・2Z

飯田 LC

2019 年 11 月 9・10 日

第 25 回飯伊少年サッカー ライオンズカップ

第 39 回 りんご贈呈

姉 妹クラブの南
知多ライオンズクラ
ブとの合同アクティ
ビティで、
当クラブの
メインアクティビティ。
第 39 回目となる
「りんご贈 呈」が南
知 多 産 業 祭の会
場にて開 催され、
地元のボーイスカウ
ト・ガールスカウトの
子供達にも協力し
て 頂き、長 野 県 産
のりんご約 6000 個
を南知多町の皆さ
んに無料配布致し
11月9日
（土）10日
（日）
の2日に渡り、第 25 回飯伊少年
ました。
サッカー ライオンズカップが開催されました。11チーム
また、昨 年よりこ
180 名の参加。2日間とも天候に恵まれ、男子の中に女子
の両クラブの交流がきっかけで、南知多町と下諏訪町の
選手の姿もあり皆元気に熱い試合、
プレーを見ることがで
姉妹都市提携が結ばれたこともあり下諏訪町役場の皆
きました。試合後には両選手との握手、挨拶と素敵な姿
さんも南知多産業祭へ参加し大変賑やかでした。
今後も両クラブだけでなく町同士も発展と交流を深め を見ることもできました。クラブが主催となり6 回目となりま
すが、大きなけがもなく、無事に行うことができました。
て頂きたいと思います。
1R・2Z

駒ヶ根 LC

献血奉仕活動

2019 年度

2019 年 7月 か
ら始まった 今 年
度 の「献 血 奉 仕
活動」
は、延べ 32
会 場、42 回 行 わ
れました。
会 場となって
いる企業へ出か
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。この活動
ができるのも、各
企業が献血の必
要性を認識し会場を提供して下さっているおかげと感謝
いたします。今年度も多くの皆様にご協力いただきまし
た。ありがとうございました。
【実績】2020 年 3月12日現在
受付人数 1,061 名
献血人数
941 名
採 血 量
375 ㍑

1R・2Z

辰野 LC

2019 年 11 月 30 日

第４回辰野ライオンズクラブカップフットサル大会

第 4 回辰野ライオンズクラブカップフットサル大会を開
催しました。中南信地方のサッカークラブが参加し、
ボー
ルを追って駆け回りました。
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。

クローズアップアクティビティ
1R・2Z

飯田長姫 LC

2019 年 11 月 3 日

1R・2Z

2R・1Z

長野松代 LC

2019 年 12 月 6 日

第 45 回シクラメンチャリティセール

10月の台風で当松代地区も甚大な被害に見舞われ、
会場として店舗前を提供いただいているＡコープ様も床
上浸水被害の中、今年も私共の為に場所を貸してくださ
いました。
お陰様で、今年もシクラメンチャリティセールを行う事
が出来ました。
シクラメンの花も台風の影響で用意が心配でしたが
例年通りの鉢を確保でき、完売いたしました。
この獲得金は松代町内各小中学校へ、
ライオンズ文
庫費としてお贈りしています。
趣旨にご賛同、
ご協力を頂きありがとうございます。

2R・2Z

須坂 LC

2019 年 2 月 18 日

須坂市小中学校・高山小中学校・支援学校１８校へ希望図書贈呈
今期クラブ会長の基
本 方 針、青 少 年 育 成
の事業の一環で、市内
小中学校・支援学校、
高山小中学校へ各学
校より、希望図書のリス
トを提出依頼。
リストに沿って希望の
本を各学校へ贈呈。今
回は森上小学校にて贈
呈セレモニーを行う。
又、高山村へは、高山
村長を通じて、贈呈。
なお、学 校より、お礼
の感想文が届いていま
す。中でも、低学年の生
徒からの感想文では、
こ
どもさんの本離れが、
う
そのような感謝の感想
文が届きつつあります。
18 校・220 冊 358,225円
☆2月22日
（土）地元須坂新
聞に掲載、PRをしました。

2019 年 12 月 2 日

2R・1Z

長野 LC

2020 年 1 月 9 日

薬物乱用防止講演会

長野市に台風 19 号災害支援金贈呈

当クラブは2008 年より飯伊地域の小中学校にほぼ
毎年講演を行っております。
今年は飯田市立高陵中学校の2 年生を対象に薬物
の怖さ、主に市販薬の過剰摂取による怖さ、
タバコの害
などについて講演させていただきました。
講師は、
Ｌ．島 伸太朗、
Ｌ．横前 彰人、
Ｌ．新井
祐子が務めました。
ＤＶＤを鑑賞の後、講演をしましたが、生徒の皆さんは
集中して聴講していただきました。

令和 2 年 1月9日、長野市役所に徳嵩会長ほかクラブ
幹部 5 名で加藤長野市長を訪ね、台風 19 号被災から
の復興を願い、長野ライオンズクラブ内で募った支援金
に、呉ライオンズクラブ
（広島県：遠藤學会長）
からお送り
頂いた支援金をあわせて、
お渡ししました。
336Ｃ地区 3Ｒ1Ｚに所属する呉ライオンズクラブ様は、
一昨年の西日本豪雨の際に、全国各所や他のライオンズ
クラブからの支援に接し、同じ奉仕仲間としてその心意
気と心温まる思いに感激し感謝した経験から、
当ライオン
ズクラブを通じて地域の役に立つことに使って欲しいと支
援金を送ってこられました。誠にありがとうございました。
加藤市長には公務でお忙しい中、懇談時間も取っていた
だき、
７万人を超えるボランティアの方々への感謝とともに、復
興に全力を尽くしていくという固い決意を語っておられました。
まだまだ復興途上ですが、有効に活用頂きたいと思います。

第３８回飯伊地区高等学校弓道大会 主催

青少年健全育成事業の一環として、毎年開催してお
ります、第３８回飯伊地区高等学校弓道大会主催が、
県営弓道場にて開催されました。
選手、顧問、
ライオンズメンバー、合わせて１７０名が
参加し、個人戦、団体戦が行われ、無事に競技を終える
ことができました。

飯田赤石 LC

2R・1Z

長野グリーンシティ LC

2020 年 1 月 3 日

2R・2Z

献血アクティビティ

長野グリーンシティライ
オンズクラブでは、2020
年 1月3日の午前午後と
「善光寺北交差点付近」
で献血推進活動を行い
ました。当日は晴天で初
詣に来られた皆さまに献
血のお願い、広報活動を
させていただきました。午
後は駐車場が込み過ぎて人の流れが途切れる時間帯も
有りましたが、
お陰様で以下の様に多くの方々にご協力い
ただく事が出来ました。
今回の奉仕に当たり、快くご理解・ご協力くださった皆さ
ま、長野県赤十字血液
センターの皆さまに心か
ら感謝申し上げます。誠
に有難うございました。
献血受付者 39 名
献血実施者 34 名
400ml
の採血にご協力いただ
きました。
2R・3Z

長野篠ノ井 LC

2019 年 12 月 14 日

第 4 回ライオンこども食堂
こどもの貧困対策へ
の具体的事業として、
地域行政包括連携協
定推進室から助成金
をいただき、第４回ライ
オンこども食堂を12月
14日
（土）開催しました。
献立は、
チキンカツカ
レー、
ポテトサラダ、
りんご、
フルーツポンチ。
１歳から中学
2 年生までの子ども29 人、保護者 19 人、
その他 RZCや
ZC、FWTコーディネーター、YCE 生も来場し、
にぎやか
なひとときとなりました。早朝から調理を担当してくれた
13 名のライオンパートナーに心より感謝です。

中野 LC

2019 年 11 月 19 日

薬物乱用防止講座の実施

今年度で3 回目となります薬物乱用防止講座を実施
いたしました。
講師のメンバーも大部慣れてまいりました。
芸能界で薬物使用の逮捕報道が多いため、児童達
は熱心に耳を傾けていました。
大人になっても絶対に薬物は使わない！
と 強い意志
で感想を述べていました。
2R・3Z

長野白樺 LC

2019 年 12 月 29 日

仮設入居の被災された
皆さまに餅をお届け

12月29日
（日）、建設型仮設住宅に居住されている被
災者の皆さまに、
お正月用のお餅を配布いたしました。
建設型仮設住宅は、上松東仮設団地（木造）、若槻
団地運動広場仮設団地（木造）、昭和の森公園仮設団
地（プレハブ）、駒沢新町第２仮設団地（トレーラーハウ
ス）
の４か所で、各団地を順番にまわりました。
建設仮設住宅の戸数は115 戸ですが、現在入居して
いるのは約 75 戸で、
その全世帯に、宮下会長はじめ12
名のライオンで手分けして訪問し、
お渡ししました。
直接に手渡しできた居住者の皆さまには、大変喜んで
いただきました。
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Close Up Activity
2R・3Z

長野中央 LC

2020 年 2 月 15 日

2R・3Z

長野みすず LC

2020 年 2 月 15 日

三帰寮一日里親ふれあい
ボーリングの集い

街頭献血運動

55 期がスタートして2 回目の
「街頭献血運動」
をトイー
ゴイベント広場で実施を致しました。
例年２月に長野駅前にて実施していましたが、新たな
試みとしてティッシュを配りながらトイーゴ 2 階にある長野
血液ルームへ誘導いたしました。当日は、20 名のライオン
とガールスカウト5 名のご協力を頂き、
ありがとうございま
した。
天候にも恵まれ快晴の中、
ティシュのかごやプラカード
を片手に
「献血にご協力をお願いします。
」
と大きい声で
呼びかけるライオン、
ガールスカウトの方々にティッシュを

2月15日
（土）毎年子供達が楽しみにしている里親ふ
れあいボーリング大会をヤングファラオにて開催を致しま
した。小学生から高校生までの児童 17 名・職員 4 名と
当クラブメンバー 16 名が各レーンに分かれて2ゲームを
楽しみました。
表 彰 式では、高 校 生の小 野 寺 裕 季 君が優 勝トロ
フィーを受け取りました。
表彰式の後は、昼食を取りながら楽しい一時を過ごし
ました。
子供達は、来年も楽しみにしていますとの言葉を後に
帰って行きました。

受け取った人が
「どこでやってるの?」
と長野献血ルーム
に向かう姿に感激を覚えました。目標献血者 100 名を掲
げて結果、後日合計 101 名との報告を頂き、協力して頂
いた皆様には感謝しています。
初の試みだった事もあり反省点も多々ありましたが、
ク
ラブ内でも色々と意見交換が出来良かったと思います。
また、今後の献血運動に活かせるようにしていきたいと
思います。
3R・1Z

松本 LC

2020 年 2 月 6 日

松本赤十字乳児院への乳児用布団の寄贈

▲市民タイムス 令和 2 年（2020 年）
2月8日土曜日掲載記事

松本赤十字乳児院は、様々な事情により家庭で養育
できないおおむね0 ～4 歳ごろまでのお子さんを家庭の
代わりに24 時間体制で養育する施設で、2019 年 4月に
新院舎移転に伴い入所されている子供達の生活環境
がより改善される為の支援活動として、LCIFクラブシェ
アリング交付金を利用し、要望があった特別注文品の乳
児用布団 50 枚を寄贈した。
子供たちの日常生活が、
より充実されることを願ってい
ます。
3R・1Z

松本中央 LC

2019 年 11 月 3 日

ながの子ども虐待防止
オレンジリボンたすきリレー参加

3R・1Z

松本深志 LC

2020 年 1 月 15 日

交通災害遺児等 基金への寄付

交通事故・災害等で親を亡くした子供の健全育成を
願い、昭和４７年より毎年継続しております。今回が 49
回目。
当クラブが寄付を行った総額は昨年までで1.459 万 6
千円、今回を含めると総額 1,474 万 6 千円 となりました。
この 寄 付 金は松 本
市において積み立てら
れ、18 歳までの遺 児を
対象に、毎年、福祉金と
し て1 児 童 6 万 円（年
額）、小中学 校の入 学
時に一時金として同 10
万円が支給されている
そうです。
本日は松本市こども
部こども福 祉 課 課 長
が受け取っていただき
クラブより、
このような使
われ方で継続して頂く
よう提言いたしました。
3R・2Z

大町 LC

2019 年 11 月 6 日

アイバンク人権教育

大町市との連携協定

を基に大 町 市 教 育 委
員会と市小中学校長会
にアイバンク人権教育
を申し入れしていたとこ
ろ、八坂中学校が受け

2019 年 11月3日
（日）、松本市内にて
『ながの子ども虐
待防止オレンジリボンたすきリレー 2019』が行われ、後
援団体となった松本中央ライオンズクラブも当日を例会
振替として、多くのメンバーが参加しました。
この活動は子ども虐待防止の象徴であるオレンジリボ
ンをたすきに仕立て、
これを賛同者らがたすきリレー、
また
は啓発イベントに参加することにより、県民の関心を高め
ると共に、子ども虐待防止に向けた多分野による実現を
目指すものです。
当クラブは市内の花時計公園（パルコ前広場）
から
ゴールセレモニー会場となる千歳橋までオレンジリボンを
付けて練り歩きを行いました。
また、
セレモニーでは会長
がライオンズクラブを代表して挨拶を行いました。
多くの県民にオレンジリボン運動が認知されるよう来
年以降も参加していきたいと考えています。
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入れしていただいて実
施。献眼摘出医師でも
ある市 内の永 井 眼 科
医の鳥海智子医師か
ら
「ものが見える仕組み
と目の疾病」
と題してお話しいただき、続いて大町市社会
福祉協議会職員の協力でアイマスクを験。最後に当クラ
ブが角膜移植によ目が見えるようになることを説明し、
アイ
バンク制度に対する理解を深めてもらった。
次年度以降も市内中学校の2 年生を対象に実施の予
定で日程を調整中。

3R・1Z

松本アルプス LC

2019 年 11 月 3 日

第 8 回泉小太郎祭り

当クラブ結成 25 周年事業として、1989 年に松本市
の東南の弘法山古墳の麓に、古くから伝わる
「泉小太
郎」
のブロンズ像を建立いたしました。
中山地区公民館の主催により、
「泉小太郎祭り」が
開催されるようになり、毎年、当クラブも招待されるように
なりました。
第 8 回目の開催となる今年は藤木会長が参加し、協
賛金（20,000）円を贈呈いたしました。

3R・3Z

塩尻 LC

2019 年 11 月 16 日

大門商店街のイルミネーション飾り付け

塩 尻 市との 連 携
協定締結から7 年を
迎え恒 例の塩 尻 市
大門商店街のイルミ
ネーションの 飾りつ
け作 業に協 力参 加
しました。
ウイングロード、
え
んぱ ーく周 辺 の 木
18 本、植栽、外灯 14
本に飾り付けを行な
いました。
毎年、木枯らしの
吹く中での作業でし
たが 今 年は温 かな
日差しの中での作業で助かりました。
2月まで商店街を灯し、買い物や食事で訪れた人達
が足を止めてを楽しんでいただけると嬉しい。

クローズアップアクティビティ
3R・3Z

明科 LC

2019 年 11 月 3 日

明科ライオンズクラブ
旗学童軟式野球大会

第 36 回明科ライオンズクラブ学童軟式野球大会を安
曇野市龍門渕公園運動広場で開催しました。
6チーム約 120 人が参加し、練習の成果を競い合いま
した。
今年も、試合の合間に参加者全員でグラウンド周辺の
ゴミ拾いも行いました。
クラブより、育成資金を贈呈しました。

3R・3Z

塩尻桔梗 LC

2019 年 11 月 24 日

4R・1Z

丸子 LC

2019 年 11 月 7 日

糖尿病検査例会

第 8 回車いすダンススポーツ
ライオンズカップ

車いすダンスは障害者と健常者をつなぐ競技スポーツ
として誕生、生きる喜び
や楽しさを教えてくれる
スポーツです。車いす
競 技 者 9 人を含む100
人が競技に参加し華や
かにダンスを競った。全
ての人が健康で喜びの
有る生活にと開催をし
ています。
丸子ライオンズクラブは平成元年ころより、11月には健康
に関する例会を開催していたとの記録があります。
まもなく、
糖尿病に特化して糖尿病検査例会として定着してきまし
た。本年も丸子中央病院の１室をお借りして、例会前に血
液と尿の検査を済ませてから昼食と例会、例会終了時に
は出席ライオンの結果がわかります。この例会のお陰でラ
イオン各自が健康チェックをして生活の見直しが出来ます。
これからも丸子中央病院様のご協力をいただきながら継
続してゆく例会と位置付けています。

4R・1Z

上田 LC

2019 年 11 月 18 日

4R・1Z

上田 LC

2020 年 5 月 27 日

上田市社会福祉協議会へ車イス寄贈

蓮の音こども園
との交流会

4R・1Z

更埴 LC

2019 年 12 月 21 日

クリスマス訪問例会

毎年恒例のクリスマ
ス訪問です。
市 内の障がい者 福

祉施設のクリスマス会に
合わせてケーキを5 台
お届けする例会です。
毎 年 好 評を頂き、施
設の利用者の方々に喜
んでいただいてます。
5月27日
（水）、上田市社会福祉協議会へ車イス1 台
を寄贈し、宮之上会長にお渡ししてきました。
例年、
クラブの例会に会長をお呼びして寄贈していま
すが、今回は新型コロナウイルスの感染拡大により例会
が自粛・延期となったため、
クラブ三役及び献眼・献血・
福祉委員長の４名でお届けすることとなりました。
2009 年より１台ずつ寄贈しており、周年記念の年には
3 台です。今年の分も含め18 台となり、上田ライオンズク
ラブの主な継続事業となりました。前のものとは違い、今
のものは軽量でコンパクトになり、階段の昇り降り適して
おり、上田市民に大変喜ばれております。
4R・1Z

東御 LC

2019 年 12 月 18 日

東御市社会福祉協議会へ
助成金を贈呈

4R・1Z

上田城南 LC

2020 年 3 月 17 日

結成 45 周年記念事業 災害支援

結成 45 周年記念事業の一つとして上田市に災害支援として
「災害用組み立て式トイレ」
を寄贈しました。
これは上田市からの要望で、車イス対応の仮設トイレが不足しているためだそうです。
上田市の防災倉庫が上田第 4中学校体育館 1 階にあるため、現地での引き渡しを行いました。

毎年、東御ライオンズクラブの同伴クリスマス例会に
おいて、東御市社会福祉協議会へ助成金をお渡しし
ています。
今年も会長をお招きし、市の社会福祉の現状につい
てお話いただき助成金をお渡し致しました。
今後も、様々な形で地域の社会福祉に貢献していき
たいと思います。
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Close Up Activity
4R・1Z

戸倉上山田 LC

2019 年 12 月

ふれあい年賀状

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。
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。
ご協力頂いた皆様ありがとうございました。

4R・2Z

望月 LC

2019 年 11 月 10 日

子ども達と花植え

9 時から望月小学生、
望月中学生、保護者 30
名 程と歩 道、路 肩 付 近
のゴミ拾 いを行なった
後、小学校昇降口前の
花壇に肥料を入れ、
ビオ
ラの苗とチューリップの
球根を植えました。
16日に公開学習があ
り、
たくさんの方も来校さ
れるので見てもらえたら
いいなと思いました。

4R・1Z

丸子レオクラブ

2019 年 11 月 9 日

ボッチャ競技会 東信地区予選

「ボッチャ競技会東信大
会」
にエントリーし、
ボッチャ
を初体験しながら競技会予
選に出場しました。受付を
早く済ませ体育館で練習し
ました が、
ボ ールのコント
ロールが難しいのと、
ルール
がおぼつかないまま、開会
式になってしまいました。競
技では当然ごとく予選敗退
となりました。ボッチャはパラ
リンピック競技になっている
のでこの日も、様々な選手が
集まっており、
レオクラブとして参加した意義は大きいと
感じました。良い経験になりました。

14
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4R・2Z

小諸 LC

2020 年 2 月 2 日

第 5 回 吠えろ! 若獅子 High school 軽音祭 in こもろ

小諸市を中心に東信地域の高校軽音部の皆様 10
組に参加いただき、
日ごろの練習の成果を披露していた
だき、
さらに上を目指していただこうというコンクール形式
のイベントを開催。
特別審査員の小泉小諸市長をはじめ、佐久市出身の
双子ユニットALLaNHiLLZ（アランヒルズ）、族音二重
奏の林久悦さん
（Dr.）、林由恭さん
（Ba.）、
またギタリスト
のオバタコウジさんの6 名に審査員を務めていただきまし
た。各バンドとも、
日ごろの練習を成果をいかんなく発揮し
ていただき、会場を大いに沸かせてくれました。演奏後
は、
プロとして活躍している審査員の的確なアドバイスや
ユーモアを交えての好評をいただき、演奏した子供たち
も目を輝かせながら真剣にアドバイスを聞いていた姿が
とても印象的でした。本年度の最優秀賞 小諸ライオン
ズクラブ賞は
『野沢南高校 ALLY』
の皆様が受賞しまし
た。ライオンズクラブ 賞 の『ALLY』、小 諸 市 長 賞 の
『Magie Charme』、
『ほっとあいす。』
の3 組には、夏に小
諸市で開催されるALLaNHiLLZのライブでの対バンの
権利が送られました。今年の夏にはさらに成長した3 組
の姿が見られることだと思います。表彰式後には、
スペ
4R・1Z

上田城南LC上田さくら支部

2019 年 11 月

あいさつ運動

11月のあいさつ運動は5 校で行いました。
1. 11月13日
清明小学校
2. 11月13日
傍陽小学校
3. 11月25日
東塩田小学校
4. 11月27日
中塩田小学校
5. 11月28日
塩田西小学校
長野大学アラスロレオクラブ、上田さくら支部 も一緒に
あいさつ運動を実施しています。上田市立塩田西小学校
では、
あいさつ当番がいて毎朝あいさつ運動を行なってい
る小学校！寒い朝の校舎に、子供達の熱い声が響きます。
当番が着ているハッピの背には
『あいさつ命』
の文字
が…気合いが入ってます。
挨拶の語源は
「一挨一拶（いちあいいちさつ）」禅宗
の問答に由来した言葉で、
「心を開いて相手に近づく」
と
いう意味。
あいさつ＝あなたの存在をちゃんと認めていますよとい
うサインであり、相手の気分を一瞬で幸せにできる魔法
のことばだと思います。
4R・1Z

長野大学Arasloレオクラブ

2019年11月23日

レオクラブチャーターナイト

当日は仁科ガ
バナーはじめた
くさんの来賓が
お見えにくださっ
た中、式典が無
事に終了致しま
した。これ から
地域のリーダー
となるよう頑張り
ます。

シャルライブが開催され、会場が一つになり大いに盛り上
がりました。今回、残念ながら賞をとれなかったバンドの
皆様も本当に真摯に一生懸命この大会に取り組む姿が
見られ、5 回目を迎えた軽音祭も本当にレベルが上がっ
てきたことを感じ取れるイベントへ成長させていただきま
した。

1R・1Z

茅野レオクラブ

2020 年 1 月 1 日

1 月第一例会

1月1日今年も諏訪大社上社において初打ち奉納太
鼓。温かい新春とはいえ1月です。かなり寒い中、茅野
レオクラブの奉納太鼓を行いました。

4R・2Z

佐久レオクラブ

2020 年 1 月 11 日

イオンモール献血活動

イオンモールで献血の
呼びかけを行いました。入
口2カ所に分かれてティッ
シュ配りをしました。貰って
くれたり、
くれなかったりで
したが多くの方が献血に
協力して下さいました。
レ
オメンバーの中でも、献血
をした人が数名いました。
これからもこのようなボランティアに積極的に取り組んで
いきたいです。

きらびと
1R・1Z 岡谷 LC

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。

L. 山崎 賢一

1R・2Z 駒ヶ根 LC

L. 橘田 利雄

病院でクリスマスを迎える子どもたちに、
プレゼントを贈ろう。

フードドライブとは?

『走ろう、長野。走ろう、諏訪湖』
をスローガ
ンに数多くの人が参加できるチャリティーマラソ
ンを開催したい。岡谷 L.C.のL. 山崎賢一が
そんな構想を思い立ったのは2014 年のこと。
それから3 年 後の2017 年 12月、L. 山崎
の思いは結実し、県下初のイベント、第 1 回
長野グレートサンタランは開催され多くの企
業や個人からの協賛をいただきました。
2019 年は3 回目を迎え、地元高等学校吹
奏部の演奏、
ダンスバトル大会、
サンタコンテストなど企画もり沢山で諏訪
地方に一足早く冬の訪れを知らせるイベントとしてすっかり定着しています。
L. 山崎のサンタランにかける思い、
それは
『クリスマスに自宅に帰れ
ない子ども達に元気になってもらいたい』。
サンタランの発祥はイギリス。エディンバラでクリスマスに自宅に帰れ
ない子どもたちを古城での食事会に招待したのが始まりです。それを英国
留学中に見ていたひとりの日本女性が『地元を元気にしよう』
と大阪で始
まったのがサンタランの日本での発祥です。L. 山崎も大阪のサンタランへ
の参加がきっかけとなり、
それが長野グレートサンタランへと発展しました。
初開催時は知名度が無に等しい状態のため、一般からの参加者は
決して多くなかったのですが、年を追うごとに参加者も増加。阿部守一
長野県知事や金子ゆかり諏訪市長、中村友彦県立こども病院長など
多くの方にも参加していただきました。
チャリティーで集められた義援金でクリスマスには県立こども病院、諏
訪赤十字病院、岡谷市民病院、信濃医療福祉センターに入院している
約 220 人子どもたちに素敵なクリスマスプレゼントを贈ることができました。
今後もこの輪を大きく広げて地域の活性化につなげ、諏訪地域から
長野全域の小児科に入院中の子どもたちへ書籍や玩具を配りたいと、
そう語るL.山崎はすでに今年のサンタランに向けて走り始めていました。

駒ケ根ライオンズクラブ第 2 副会長 L. 橘田利雄が懇切丁寧に説明し
てくれる現状には、子どもの貧困と真剣に向き合うひたむきな姿がありました。
きっかけは2018-2019 地区ガバナーのL．菅沼哲夫の基本方針の中
のひとつ
「子どもの貧困問題に取り組み、
フードドライブを実施する」
という
項目です。
フードドライブとは、
ご家庭で消費しきれない食品を持ち寄り、
こ
ども食堂を始めとする各種施設やフードバンクに提供する活動で日本でも
近年は多くの取組が見られています。
内閣府の資料によると、平成 27 年
の日本の子どもの貧困率は13.9%。
また日本は世界 GDP３位という経済
的強さを持ちながら、貧困率は世界
でワースト23 位でした。貧困の具体
例として、
ひとり親世帯の家庭では３
人に1人（36.1％）
が、2人世帯であっ
ても7 人に1 人（14.7％）
が食事に不
自由し
てい
ま
す。
L.
橘田は大変な驚
ふれあい広場フードドライブ
きとともにフードドライブを行う意義も
実感しました。
第 1 回目のフードドライブは、2018
年 9月2日駒ヶ根市文化センターにて
行われた第 34 回ふれあい広場で開
催されました。新聞と有線放送、
フード
バンク信州のホームページに掲載し
ていただき、遠くは松本市から若者 2
人が駆けつけてくれました。
このときは
22 名の方から70 ㎏近い食料を寄付
ふれあい広場提供された食料
していただき、大変な盛況でした。
第 2 回目は
「こども食堂」
と提携して実施しました。
このときも新聞や有線放送を
聞いて来てくれた方、子ども食堂へやってきてフードドライブを知り、
わざわざ家に
戻って食料品を持ってきてくださった方など地域との繋がりを感じたそうです。
駒ヶ根 LCでは、現在までフー
ドドライブを5 回実施しており、担
当メンバーが子ども食堂に来てく
れた親子に、
フードドライブにつ
いて説明をさせていただく機会も
ありました。
また集まった食料品を社会福
祉協議会に寄付したところ、生
子ども食堂フードドライブ
活に困って相談に来られる方に
食料をお渡ししてとても喜ばれて
いるという話も聞きました。
フードドライブはライオンズクラ
ブの活動を地域の皆様に知って
いただく良い機会であり、子どもの
貧困問題、食品ロス
（フードロス）
子ども食堂での説明会
を解消するための素晴らしいアク
ティビテイだと思います。今は新型
コロナウイルスの感染防止で学校
も休校となっています。
このようなとき
にフードドライブができないことは残
念ですが、収束後は継続して活
動ができればと思っています。そう
語るL. 橘田からフードドライブにか
ける篤い思いが伝わってきました。
子ども食堂メニュー

参加していただいた阿部知事と

全参加者と記念撮影

2019-2020 LION SHINANO
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「コロナに打ち勝つ」
活動が広まっています
4R2Z 佐久ライオンズクラブ

中村

通

6 月 16 日、中村通ガバナーエレク
ト以下宮下満栄地区名誉顧問（地区
行政包括連携協定推進室アドバイ
ザー）、檀原保雄次期キャビネット幹
事、大工原武重次期キャビネット会
計、中村吉秀次期地区包括事業連携
協定推進室長は長野県庁を訪れ、阿部守一知事を表敬訪問し、新任のご挨拶を申し上げました。またその際に、仁科ガバ
ナーが 334-A 地区愛知さくらライオンズクラブからの要請を受け調達されたフェイスシールド2000 枚を県に寄贈い
たしました。
次年度は 4R2Z 佐久ライオンズクラブより地区ガバナーが誕生します。歴代 4R のガバ
ナーは 1977 年 L. 石塚昌（上田）
に始まり、L. 田中泰江（佐久）、L. 堀内泉（上田城南）、L. 樫
山幹男（佐久）、L. 北原守靱（丸子）、L. 佐藤清人（軽井沢）、L. 滝沢巌（坂城）、L. 滝澤昌哲（上
田）
、L. 佐藤義雄（戸倉上山田）、L. 甘利直和（小諸）、L. 山邉正重（上田城南）。佐久ライオン
ズからは 30 年ぶりのガバナー誕生です。
「われらかつて歩むことを学びき、
今あらためて歩むことを学ばん」
（佐藤春夫）
故樫山元ガバナーの教え、
「知るべきを知
る」知ることに挑戦し、学ぶことへの勧めを一
年の限定でなく、終生の学びとしたい。
16
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退 任 の ご挨拶
ライオンズクラブ国際協会 334-E 地区
地区ガバナー

L. 仁 科 良 三

今は新型コロナウイルス感染防止に向け接触者 8 割減へ、全国民が感染対策に協力してい
るところで有ります。ライオンズクラブはその先頭に立って対応しており、今年に入ってから予定して
おりました、全ての行事を取りやめ、
なんとかここまで進めてきました。会員皆様の深い理解とご協力
に感謝申し上げます。
しばらくはコロナ対応に追われますが、
まずは皆様の健康を優先し、
お仕事
やライオンズクラブ運営、奉仕活動に新たなイノベーションを起こして、新しい道のりを作って行き
ましょう。
ライオンズクラブ在籍 40 年。私は30 歳の時にJCに留まるか、
ライオンズクラブに入会するか
迷いました。ライオンズクラブに入会を決めた理由は、仲間を作り、
それを生涯の絆にする。大人
の先輩達から学んで、
自分の成長に繋げたい。
この2 点で、長野みすずライオンズクラブに入会
し、昨年チャーターモナークシェブロンアワードを受賞致しました。
6 人で始めたホンダの株式会社でしたが、現在は500 人のグループ会社にまで成功させてい
ただきました。
これはライオンズクラブのおかげ様だと思っております。29 歳で会社設立をして、本
当に経営者とは名ばかりの若者でしたが、先輩ライオン達の人格を見て学んで42 年になります
が、良くここまで成長出来たなと思います。ライオンズクラブに感謝しております。
私とライオンズクラブを振り返ると、世の中には、小さな会社でもエネルギー溢れた人、人並み
はずれた才能を持った人、鋭い事業感覚を持っている人々は沢山おります。才能で目標を達成、
能力を頼っていると失敗は防げられない。豊富な知識に裏打ちされた、知恵が必要。才能、能
力を使いこなす人になる事です。主役は
「人格」
です。生まれながらにして人格の出来ている人は
いません。自分のブランド作りです。徳の有る信頼される人間性が、才能をコントロールする。始め
は自分の持っている才能や能力や闘争心で成功するが、事業を成功させ続ける為には、心を高
め、徳の有る人格を築き上げる。成功するか、
そうでないか人の差は紙一重。
そこに強い壁が有
る。
これを突破しなくてはならない。目標の立て方とそこを目指して垂直に登って行く。やり遂げる為
に、粘り強く真面目に努力を続け、
自分の中に有る既成概念を突き破る事です。するとより粘り強い
性格が形成されます。ライオンズに在籍していなかったら、現在の私ではなかったです。
シンガポールでの国際大会は中止となり、MD334と第 66 回地区年次大会は書面決議となり
先日、原案の通り可決されました。又選挙は地区ガバナー候補者 L. 中村通が当選致しました。
私からガバナーズキーの引継ぎを致しました。
1 年間本当にありがとうございました。334-E 地区全員の皆様に心より感謝申し上げます。
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退任のご挨拶
地区キャビネット幹事

地区キャビネット会計

L. 飯 田 重 光
全国緊急事態宣言発令中に、
この原稿を書いています。
ガバナー公式訪問が一段落の後、10月12日に長野県
を襲った台風 19 号。直後から被災対応が始まった。豊野
西小学校での炊き出し、被災地ニーズへの対応、復旧復
興支援施策、
日本アラート委員会現地視察対応、電話での
問い合わせ等、
目が回るような忙しい日々でした。
皆様からのご意見で、当地区台風 19 号支援寄付口座
を設けたところ、地区内外から3,532,483 円ものご寄付を頂
きました。又、LCIF から5,531,983 円の災害支援金、
日本ラ
イオンズアラート委員会より1,900,239 円を頂く中、行政との
連携協定をフルに生かし、情報を密に共有して行政の手の
届かない各種災害支援対応ができました。メンバーの皆様
に心から感謝申し上げます。
新年は、
２R 新年合同例会・MDの各種会議等でスター
トを切りましたが、新型コロナウィルスの影響が日々色濃くなり、
地区内全ての会議中止、各クラブの皆様にも例会等の自
粛をお願いする中、第 66 回地区年次大会・MD334 年次
大会・シンガポールでの国際大会まで中止となってしまいま
した。特に地区年次大会は、各委員会で準備進行中の中
止判断で、大変ご迷惑をお掛け致しました。心からお詫び
申し上げます。一度準備を開始したものを、撤収する事は大
変な労力が必要だと改めて感じました。
日々変化する新型コロナ対策により、
キャビネットも大きく振
り回されております。地区年次大会に代わる各種決議事項・
ガバナーの信任投票等初めての書面送付形式となりました。
仁科ガバナーは、
「12月末で仕込み完了！」
と日頃から話さ
れておりました。今になれば、早く仕かけて本当に良かったと
感じております。160名の会員増強を有賀委員長中心に行っ
て頂きました。Campaign100も地区目標 25 万ドルを、遠藤
委員長中心に達成できました。ライオンズクラブの法人化も
年度内には登記できます。仁科キャビネットの柱でもあります、
YCE 派遣も増員ができ、LEOクラブは、年度内に増強の目
途が立ちました。緊急事態宣言で動きが取れない中、皆様
のご協力に敬意と感謝を申し上げます。比較的災害の少な
かった当地区にあって、全てが前例のないことばかりでした。
ライオンズクラブは
「不連続の連続」
と言われていましたが…
次年度、仁科ガバナーはMD334の議長に就任されます。
複合も経費の見直しも含めて、大きな改革が待ったなしです!
メンバー各位の応援をお願いします。
新型コロナウィルスで経済が大打撃を受けております。全
クラブの力を結集して、退会者防止の取り組みをお願い致
します。
「1 年間ありがとうございました」
18
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L. 河 田 育 畝
仁科キャビネットが始まり早いもので1 年が過ぎようと
しています。ガバナーは半年で計画を立て半年で実
行するとのことでした。
私は、6月末にイタリア、
ミラノ国際大会に出席し帰
国後始まると思っていましたが、体調不良にて5 か月間
活動を休止せざるを得ないことになりました。
そして後半
は頑張って活動する予定出したが新型コロナウィルス
にて自粛要請が発令され中止となり何も出来ずに今日
まで来ました。キャビネット構成員の皆様には大変ご迷
惑をお掛けして申し訳なく思っています。
ライオンズに入 会して二 十 二 年 間 病 気もせず頑
張ってきましたが、一番大事な年に病気になり悔やま
れます。
次年度より二年間会計監査員としてお世話になりま
すが、病気にならずライオンズ活動を一生懸命努めて
まいりますので今後ともご指導の程よろしくお願いいたし
ます。
一年間誠にありがとうございました。

新入会員の紹介
1R・1Z
諏訪湖 LC

1R・1Z
諏訪湖 LC 諏訪和支部

1R・1Z
諏訪湖 LC

1R・1Z
諏訪湖 LC

L. 長濱敢史

L. 降旗ま千代

L. 平田 哲

L. 小松

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 12月17日
業
種：自動車関係
スポンサー：岸 昌代

入会年月日：2020 年 1月14日
業
種：衣服・装飾小物の販売／オーダーメイド
スポンサー：西村洋和

入会年月日：2020 年 2月10日
業
種：英会話スクール
スポンサー：西村洋和

1R・1Z
諏訪湖 LC

1R・1Z
岡谷 LC

1R・1Z
岡谷 LC

恵

1R・1Z
茅野 LC

L. 深井賀博

L. 山本まゆみ

L. 山之内精一郎

L. 竹内 巧

入会年月日：2020 年 4月10日
業
種：ケーブルテレビ局
スポンサー：

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：2020 年 3月11日
業
種：不動産業
スポンサー：芝野淳一郎

入会年月日：2020 年 2月18日
業
種：市議会議員
スポンサー：酒井 章

1R・1Z
茅野 LC

1R・1Z
茅野 LC

1R・2Z
伊那 LC

1R・2Z
伊那 LC

L. 立石勝彦

L. 丸茂岳人

L. 織井常昭

L. 鈴木教仁

入会年月日：2020 年 2月18日
業
種：塗装業
スポンサー：酒井 章

入会年月日：2020 年 3月20日
業
種：県議会議員
スポンサー：矢島芳美

入会年月日：2020 年 3月3日
業
種：建設業
スポンサー：吉澤文男

入会年月日：2020 年 3月3日
業
種：建設業
スポンサー：吉澤文男

1R・2Z
駒ヶ根 LC

1R・2Z
駒ヶ根 LC

1R・2Z
飯田長姫 LC

1R・2Z
飯田赤石 LC

L. 井口浩志

L. 佐々木ひとみ

L. 伊藤佳代子

L. 黒澤伸悟

入会年月日：2020 年 2月21日
業
種：清掃業、解体業、土木業
スポンサー：新井 博

入会年月日：2020 年 2月21日
業
種：労働者派遣業
スポンサー：松岡宅吉

入会年月日：2019 年 11月14日
業
種：葬祭業
スポンサー：竹内園恵

入会年月日：2020 年 3月25日
業
種：整体院
スポンサー：片桐吉尚

1R・2Z
飯田赤石 LC

L. 松井真一
入会年月日：2020 年 3月25日
業
種：建設業
スポンサー：島伸太朗

2R・1Z
長野松代 LC

2R・1Z
長野松代 LC

2R・1Z
長野松代 LC

L. 芳川真一

L. 中村

入会年月日：2020 年 2月19日
業
種：金属加工業
スポンサー：芳川順一

入会年月日：2020 年 2月28日
業
種：薬剤師
スポンサー：神林隆幸

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

忍

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲 LC

L. 北村直之

L. 倉野立人

入会年月日：2020 年 4月1日
業
種：病院職員
スポンサー：神林隆幸

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：長野市議会議員
スポンサー：増田悌造

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

L.奥津 グレース ベルムデス

L. 竹内 オディ ロト

L. 村瀬 ベルナデス

L. 柴 グラシャ スレタ

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

L. 前田 エミルダ

L.ラワン ガリトリニダド

L. 滝沢 メリータ

L.須田 マタワラン レスリー

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

L. 阿部 アン マキシロム

L. 飯島 メリーローズ

L. 我山 レミー パハリリオ

L.宮下 アーリン レオナード

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2019 年 12月12日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2020 年 1月15日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2020 年 1月15日
業
種：
スポンサー：増田悌造

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・1Z
長野千曲 LC

2R・1Z
長野千曲 LC

L. 小林 ノリエサ

L. 野間 グレンダ

L. 塚田兼司

L.グレート無茶

入会年月日：2020 年 1月15日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2020 年 1月15日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2020 年 2月1日
業
種：飲食店経営
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2020 年 4月1日
業
種：長野市議会議員
スポンサー：塚田兼司

2R・1Z
長野千曲LC長野J&P国際交流スペシャリティクラブ支部

2R・2Z
須坂 LC

2R・2Z
中野 LC

2R・3Z
長野中央 LC

L. 小平 エリザベス

L. 宮沢智史

L. 阿部賢二

L. 佐々木

入会年月日：2020 年 4月1日
業
種：
スポンサー：増田悌造

入会年月日：2020 年 1月1日
業
種：司法書士
スポンサー：小柳邦義

入会年月日：2020 年 3月25日
販売
業
種：自動車修理、
スポンサー：花石真一

入会年月日：2019 年 12月26日
業
種：洋紙・紙製品卸売業
スポンサー：渋谷一男

2R・3Z
長野中央 LC

2R・3Z
長野中央 LC

2R・3Z
長野中央 LC

浩

2R・3Z
長野中央 LC

L. 鈴木洋一

L. 松本二三男

L. 宮尾貴章

L. 赤坂恭子

入会年月日：2019 年 12月26日
業
種：長野市議会議員
スポンサー：原田浩道

入会年月日：2019 年 12月26日
業
種：建設業
スポンサー：有賀良和

入会年月日：2020 年 2月13日
業
種：建設業
スポンサー：上田正昭

入会年月日：2020 年 2月13日
業
種：飲食業
スポンサー：上田正昭
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新入会員の紹介
L. 駒津

敏

入会年月日：2020 年 2月13日
業
種：設備工事業
スポンサー：和田正彦

2R・3Z
長野篠ノ井 LC

L. 荒川

2R・3Z
長野篠ノ井 LC

2R・3Z
長野篠ノ井 LC

L. 富沢孝子

L. 宮入英夫

L. 奥村喜恵

入会年月日：2020 年 2月13日
業
種：ガールスカウト
スポンサー：﨤町とも子

入会年月日：2019 年 11月1日
業
種：飲食業
スポンサー：中村英博

入会年月日：2019 年 11月1日
業
種：飲食業
スポンサー：中村英博

2R・3Z
長野中央 LC

2R・3Z
長野中央 LC

亘

入会年月日：2020 年 2月19日
業
種：卸売業
スポンサー：中村英博

2R・3Z
長野篠ノ井 LC

2R・3Z
長野白樺 LC

2R・3Z
長野みすず LC

L. 樋本禎智

L. 堀内保彦

L. 竹本

入会年月日：2020 年 2月19日
業
種：農業
スポンサー：中村英博

入会年月日：2019 年 11月27日
業
種：一般電気工事業、空調設備
スポンサー：赤羽豊喜

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：サービス業
スポンサー：金澤正明

浩

2R・3Z
長野みすず LC

2R・3Z
長野みすず LC

2R・3Z
長野みすず LC

2R・3Z
長野みすず LC

L. 加藤英夫

L. 田中伸弥

L. 牧野郁夫

L. 増子洋子

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：長野市議会議員
スポンサー：金澤正明

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：鉄工業
スポンサー：金澤正明

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：事務
スポンサー：山室健三

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：歯科
スポンサー：西澤裕美子

2R・3Z
長野みすず LC

2R・3Z
長野りんどうLC

2R・3Z
長野りんどうLC

2R・3Z
信州新町 LC

L. 水澤文一

L. 青木敏明

L. 後藤隆行

L. 北澤宏充

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：民間放送
スポンサー：仁科良三

入会年月日：2020 年 3月10日
業
種：市議会議員
スポンサー：中村吉秀

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：派遣業
スポンサー：長濵慶徳

入会年月日：2020 年 2月7日
業
種：建設業
スポンサー：北澤泰夫

2R・3Z
信州新町 LC

L. 手塚

勇

入会年月日：2020 年 2月7日
業
種：建設業
スポンサー：北澤泰夫

3R・1Z
松本 LC

3R・1Z
松本深志 LC

L. 岩原和寿

L. 大日方洋輔

L. 上条真一

L. 中野勝志

入会年月日：2019 年 1月21日
業
種：設備工事
スポンサー：濵 恒徳

入会年月日：2020 年 2月4日
業
種：機器搬入据付、作業服他販売
スポンサー：濵 恒徳

入会年月日：2019 年 11月14日
業
種：園芸店
スポンサー：丸山嘉正

入会年月日：2019 年 11月14日
業
種：弁護士
スポンサー：丸山嘉正

3R・1Z
松本深志 LC

3R・1Z
松本中央 LC

3R・1Z
松本深志 LC

L. 河西秀一

L. 小林

入会年月日：2020 年 1月23日
業
種：高密度基板実装・精密機器組立
スポンサー：丸山和男

入会年月日：2020 年 1月23日
業
種：建築業
スポンサー：丸山嘉正

3R・1Z
松本中央 LC

基

3R・2Z
穂高 LC

L. 劉

入会年月日：2020 年 4月15日
業
種：機械卸業
スポンサー：大蔵章男

入会年月日：2020 年 4月20日
業
種：飲食業
スポンサー：穂高光雄

梅貴

4R・1Z
丸子 LC

L. 山本

勇

入会年月日：2019 年 12月1日
業
種：建設業
スポンサー：竹花伸一

4R・1Z
上田城南 LC

2019-2020 LION SHINANO

健

入会年月日：2020 年 4月15日
業
種：飲食業
スポンサー：青島千恵

3R・3Z
塩尻桔梗 LC

L. 松尾正英

L. 今井美由姫

入会年月日：2019 年 12月4日
業
種：小売業
スポンサー：宇治正皓

入会年月日：2019 年 10月1日
業
種：保険業
スポンサー：清沢和恵

4R・1Z
更埴 LC

L. 竹澤由美

L. 藤岡

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：清掃業
スポンサー：塩㟢 泰

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：家電販売・設備工事
スポンサー：湯本邦伸

4R・1Z
上田城南 LC 上田さくら支部
入会年月日：2020 年 2月1日
業
種：建設業
スポンサー：柳原 明

豊

4R・2Z
佐久 LC

尚文

L. 細口

入会年月日：2020 年 3月1日
業
種：
スポンサー：深井幸治

L. 中島

入会年月日：2020 年 1月8日
業
種：卸売業
スポンサー：高橋正彦

3R・1Z
松本中央 LC

L. 西澤千則

入会年月日：2020 年 10月1日
業
種：保険業
スポンサー：喜多友一

L. 原

大地

入会年月日：2019 年 12月3日
業
種：弁護士
スポンサー：青島千恵

4R・1Z
上田 LC

L. 玉川陽一

4R・2Z
佐久 LC

L. 湊

3R・3Z
塩尻 LC

L. 宮澤敏文

4R・1Z
丸子 LC
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3R・1Z
松本深志 LC

3R・1Z
松本 LC

忠

4R・1Z
依田窪南部 LC

4R・2Z
佐久 LC

L. 竹内達也

L. 戸塚

入会年月日：2019 年 10月1日
業
種：建設業
スポンサー：中原政幸

入会年月日：2019 年 12月2日
業
種：運転代行
スポンサー：竹内嘉文

4R・2Z
佐久 LC

博

4R・2Z
望月LC

L. 竹内早苗

L. 増山浩一

L. 大塚雄一

入会年月日：2020 年 3月30日
業
種：セラピスト
スポンサー：山田利彦

入会年月日：2020 年 3月30日
業
種：獣医業
スポンサー：竹内嘉文

入会年月日：2020 年 1月1日
業
種：市議会議員
スポンサー：黒柳貞夫

2019-2020 キャビネット活動記録（2020. ★ . ★現在）
【2019】
月

日
2 月
5 木
6 金
14 土

月
内

容

第２回ＧＡＴ会議
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
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
第３回地区ＦＷＴ委員会
12
19 木
ＦＷＴ合同入会式・次世代交流会
第４回地区 YCE－OB 会
22 日
ＹＣＥ冬期来日クリスマス会
25 水 ＬＣＩ
Ｆセミナー

場
所
東京都 東京プリンスホテル
名古屋市 複合地区事務局会議室
長野市 篠ノ井交流センター
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 ロイヤルホテル長野

【2020】
月

日
8

水

14 火
1

15 水
21 火
22 水

内
容
第２四半期会計
第３回レオクラブ委員会
２リジョン新年合同例会
第３回３３４複合地区国際大会委員会／第３回３３４複合地区管理委員会
第４回地区会則・リサーチ・アラート・長期計画委員会
第２回３３４複合地区家族及び女性委員会
第３回３３４複合地区ガバナー協議会

場

所

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
名古屋市 キャッスルプラザ

日
内
容
場
所
23 木 長野千曲ライオンズクラブ新年例会および長野Ｊ＆Ｐ国際交流支部結成式 長野市 ホテルメトロポリタン長野
松本市 キャビネット事務局
1 27 月 第３回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
28 火 第２回３３４複合地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会 名古屋市 複合地区事務局会議室
第３回ゾーン・チェアパーソン会議
佐久市 佐久一萬里温泉
5 水
ホテルゴールデンセンチュリー
第３回地区ガバナー・キャビネット会議
7 金 献血推進アドバイザー認定講習会
松本市 キャビネット事務局
8 土 小児がんから子どもを守るつどい
長野市 生涯学習センター
第３回３３４複合地区奉仕事業委員会
2
名古屋市 複合地区事務局会議室
13 木
第２回地区マーケティング・コミュニケーション委員会
松本市 キャビネット事務局
14 金 第５回３３４複合地区ＹＣＥ委員会
25 火 第１回３３４ 複合地区 臓器提供推進 委員会開催のご案内 名古屋市 複合地区事務局会議室
28 金 第３回３３４複合地区会則委員会
12 木 第２回臨時３３４複合地区ガバナー協議会
名古屋市 キャッスルプラザ
3
13 金 第４回３３４複合地区家族及び女性委員会
名古屋市 複合地区事務局会議室
1 水 第３四半期会計監査
松本市 キャビネット事務局
4 2 木 第４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
26 日 第６６回地区年次大会代議員会
長野市 メ
トロポリタン長野
5 17 日 第６６回３３４複合地区年次大会
名古屋市 名古屋キャッスル
10 水 次期クラブ三役・事務局員セミナー
松本市 ホテルブエナビスタ
6 26 金
第１０３回国際大会
シンガポール
30 火

山本 孝志

中野 和典

小泉 町子

取扱いクラブ
3R・1Z 松本深志 LC

取扱いクラブ
1R・1Z 茅野 LC

取扱いクラブ
1R・1Z 茅野 LC

足立 栄一

久江 哲也

取扱いクラブ
1R・1Z 茅野 LC

取扱いクラブ
1R・1Z 岡谷 LC

取扱いクラブ
1R・1Z 茅野 LC

神山 健太郎

赤澤 和佳

久保田 好彦

長野 敏美

取扱いクラブ
1R・1Z 諏訪湖 LC

取扱いクラブ
3R・1Z 松本深志 LC

取扱いクラブ
1R・2Z 飯田 LC

取扱いクラブ
4R・1Z 上田 LC

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

献眼発生日
2020 年 3 月 30 日

献眼発生日
2019 年 11 月 28 日

献眼発生日
2020 年 1 月 14 日

献眼発生日
2020 年 4 月 5 日

献眼発生日
2019 年 12 月 17 日

献眼発生日
2020 年 1 月 17 日

献眼発生日
2020 年 4 月 16 日

献眼発生日
2019 年 12 月 27 日

五味

稠

献眼発生日
2020 年 1 月 24 日

献眼発生日
2020 年 5 月 2 日

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。
ご冥福をこころから
お祈りいたします。

米窪 洵

柳沢 隆彦

田中 徹

3R・3Z 塩尻 LC

3R・3Z 塩尻桔梗 LC

1R・2Z 伊那 LC

2019 年 11月29日逝去

2019 年 12月1日逝去

2019 年 12月30日逝去

牧島 捷直

栗林 利治

宮澤 貞年

島田 武登

3R・1Z 松本深志 LC

1R・1Z 諏訪湖 LC

3R・1Z 松本中央 LC

2R・1Z 長野松代 LC

2020 年 1月26日逝去

2020 年 2月12日逝去

2020 年 2月12日逝去

2020 年 3月20日逝去
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Member’s Information
株式会社
「信州を洗う」

〈ご協賛広告〉

巴屋

巴屋グループは、快適な24 時間と
健やかな365日をお届けしています。

〒399-0014 長野県松本市平田東 2-6-1 TEL 0263-58-1940 FAX 0263-58-1941
http://www.tomoeya-group.co.jp/
3R-1Z

松本 LC

L. 武田善彦・L. 有賀

お蔭様で 50 年

正

大蔵木工株式会社

明日の経営のお手伝い

一級建築士事務所・総合建築業・木材業・宅地建物取引業

銭坂経営診断事務所
〒390-0807 松本市城東 2-1-1
TEL 0263-36-6736 FAX 0263-36-1231
3R-1Z

松本アルプスLC

L. 銭坂明尚

3R-1Z

〒398-0002 大町市大町 1851
TEL 0261-22-2110
FAX 0261-22-2111
http://ohitotimes.co.jp
somu@ohitotimes.co.jp
3R-2Z

大町 LC

〒399-8601
長野県北安曇郡池田町大字池田 2713-3
TEL 0261-62-4039 FAX 0261-62-9882
www.oana.co.jp
oana-glass@oana.co.jp
L. 伊藤慎一

雄大な北アルプスが目前に広がり、
その伏流水が場内に湧き
豊かな自然を育んでいます。
わさび農園内でキャンプする
新スタイル農園キャンプ場です。
〒399-9211 北安曇郡白馬村神城 19520-1
3R-2Z 白馬 LC

患者さんに最適な治療方法を提案し、
相談しながら治療をしています。

〒399-0737
長野県塩尻市大門八番町 5-1
TEL 0263-52-0205
FAX 0263-52-0685
塩尻 LC

TEL 0261-75-3355

L. 田中末春

吉田建築設計事務所
〒399-8301
長野県安曇野市
穂高有明 6316 番地
TEL 0263-83-2758
FAX 0263-83-5271
URL http://arcyoshi.com/
info@arcyoshi.com
3R-2Z

関歯科医院

3R-3Z

L. 大蔵章男

株式会社

住まいの変化とともに歩んで 70 年
窓からはじまる快適な暮らしへのお手伝い

高瀬 LC

松本中央 LC

白馬森のわさび農園オートキャンプ場

L. 水久保 節

株式会社小穴ガラス

3R-2Z

― 木に帰ろう 私たちの暮らし ―
〒390-0862 松本市宮渕 1-1-18 TEL 0263-32-1960 FAX 0263-32-1966
http://www.mcci.or.jp/www/ookura/
ookura@po.mcci.or.jp

最も身近な新聞、
それは地域紙。
北アルプス山麓では大糸タイムス。
ライオンズクラブのアクティビティを
くまなく取材し、
地域社会に情報発信。

日刊
大糸タイムス

「誠実」」
「堅実」
「確実」
に 80 年。

穂高 LC

L. 吉田満男

（株）中野ファーム（塩尻有機栽培研究会）
塩尻市・松本盆地の南端に畑があり、
高原地帯の涼しい気候を生かし、
レタスやキャベツ、
ブロッコリーなどの
暑さに弱い葉物野菜を
栽培・出荷しています。

〒399-0737 長野県塩尻市塩尻町 107
TEL 0263-53-2253 FAX 0263-53-5280

L. 北山達彦

3R-3Z

有限会社

塩尻 LC

L. 中野勝昭

ケー・ピー設備

Kindness ＆ Politeness
親切・丁寧をモットーに
〒399-7101 長野県安曇野市明科東川手 636-1
TEL 0263-62-5311 FAX 0263-62-5925
3R-3Z
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明科 LC

L. 岩垂巧磨

〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野 1389 番地
TEL 0263-51-8032 FAX 0263-51-8048
kpsetubi@rg8.so-net.ne.jp
3R-3Z

塩尻桔梗 LC

L. 武居健一

Member’s Information

〈ご協賛広告〉

サングリーン菅平

マレットゴルフ場
信州菅平高原の雄大な自然を満喫 !
自然が織りなす絶妙の 7ホール
宿泊・天然温泉・バーベキュー
アットホームな雰囲気で心を込めて
おもてなしいたします
〒386-2204 上田市菅平高原 1244-5
TEL 0268-74-2672 FAX 0268-74-3036
http://www.mallet-golf.com/
4R-1Z

上田 LC

L. 下条明敏

有限会社

髙橋造園

〈心和む みどりのあるくらし〉
造園設計＊施工＊管理＊植木販売
造園土木＊エクステリア工事一式
〒389-0506 長野県東御市祢津 2106 TEL 0268-63-5104 FAX 0268-63-5176
takahashizouen2106@outlook.jp
4R-1Z

更埴 LC

L. 山口和紀

L. 髙橋和雄

古物商許可証 第 481061200005 号

http://nakamurataiiku.com/
〒386-0016
上田市国分仁王堂 1190-4
TEL 0268-22-0896
FAX 0268-22-0881
nakamura@nakamurataiiku.co.jp
上田城南 LC

東御 LC

佳宮ファーム

㈱中村体育

4R-1Z

4R-1Z

L. 山邉正重

代

表

宮

下

佳

明

〒389-0605 長野県埴科郡坂城町大字上平 1058-1
TEL・FAX 0268-82-0878
携帯 090-1828-1058

夢創造企業
子どもたちに夢を届ける会社です！

4R-1Z

坂城 LC

ᶵ⬟ᛶࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡢ⥲ྜ࣓࣮࣮࢝

ࠛ389-0802 㛗㔝┴༓᭤ᕷᏐෆᕝ 25-1
FAX:026-276-6520
TEL:026-261-4000
E-mail: info@nagacera.com
URL: http://www.nagacera.com
4R-1Z

ᡞୖᒣ⏣ LC

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 3679-113SK ビレッジ B 号室
TEL 0267-78-3751 FAX 0267-78-3752
kiku.sunbreeze@kkd.biglobe.ne.jp
4R-2Z

L.బ⸨⩏㞝

佐久 LC

L. 菊池春美

佐久産業株式会社
SAKUSANGYO CO.,LTD.

〒384-0051 小諸市大字八満 1152-1
TEL 0267-24-1701 FAX 0267-24-1702
HP.http://www.sakusangyo.co.jp/aboutus/
E-mail.info@sakusangyo.co.jp
4R-2Z

小諸 LC

L. 小山 純

有限会社

カナメヤ製菓

弊社は創業より、昔ながらの味を守り、地
域に根着いた和菓子の製造卸業を営ん
でまいりました。県内スーパー様にて販売
いたしております。

〒384-0304 長野県佐久市北川 570-3
TEL 0267-82-7827 FAX 0267-82-7320 t.s-kanameya@lime.plala.or.jp
4R-2Z

臼田 LC

L. 佐々木 孝

信州電機
株式会社
〒384-2202
長野県佐久市望月 133
TEL 0267-53-2077
FAX 0267-53-5774
4R-2Z

望月LC

L. 黒柳貞夫
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キャビネットインフォメーション

新しい会議の形 ～リモート会議～
昨今の新型コロナウイルス感染症は、世間に大きな変化

表者 1 名がメールで参加者を招待する形ですぐに始められま

をもたらしました。
それは個々の健康に関する意識だけでなく、

す。
しかし無料版では3 人以上で利用した場合は40 分まで

社会全体に影響を与えています。今回は、
その中でも新しい

しか通話時間が無いため、長時間の会議には有料版の契

会議の形である
「リモート会議」
についてお伝えしていきます。

約が必要となります。

会議と言えば、複数の人が卓を囲んで話し合う姿を思い
浮かべる方がほとんどであると思います。
しかし、
この常識が
“３

● Google Meet（グーグルミート）

つの密”
（密閉・密集・密接）
につながるということから、
この3

アプリのインストールも不要で、基本的に時間制限もなく無

密を避けるために新たに主流になってきたのがリモート会議

料で100 人まで参加できます。
これも代表者がメールで参加

（Web 会議）
です。複数人で接続できるWeb 上の映像付き

者を招待する形ですぐに始められ、長時間の会議にも無料で

通話ツールを利用し、
それぞれ別の場所にいながらも参加で

対応できる側面もありますが、zoomと比べると画質・音質ともに

きる新しい会議の形です。Web 会議ツールはパソコンやス

少々質が低下します。

マートフォンなど、
インターネットに接続できるものがあればどこ
でも使用できる上、企業向けに有料で提供されているWeb

まだまだたくさんのツールがありますが、
それぞれに特徴が

会議ツールは端末同士を直接つながずサーバーを介して

あります。無料でも十分に機能を果たすツールも多くあります

通信をするため、
セキュリティ面でも安心して使用できます。

が、使用する人数や時間、
セキュリティ面など様々な観点から
有料版も含めてツールを選別することが必要となります。

Web 会議ツールを使えば、画面を共有して全員で同じ画
面を見ながら話ができたり、
コメント機能を利用して文字ベー
スで重要事項の確認や質疑応答ができたり、
また録画機能

現在は多くの企業でこのようなリモート会議が行われていま

があるものもあるため研修にも利用できるなど、対面で話せない

すが、他社との打合せもリモート会議にしたところ、移動にかか

デメリットをカバーする多くの機能が備わっています。

る費用や時間の節約にもなり業務の効率化につながったとい

ここで、Web 会議ツールの代表的なものを2 つご紹介し

う意見も多く出ていることから、今後はこれが主流となっていく
可能性があります。此度の新型コロナウイルスの影響は、
ビジ

ます。

ネスにおいてアナログでまわっていた企業文化（対面会議、

● zoom（ズーム）

押印、手書き書類等）
を、
デジタル化させるきっかけを与えた

リモート会議ツールの中でも、画質・音質ともに高品質であ

一面があります。時代の変化に順応することは容易くはありま

り、最も人気があると言われているのが zoomです。アプリのイ

せんが、
これを機に私たちも意識改革をしていかなければなら

ンストールも不要で無料版でも最大 100 人まで参加でき、代

ないと強く感じております。

■編集後記

第 45 巻

昨年 7月より1 年間、仁科ガバナーを筆頭にキャビネット構成員、各委員、
334-E 地区の皆様にご指導いただき3 回のライオン信濃発行を終えることが
できました。
社会人として、
ライオンズマンとして、皆様のおかげで成長できましたことを
ご報告として挨拶とさせて頂きます。1 年間ありがとうございました。
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
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