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We serve with you!
－よりシンプルに、よりスリムに、よりクリアに－

334-E 地区　ガバナースローガン

我々は、世界最大の奉仕クラブ組織です

ライオンズを学ぶ
GLT（会員指導力チーム）
GMT（会員増強チーム）
GST（奉仕チーム）
FWT（家族と女性チーム）
LCIF（ライオンズ国際財団）
スペシャルオリンピックス
献眼活動
特別寄稿／東日本大震災被災地の今は

Lion Shinano
ライオン信濃
特集
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MD334議長は各地区の取りまとめ役です。
「withコロナ」一年は続く。世界がこんなに考え方が違うのには、驚きました。宗教ならわかりますが、マスクする　しない！
ブラジル大統領コロナは、軽い風邪だ！ アメリカでもテキサス州、フロリダ州の様に経済を優先して、今は世界の感染者50％
はこの2国です。ライオンズクラブは世界中の国々に手を差し伸べて、生活の改善をしております。自らお金を出して、自らの
手で奉仕する事に誇りを持って、奉仕活動を更に大きくしていきましょう。

United in Kindness and Diversity
思いやりと多様性で結束する
　今日、世界は特別な課題に直面しています。ライオンズは
100年以上にわたって奉仕への呼びかけに応えてきましたが、
その私たちの歴史において、今こそ行動すべき決定的瞬間で
す。
　ライオンズは、世界規模の会員組織、改革、たゆまぬ活動
の活力を通して、思いやりと多様性のもとに結束し、世界中の
地域社会の切実なニーズに応え、希望を提供していきましょう。
　安全に奉仕するための新たな道を見いだす
たとえコロナウイルス（COVID-19）が私たちの生活様式を
変えてしまっても、ライオンズとしてのあり方を変えたわけでは
ないということです。私たちは希望であり、思いやりを示し、
そして共にこの状況に立ち向かっています。
〇健康と安全を最優先する。 例会、大会、事業、行事につ 
　いてのあらゆる決定を下すにあたっては、この原則に基づく　
　べきです。また、クラブに対してもこの方針を徹底させてく
　ださい。
〇革新に備える。 デジタル会議を取り入れ、ソーシャルメディ　
　アの力を活用し、社会的距離を保つべき時にあってライオン
　ズが安全に奉仕できる新たな方法を見いだしましょう。
ライオンズクラブ国際協会の２つの重点目標
１．2020～2021年度終了時までに、地区における会員数プ
ラス（前年度の会員数を保持または上回る数字）を実現する。
２．2020～2021年度終了時までに、キャンペーン100を通
じて目標3億ドル獲得を目指すLCIFを、地区として支援する。

MD334 議長　前地区ガバナー
L. 仁科 良三（長野みすず LC）

手探り　リーダーの役割

2020～2021年度　
国際会長メッセージ
国際会長
ジュン・ヨル・チョイ

　予想もしなかったコロナウイルスのパンディミックはライオンズクラブスローガン
の一つ「Our Nation’s Safety」を揺るがす事態を招き、世界の生活を一
変しました。メンバーにも測り知れないダメージをもたらし、過去に何度も大きな
危機を乗り越えてきたライオンズクラブも、いまだ経験したことのない局面を迎え
ました。
　今、そのコロナの威力は衰えるどころか益々拡散を続けている状況です。ス
ローガンを「We serve with you」とさせていただきましたがwith you and 
with コロナということになりそうな状況が続きそうであります。その中、今年度
予算は会員の負担軽減策をとり大幅な縮小予算といたしました。また地区年次
大会で承認されました各議案におきましても、すべての議案提出がコロナ騒動
の前に出されたことから、やむなく変更が必要、また実施不可能な議案もありま
すことを今年度は特例としてお認めくださいますようお願いいたします。ただ、も
う何もできない、やらない、やめたとあきらめないでください。「あきらめる」「諦
める」という言葉はマイナスに使えば途中で断念するですが、プラスに転ずれ
ば「明らめる」「明らかに究める」だそうです。何事も「もうだめだ」と簡単
にあきらめるのでなく、「明らかに究めていく」努力をやめない、その気持ちが
物事を成就する力となります。コロナ禍の中でも、自然は常に動いて少しも止ま
ることはありません。われわれの心身も、ストップさせてしまっては自然の法則か
ら外れ不自然の状態になってしまいます。心がストップすれば、体もストップしま
す。「人の世は心ひとつの置き所」（中村天風師）。心が体を動かします。でき
ないので何もやらないと諦めてしまったら、いつの時代、どんな環境、境遇でも
何も生まれません。健康と安全を念頭にライオンズならではの思いやりをもって、
ライオンズクラブは何ができるか、ライオンズクラブの存在意義を新たな時代に
灯し続けるために何をすべきか考え、実行しましょう。ウイルスの終息には長い
時間がかかるでしょう。一日、一日状況が変わります。この一年、皆で素心（利
害、地位身分などに染まらぬ、人本来の生地のままの純真な心）を以てこの危
機を一緒に乗り切ってまいりましょう。Not above you , not beneath you , 
but with you ! (あなたの上でもなく、下でもなく、一緒に)

2020～2021年度
就任のあいさつ
334-E 地区ガバナー
L. 中村 通
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キャビネット役員 紹介

ゾーン・チェアパーソン（ZC） 紹介

1R・1Z
L. 今井靖雄
（茅野 LC）

1R・2Z
L. 林勝一
（辰野 LC）

第一副地区ガバナー

L. 増澤義治
（諏訪湖 LC）

キャビネット幹事　

L. 檀原保雄
（佐久 LC）

キャビネット会計

L. 大工原武重
（佐久 LC）

1R

2R・1Z
L. 海沼和幸
（長野松代 LC）

2R・3Z
L. 若林秀幸
（長野中央 LC）

2R

3R・1Z
L. 菊池宏一郎
（松本 LC）

3R・2Z
L. 小林紀之
（安曇 LC）

3R

4R・1Z
L. 尾澤英夫
（上田 LC）

4R・2Z
L. 菊池英輔
（臼田 LC）

4R

リジョン・チェアパーソン（RC） 紹介

L. 前田英司
（飯田長姫 LC）

1R

L. 丸谷弘幸
（中野 LC）

2R

L. 小松宏二
（塩尻桔梗 LC）

3R

L. 喜多友一
（上田城南 LC）

4R

「焦らず 慌てず 諦めず」



4 2020-2021 LION SHINANO

地区委員長 紹介
地区GLT
コーディネーター・
地区ガバナー名誉委員長
L. 増田悌造
（長野千曲 LC）

地区家族及び
女性委員長
L. 両澤正子
（望月LC）

地区ライオンズ
クエスト・薬物乱用
防止委員長
L. 福田秀永
（小諸 LC）

地区管理委員長

L. 喜多友一
（上田城南 LC）

地区奉仕事業
委員長
L. 田中剛
（上田 LC）

地区マーケティング・
コミュニケーション
委員長

L. 堀内文雄
（臼田 LC）

地区 LCIF 委員長

L. 鈴木健夫
（軽井沢 LC）

地区 YCE委員長

L. 西田祐恒
（小諸 LC）

地区年次大会委員長

L. 水間正久
（佐久 LC）

地区会員
増強委員長
L. 黒澤和彦
（佐久 LC）

地区 YLQ
コーディネーター
L. 横山篤司
（小諸 LC）

地区レオクラブ
委員長
L. 竜野信雄
（丸子 LC）

地区行政包括連携
協定推進室室長
L. 中村吉秀
（長野りんどうLC）

地区副幹事・副会計 紹介
副幹事兼
地区運営委員長
L. 臼田和久
（佐久 LC）

副幹事兼
地区総務委員長
L. 高橋正彦
（佐久 LC）

副会計兼
地区財務委員長
L. 菊池春美
（佐久 LC）

L. 中村 通  ガバナーズバッジ

男性用ゴールド　　　　　　 女性用ゴールド                男性用シルバー                   女性用シルバー      
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１
R
・
１
Z

１
R
・
２
Z

２
R
・
１
Z

諏訪湖 LC 伊那 LC 長野 LC

岡谷 LC 駒ヶ根 LC 長野松代 LC

茅野 LC 辰野 LC 長野千曲 LC

下諏訪 LC 飯田長姫 LC 長野グリーンシティLC

飯田 LC 飯田赤石 LC 須坂 LC

心ひとつで　奉仕に向かう
友愛とスマイルで真心奉仕　

～「KiZuNa」The ties of Hearts ～
過去から未来　

次代につなぐ伝統と奉仕の心

原点回帰　
そして感謝協力

「も・も・も で奉仕」
～ 身近なところ、できることから第一歩 ～ 深い絆と連携力の発揮

共に慈しむ　奉仕の心
伝統の継承と

新時代に向けての奉仕 「奉仕の未来を描こう」

みんなで　おもしろ　
うぃさーぶ

築こう奉仕の輪　
打ち勝とう固い絆と友情で 未来へ　We Serve

未来を見据え　
共に築こう　奉仕の輪

わがこととして
「あきらめない・思いやりを持って・知恵を絞る」 あすへ繋ぐクラブ運営を

会長
小平　祐市

会長
北原　房雄

会長
竹内　正

会長
畑　文博

会長
米沢　浩一

会長
山上　哲生

会長
竹村　公一

会長
秋山　良雄

会長
山田　啓文

会長
濱　康幸

会長
原　隆澄

会長
佐藤　明宏

会長
福澤　芳一

会長
小木曽　正志

会長
塩﨑　一晴

幹　　事／細谷　賢一
会　　計／中山　　勉
事務局員／田中美智子

幹　　事／中村　威彦
会　　計／牧田　和弘
事務局員／春日美恵子

幹　　事／横沢　吉彦
会　　計／麻場　貴子
事務局員／山口久美子

幹　　事／山村　宜男
会　　計／荒井　豊明　
事務局員／山本さや香

幹　　事／伊東　正人
会　　計／小澤　祥男　
事務局員／石田　美穂

幹　　事／下城　豊嗣
会　　計／関川はつ子　
事務局員／児玉　伸江

幹　　事／宮坂　宣一
会　　計／宮坂佐知子
事務局員／小松美智代

幹　　事／米澤　正秀
会　　計／有賀　喜文
事務局員／根橋　宏江

幹　　事／市村　千秋
会　　計／若林　　祥
事務局員／島津　恵子

幹　　事／津村　朋信
会　　計／片桐　　淳
事務局員／小松　真理

幹　　事／小林　文人
会　　計／堀本　喜正
事務局員／原　　栄子

幹　　事／稲場　俊裕
会　　計／小嶋小百合
事務局員／小川　小芳

幹　　事／登内　義明
会　　計／長谷部徳彦
事務局員／横井美津子

幹　　事／久保田　隆
会　　計／三浦　　博
事務局員／湯沢奈津子

幹　　事／石田真佐子
会　　計／松村　正男
事務局員／手塚きん子

１
R
・
２
Z

クラブ会長スローガン
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２
R
・
１
Z

２
R
・
３
Z

３
R
・
１
Z

中野 LC 長野白樺 LC 松本深志 LC

長野山ノ内ゆけむりLC 長野みすず LC 松本アルプス LC

小布施 LC 長野りんどうLC 松本中央 LC

長野中央 LC 信州新町 LC 塩尻 LC

長野篠ノ井 LC 松本 LC 明科 LC

健康と奉仕
「目配り、気配り、心配り」　

心ひとつに We serve ！ 心をひとつに　笑顔の奉仕

初心忘れず地域に奉仕
国難の時　

今こそ示そうライオンズスピリット 共存共栄　We serve !!

まごころの奉仕
One Heart 心ひとつに

すべての人 の々幸せを願い社会に奉仕する
温故知新

～伝統と笑顔の継承～

この先の再生を目指して！ 
思いやりの奉仕 情熱的継続

利他の心で、
地元に寄り添った奉仕

常識が変わる　価値観が変わる　
行動あるのみ　We Serve 継続のために

希望と前進、次代へ絆ぐ
～混迷の時代に光を～ Together with us！

会長
吉池　一衛

会長
赤羽　豊喜

会長
宮澤　郁

会長
高山　祐一

会長
金澤　正明

会長
宮沢　昇

会長
市村　由美子

会長
寺沢　小百合

会長
青木　まゆみ

会長
和田　正彦

会長
小山　茂人

会長
三村　精一

会長
西村　明子

会長
増田　博志

会長
山下　徹静

幹　　事／清水　秀志
会　　計／市川　博信
事務局員／佐藤美恵子

幹　　事／宮本　芳享
会　　計／金沢　敦志
事務局員／松橋　花織

幹　　事／平林　善夫
会　　計／藤森　秀一
事務局員／永高　和美

幹　　事／中野　哲良
会　　計／堀　賢太郎　
事務局員／不在

幹　　事／久保田博已
会　　計／福島　栄一　
事務局員／滝﨑かおる

幹　　事／小林　匡善
会　　計／岡本　伸夫　
事務局員／杉野　睦美

幹　　事／宮島　義人
会　　計／桜井　昌季
事務局員／佐藤　和子

幹　　事／小林　宏行
会　　計／堀口　充洋
事務局員／田邊　麻弥

幹　　事／大和　　朗
会　　計／下平　智哉
事務局員／白仁田貴世

幹　　事／伊藤　　博
会　　計／前田　裕子
事務局員／高橋美智子

幹　　事／西沢　昭信
会　　計／大内　宏文
事務局員／佐々木美代子

幹　　事／木村　晶子
会　　計／竹内　清人
事務局員／小西　禎子

幹　　事／伊藤　英利
会　　計／野口　誠嗣
事務局員／小山　朱実

幹　　事／荒井　達雄
会　　計／二木　正樹
事務局員／待井　　都

幹　　事／宮園　幸男
会　　計／宮下喜美子
事務局員／土屋　麻里

２
R
・
３
Z

クラブ会長スローガン

３
R
・
１
Z
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３
R
・
１
Z

３
R
・
２
Z

４
R
・
１
Z

塩尻桔梗 LC 穂高 LC 上田城南 LC

安曇 LC 丸子 LC 坂城 LC

大町 LC 上田 LC 戸倉上山田 LC

白馬 LC 更埴 LC 依田窪南部 LC

高瀬 LC 東御 LC 佐久 LC

『“We Serve”
真心の連鎖』

～ 「温故知新」
次の世代へ ～

『ライオンズスマイル大作戦』
～笑顔を奉仕しよう～

奉仕の力で幸せな社会を 調和と奉仕と仲間の輪 今、できる新たなる挑戦を！

精進しながら地域密着
足もとを見つめ、前を見つめて

We Serve 見つめ直してみませんか？

変化に対応する活動
『出会いに感謝、
素直な心で奉仕！』 「感謝と奉仕の継続」

笑顔で奉仕・感謝で奉仕
単位クラブを大切に、

支え支えられ地域との共生
「新型コロナウィルスを克服して

We serveを取り戻そう」

会長
塩原　朝七

会長
髙山　修一

会長
野村　健太

会長
唐澤　佳秀

会長
土肥　浩明

会長
宮下　佳明

会長
五十嵐　孝

会長
下条　明敏

会長
林　幸彦

会長
田中　末春

会長
近藤　豊

会長
児平　英雄

会長
勝野　則男

会長
清水　新一

会長
日下部　俊介

幹　　事／清水　信男
会　　計／永原　　力
事務局員／畑中　正子

幹　　事／穗髙　光雄
会　　計／小林　　弘
事務局員／岩野　枝美

幹　　事／山口　和昌
会　　計／木村　茂樹
事務局員／丸山美和子

幹　　事／八釼　和義
会　　計／山下　邦二　
事務局員／増澤　美香

幹　　事／清水　重博
会　　計／松山　三二　
事務局員／中山　真弓

幹　　事／作田　光代
会　　計／安島ふみ子　
事務局員／

幹　　事／中村　俊久
会　　計／薄井　浩章
事務局員／澤口千央美

幹　　事／竹内　敏和
会　　計／上島　秀雄
事務局員／永井千奈美

幹　　事／山崎　信之
会　　計／村松　頼信
事務局員／西條　美世

幹　　事／栗田　　武
会　　計／太田　伸子
事務局員／嶺村　茂子

幹　　事／湯本　邦伸
会　　計／児玉　久夫
事務局員／宮原　紀子

幹　　事／森田　繁良
会　　計／藤田　一富
事務局員／

幹　　事／五十嵐国明
会　　計／竹内　忠彦
事務局員／林　あけみ

幹　　事／宮坂　和夫
会　　計／小山　裕里
事務局員／小林　利佳

幹　　事／小林　一昭
会　　計／大島　直之
事務局員／荻原　正子

クラブ会長スローガン

４
R
・
１
Z

３
R
・
２
Z

４
R
・
２
Z
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４
R
・
２
Z

１
R
・
１
Z

２
R
・
３
Z

小諸 LC

長野日大学園レオクラブ軽井沢 LC

諏訪湖 LC 諏訪和支部

上田城南 LC 上田さくら支部臼田 LC

茅野レオクラブ

丸子レオクラブ

望月 LC

長野千曲 LC 長野 J&P 国際交流支部

長野大学 Araslo レオクラブ

長野 palette レオクラブ

佐久レオクラブ

思いやる気持ちを持って
アクティビティ

人の心を繋ぐ
ボランティアをしよう

ふやそう仲間の輪、
広げよう奉仕の輪

心よせ　互助の和つなぐ　
次世代へ

常にワクワク！
笑顔を生みだす明るい社会希望　-　We Serve！

前進
～今を乗り越えその先へ～

思いやりと奉仕の心

健康第一　
助け合ってウイサーブ

新時代
グローバル奉仕力団結

獅子奮迅
～輝く明日を育む～

一致団結

「今、自分たちにできることを
見つけ、行動しよう」

会長
金本　淑子

会長
山田　茉奈

会長
宮村千明

会長
平林　真理子

会長
福澤　祐樹

会長
佐々木　孝

会長
清水　克暉

会長
松本　朱花

会長
小林　勲

会長
奥津　グレース

会長
水口　翔貴

会長
三原　大空

会長
高見澤　莉子

幹　　事／臼田　和正
会　　計／大西　崇弘
事務局員／柄澤　美華

幹　　事／小林　理咲
会　　計／伊藤　　開
事務局員／滝㟢かおる

幹　　事／安東　克敏
会　　計／土屋　貴史　
事務局員／栁澤　昌代　

幹　　事／有賀　照美
会　　計／増澤知奈美　
事務局員／田中美智子

幹　　事／喜多　和也
会　　計／柳原　　明　
事務局員／丸山美和子

幹　　事／堤　　敏郎
会　　計／井出　浩司
事務局員／加藤いち子

幹　　事／堀田　美羽
会　　計／小平　藍梨
事務局員／小松美智代

幹　　事／丸山　梨珠
会　　計／高野　　渚
事務局員／中山　真弓

幹　　事／清水　泰昭
会　　計／比田井哲雄
事務局員／小林　美佳

幹　　事／須田レスリー
会　　計／竹内オディロト
事務局員／島津　恵子

幹　　事／峯村　佳智
会　　計／緒方　一浩
事務局員／丸山美和子

幹　　事／栁澤　悠衣
会　　計／渡邊日緒里
事務局員／小川　小芳

幹　　事／下村　　翼
会　　計／井上莉里香
事務局員／荻原　正子

クラブ会長スローガン

２
R
・
１
Z

４
R
・
１
Z

４
R
・
２
Z

支部

レオクラブ

１
R
・
１
Z

２
R
・
１
Z

４
R
・
１
Z
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　1961年にMD335（関西地方）とMD4（カリフォルニア
州・ネバダ州）との間で実施された夏期学生交換の成果に
端を発し、1963年にスウェーデンが国際キャンプを始め、
1974年に国際理事会で正式に承認され46年もの長い歴史
があります。 
　

　
　
　
　過去10年間では来日・派遣人員は世界で5449人もの
若者が交流をしています。
　YCEの目的は“ライオニズムの第一目的を推進”つま
り「世界の人々の間に相互理解の精神をつちかい発展させ
る」ことであります。①他国の人と接する機会を青少年に
与える②異なる文化背景を持つ家庭や地域社会の生活を経
験させる③ライオニズムを通して国際理解と親善を促進する
等三つの目的があります。派遣生は16-21歳の日本を代表
した親善大使であり自主性・協調性・順応性・社交性があ
り目的意識を持ったチャレンジ精神が必要です。  
　当地区からの派遣生は帰国後YCE-OB生としてYCEプ
ログラムのお手伝いをしていただいています。当地区も2年

前からOB会（初代会長：三原大空、現会長：軽部晴）が
発足し現在14名で精力的に活動しています。将来的には来
日生の通訳やホストファミリーのお手伝い等活動の範囲を広
げていく予定です。

YLQって
なぁに? 　YLQ（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）

の概念は当地区において前年度（2019-2020）全日本に先駆けて設置されまし
た。青少年健全育成を包括的に実施推進させるためにはそれぞれの委員会の活
動と同時に各委員会が連携を取る必要があります。昨年度一年間活動をしてみて
感じたことは「青少年健全育成」という活動の意味がまだまだ浸透していないと
いうことです。このことは我々から十分にお伝えする機会が少ないことも原因と
感じています。そこで今回はそれぞれの活動について歴史も踏まえてお伝えした
いと思います。

YCE（Youth Camp Exchange）

レオ（LEO：Leadership Experience Opportunity）

神戸イースト LC をスポンサーとする 9 人

YLQ コーディネーター
L. 横山篤司

（小諸 LC）

334 複合地区ユースキャンプ In 京都

YCE-OB 会主催クリスマスパーティー

　1957年に青少年に地域社会奉仕を促すためにペンシル
バニア州に35名の高校生で初のハイスクール・レオクラブ
が結成、1967年に国際協会の公認プログラムとなり1968

奉仕の道のり
世界の奉仕に対するニーズは増え続け、その内容
も絶えず 変わり続けています。

奉仕の道のりは、人々が見て感じら
れる真の変化を 生み出すために、暮
らしと奉仕を改善していくアプローチ

地域のニーズは何なのかを学び、そのニーズを満たす方法
を発見し、奉仕のプランを行動に移し、成功を祝う、これら
の道のりが、奉仕の道のりです。

学ぶ 発見
する

行動
する 祝う

4 つのシンプルな段階
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1：自己規律、責任感、自信の形成
2：他者とのコミュニケーションと協力
3：感情や態度の上手な表現の仕方
4：家族や友人とのよい関係の強化
5：問題解決や健全な意思決定
6：仲間からのよくない誘いや薬物の拒絶
7：批判的思考力
8：目標設定と計画的な実施
9：他者のためにする活動の実施

学ぶスキル
人生を豊かにする能力

年に日本初の高知レオク
ラブが結成されました。そ
のわずか数年後に当地区
でも茅野レオクラブ・丸子
レオクラブが結成され日本
を代表する歴史的レオク
ラブが二つもあるというこ
とは誇らしく思います。

　モットーはLeadership
（リーダーシップ）：事業を計画し仲間の意欲を喚起するス
キルを身につけ指導力を養う　Experience（経験）：チー
ムワークと協力によって地域社会に奉仕する経験を習得　
Opportunity（機会）：前向きな人格を身につけ、その貢
献から国際的な相互理解の機会を得る、ことです。
　現在当地区は茅野レオクラブ（結成1972年）、丸子レオ
クラブ（結成1973年）、長野大学Arasloレオクラブ（結
成2018年）、長野日大学園レオクラブ（結成2018年）、
佐久レオクラブ（結成2018年）、長野paletteレオクラブ（結
成2020年）の6クラブがあり現在129人が在籍しています。
レオクラブは二つの区分があり、12歳から18歳の「アルファ・
レオクラブ」18歳から35歳の「オメガ・レオクラブ」があ
ります。それぞれのスポンサークラブの方針によりアクティビ
ティ内容は異なりますがレオモットーのもと活発に活動してい
ます。
　また、昨年度YCE-OB生とアルファ・レオクラブ-OB（長
野日大学園レオクラブ）によるオメガクラブ（長野palette
レオクラブ）が長野グリーンシティー LCスポンサーのもと誕
生しました。このクラブ形態は全国初の試みであり今後が期
待されます。 　
　

　
　今後は各レオクラブの特徴を生かしながら青少年の成長で
きるステージを我 ラ々イオンズクラブが提供していく必要があ
ります。

YCE-OB 生とレオクラブ合同英語キャンプ

　子どもたちに何かを教えるために、何をどのように教える
のかをまとめたものを「プログラム」と言います。たいてい
の場合、子どもたちの発達段階（学年）に合わせて系統的
に組み立てられています。ライオンズクエストプログラムでは、
さまざまな『ライフスキル』をどのように教えるかを発達段
階に合わせてまとめたもの、先生が使う“台本”のようなも
のです。

ライオンズクエストプログラム

　このライフスキル教育に関するプログラムは英語圏では極
めて一般的で、同種のプログラムがたくさんあります。また、
広い意味では日本の『道徳』も、生き方や人との関わりを
学ぶ時間ですから、｢ライフスキル教育」に関するプログラ
ムの一種と言えるかもしれません。 つまり、『ライオンズクエ
ストプログラム』とは､ クエストという教育研究機関が開発し
､ ライオンズクラブが世界中で普及活動をしているライフス
キル教育に関するプログラムということを意味します。2002
年にLCIFはライオンズクエストの権利を獲得しました。
　ライオンズクエストプログラムは、リック・リトルという19
歳の青年の苦難と挫折の中から生まれました。
　リックは、若くして自分の家族や自分自身の周辺で起こる
さまざまな問題に直面しました。その時、学校ではすばらし
いことをたくさん教えられたのに、このような困難な状況が
生み出す環境の変化やこころの問題に対処する方法を、教
えられて来なかったことに気付きました。そこで、自ら青少
年の自尊感情を育て、よりよい人間関係の作り方や、問題
を受け止めそれを解決する方法を学ぶ教育プログラムを開発
し、時代を超え、地域を越え、今世界の青少年に届けられ
ています。
　現在当地区は3校に導入され高い評価を得ています。特
に新学期に初対面の生徒同士のコミュニケーションがスムー
ズであり、生徒－生徒、生徒－先生の繋がりができる事で生
活態度の改善や学力アップの要因になったと評価されていま
す。今後更なる導入校の拡大が期待されます。

　以上のように青少年健全育成は多岐にわたりますが大
切なことは我々ライオンズが継続的に愛情を注ぎ続けな
ければなりません。我々ライオンズに魅力がなくなれは
直ぐに彼らたちから「見放されて」しまいます。彼らは
我々の行動を見ています。いつまでも彼らたちから「カッ
コいい大人」であり続けることが必要で、そのモチベー
ションが我々のモットーである「We serve」を楽しく
具現化できるのではないでしょうか。青少年たちの成長
とともに我 ラ々イオンズも「さらなる高み」を目指しましょう。

世界初の
アビントン・ハイスクール・レオクラブ
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指導力育成（GLT） 会員増強（GMT） 奉仕（GST）

グローバル・アクション・チーム

アンバサダー

グローバル・アクション・チーム委員長

GAT／日本全域リーダー

GAT／エリアリーダー

複合地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーター（協議会議長）

GLT
複合地区コーディネーター

GST
複合地区コーディネーター

GMT
複合地区コーディネーター

地区グローバル・アクション・チーム・ファシリテーター（地区ガバナー）

GLT
地区コーディネーター

GST
地区コーディネーター

GMT
地区コーディネーター

クラブ・グローバル・アクション・チーム・ファシリテーター（クラブ会長）

GLT
第一副会長／指導力育成委員長

GST
奉仕委員長

GMT
会員委員長

元国際会長・国際理事会・元国際理事・元地区ガバナー

グローバル・アクション・チーム（GAT）は、グロー
バル指導力育成チーム（GLT）、グローバル会員増
強チーム（GMT）、グローバル奉仕チーム（GST）
をまとめ、ライオンズの3つの主要分野に取り組み、
さらに、家族及び女性チーム（FWT）を加えて、
クラブのあらゆる側面に活気をもたらし、クラブを
全面的に支援する。
ゾーン・チェアパーソンを通じて、クラブレベルと
のコミュニケーションを強化し、各種イニシアチブ、
リソース、事業案などの情報を提供する。

2020 年までに、奉仕を通じて2億人
以上の暮らしにインパクトをもたらし、
ライオンズとレオの会員数を170万人
に増やし、50万人以上の会員に研修
の機会を提供すること。

目標

GLT
（グローバル・リーダーシップ・チーム）指導力育成

すべての会員が指導力育成・学習の機会を活か
すよう奨励する 
指導力育成・研修行事に参加するライオンズの
総数を10%増やす 
新しいリーダーを発掘し育成する 
複合地区または地区のレベルで以下の研修が確
実に行われるようにする

●

●

●
●

■ クラブ役員研修 
■ ゾーン・チェアパーソン研修
■ 第一および第二副地区ガバナー研修

GMT
（グローバル・メンバーシップ・チーム）会員増強

会員の参加を高めることで退会者を減らす 
新しい地域に新クラブを結成させる 
スペシャルティクラブを結成させる
会員候補者を招いて奉仕事業に参加させる 
会員増強活動を実施する 
会員一人ひとりを家族のように扱う
新会員が速やかに適切なオリエンテーションを受
けるようにする

●
●
●
●
●
●
●

GST
（グローバル・サービス・チーム）奉仕

奉仕事業の開発と実施を支援することにより、奉
仕への意欲を喚起する。 
地元のライオンズのニーズに合わせて調整が可
能なリソースを紹介、提供する。 
奉仕事業を促すためのデータを提供する。 
地区ガバナーやゾーン・チェアパーソンと協力し、
奉仕事業の効果を上げる。

●

●

●
●

FWT
（ファミリー・ウィミン・チーム）家族・女性

女性会員の勧誘、活躍の場の創設を通じ、女性
ならではの視点に立った奉仕の実現。 
女性だけでなく、若手、レオなど多様でユニー
クなクラブや地区での活動を支援。 
GMTの協力の下、女性会員の増強。
GLTの協力の下、女性や若手の研修育成を開発。
GSTの協力の下、女性ならではの奉仕の実施。

●

●

●
●
●

GATって
なぁに?

グローバル・アクション・チーム（GAT）
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Total Membership Total Membership 1 Year Ago（Same Time Frame）

Total Membership by Month
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-19
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Members

　GLTは、「これからを担うリーダーを見出し育てる。既存リー
ダーの研修と教育を行う。」を活動の柱としています。
　GATスタッフと連携しながら、GLTは、コミュニティに意
義ある優れた奉仕を提供するライオンズクラブ国際協会の使命
を遂行し続けるために、必要なビジョン、指針、モチベーショ
ンを与え、情報、助言、意欲喚起を行うことにより、あらゆる
役職レベルにおいてリーダーを見出し育て、更にはライオンズ
クラブを誇れる歴史観、確かな社会奉仕観、柔軟な発想力と行
動力を併せ持ち、グローバル化する時代の中で変化の対応力を
磨き活躍できる人材、未来を切り拓くリーダーがライオンズク
ラブを支えてきた大切な価値観や精神性、国や地域、家族を想
うライオンズクラブの矜持を取り戻し「世界平和と人びとの幸
せを願う」ライオンズクラブを創造できる人材の育成を意図と
する幅広く奥深い分野を担っています。
　狙いとするは、全ての活動の基本理念である、ライオンズク
ラブ国際協会の「目的」の周知と、価値観を共有することを念
頭に、「ライオンズクラブを知る」を基点とし、質の高いリー
ダーシップ育成の触発を求め、その重点的な取り組みにより、

「クラブを作る」「地区を作る」を考える推進役として、ガバナー
名誉委員会が、そのセンターとなり、クラブやゾーン・リジョ
ンごとに、チームを成し、セクションを考えてセミナーを開き
たいと考えています。
　その要は、「会員オリエンテーション」の実施と、少なくと
もクラブには、公認ガイディングライオンが存在し、クラブの
元気に繋げたい。他に、初級ライオンズリーダーシップ研修会

（ELLI）が、地区で開催できるか検討していきたいと考えてい
ます。
　Withコロナは、私たちの生活や仕事のあり様を今までとは
大きく変えていくでしょう。今期は、アクティビティの自粛も
余儀無くされるでしょう。しかし、「ウィ・サーブ」は不滅です。
だからこそ、ライオンズクラブの発展、ライオニズム昂揚、奉
仕のインパクト向上に、スキルを高める絶好の機会と考えます。
まずは、「学ぶに如かず」であります。GLTは、しっかりサポー
トできるよう取り組みを図ります。
　会員の皆様の活躍と健勝をご祈念申し上げます。　

GMT って何
会員は当協会にとって重要です。グローバル会員増強チーム（GMT）
は新会員を勧誘し、会員にすばらしい体験を提供することによって、
クラブ・レベルでの会員増強を支援します。新会員が増えれば、奉
仕活動も拡大します。
ライオンであることのメリットは何でしょう？
●変化をもたらす

●誇りを持って奉仕する

●ネットワークを作る

●ライオンとしての信頼を得る

●新たな友情を築く

●リーダーシップを発揮する

●世界的な支援を受ける

今年度地区GMTの目標
①

②
③

④

地区 GLTコーディネーター

L. 増田 悌造
（長野千曲 LC）

GMT 会員増強について学ぼう

会員指導力育成の
方針について

GLT について学ぼう

地区 GMT コーディネーター

L. 黒澤 和彦 
（佐久 LC）

今、会員増強が
求められています

あなたはライオンとして、クラブの仲間たちだけでなく、協力して
奉仕に取り組む地域のリーダー、さらに、所属地区や世界中のラ
イオンズともつながりを持つことができます。彼らはあなたと同じよ
うに、それぞれの地域社会に奉仕しています！

200を超える国と地域にライオンズがいて、奉仕への同じ情熱を
分かち合っています。100年以上にわたって人類に貢献してきた
ことで知られる国際組織です。その一員として、尊敬を集めるこ
とができるでしょう。

クラブの仲間たちだけでなく、140万人を超える世界中のライオ
ンズとの一体感が得られます。

ライオンズの会員に提供されているオンラインの学習管理システム
を利用すれば、リーダーシップ・スキルを磨くことができます。

ライオンズの会員に提供されているオンラインの学習管理システム
を利用すれば、リーダーシップ・スキルを磨くことができます。

世界中に48,000以上のライオンズクラブがあり、その一つひと
つにあなたのような人々が集まり、行動によって他者に奉仕しよう
と決意しています。それぞれの地域社会に奉仕することにより、
ライオンズは一丸となって世界的なインパクトを生み出しています。

他者への奉仕はすべてのライオンズクラブの核心であり、それを
実行することが大きなやりがいです。入会すれば、自らの時間を
捧げ、才能を発揮し、地域社会を支援する機会を持つことができ、
人々の暮らしを変えていることを誇りに思うようになるでしょう。

年度終了時までに、地区における会員数プラス（前年度の会員
数を保持または上回る数字）を実現する。
退会者を前年より5%減少させる
リジョン・チェアパーソンと連携しリジョン別GMTを統括する。
リジョン別GMT構成員；RC・ZC・クラブ会長・クラブ幹事・
クラブ会員委員長、リジョン・チェアパーソンと協力し、クラブに
会員維持戦略を提供する。
新会員を新会員オリエンテーションに参加させる。
今期の全新入会員に対し、世界入会デーを開催（地区ガバナー
名誉委員会と連携）して祝いましょう

会員増強月別変化
過去2年間の対比
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　FWT（家族と女性チ－ム）が誕生し５年が過ぎその間、子
供の貧困問題・小児ガン支援としてのヘアドネ－ションなど多
種多彩な奉仕活動・研修を通し女性会員・家族会員増強を推進
してまいりました。家族と協力して活動し奉仕の喜びを共有す
ることは多様性の確保と次世代への継承を促進し、全てのジェ
ンダ－全ての世代が「We Serve」でまとまることを理想とし
ております。
　今年度の334-E地区の活動方針は
１　『家族と共にする奉仕』
 ⑴　ヘアドネ－ション（小児ガンの子供のための医療　　
　　　　　　 用ウィッグ材料の髪収集）
 ⑵　引き出しに眠る外国紙幣活用（コイン除く）
 ⑶　こどものみらい古本募金
　いずれも全国規模で行っている活動であり⑴⑵は小児ガンの
子供たちの支援に充てられております。⑶は内閣府が推進する
子供たちの未来を応援するためにつくられた基金で、読み終え
た本を寄付し換金され内閣府をとおして貧困対策・教育支援な
どに充てられております。子ども達の未来に係わる長い活動に
なります。善意だけでは混乱が生じます、筋道をしっかり作り
ながら進めてまいる所存でおります。コロナウイルスの影響で
収集・発送方法が変わってきております。新しい規定に従って
収集・発送を行って下さい。各クラブ宛に内容の詳細をお知ら
せ致します。ご協力よろしくお願い致します。
２　『女性リ－ダ－育成』
 ⑴　アクティビティをとおしてＦＷＴの役割・活動の　　　
　　　　　　 理解を深める。　　　　　  
 　　　　　　地区FＷＴとして継続できる花壇づくりを中心と　　
　　　　　　 したアクティビティを計画しております。
            ⑵   各リジョンごとの女性交流会の実施。
　各リジョンごとの交流会において１⑴⑵⑶の周知啓蒙を行
い、活動の推進に繋げます。また、会員同士の交流を深め幅広
いアクティビティを行う機会を目指し女性リ－ダ－の育成に繋
げていきたいと思っております。
　7月2日に諏訪湖LC諏訪和支部の初例会にお招き頂き、ヘア
ドネ－ションの説明をさせて頂きました。会員の皆様の奉仕へ
の真摯な思いとライオンズに対する熱い思いを切に感じエネル
ギ－を頂きました。長野松代LC会員の方からのお問い合わせ
もありました。感謝致しております。奉仕活動は一長一短には
できませんし、結論もでません。こどもたちを中心に置いてで
きることを竹のようなしなやかさと粘り強さをもって続けてい
く所存です。
　汗と涙と喜びを分かち合い交流を深め前向きに楽しく充実し
た活動になりますよう、重ねてご理解ご協力をお願い申し上げ
ます。

　本年度地区GSTコーディネーター及び地区奉仕事業委員長
という大役を務めさせて頂く事になりました。上田LC所属の
田中剛です。重責ではございますが、メンバーの皆様方のご理
解とご協力を頂き一年間職務を全うしたいと思っておりますの
で、宜しくお願い致します。
　数年前よりGST（グローバル奉仕チーム）が出来、現在の
GLT、GMT、FWTが活動しております中に四番目として加
わる事になりました。この委員会はクラブの活性化とライオン
ズクラブが発展する事を目指す最も大事な委員会だと思ってお
ります。
　又地区奉仕事業委員会は、今までのキャビネットの三委員会
を一つにした委員会で、大変多種に渡り活動をしなくてはいけ
ない委員会です。
　本年度の活動計画は
●MyLionアクティビティの報告・集計
●LCIフォワードを推進し関連事業の実施
●スペシャルオリンピックス支援
●臓器移植推進（献眼・献血）
●特に本年度は糖尿病予防のウォーカソン、ウォーカソンとは
walk（歩く）とMarathon（マラソン）をかけ合わせた造語で
あり「Journey of Action ～行動の道のり～」イベントの一環
です。ライオンズクラブPR用の横断幕やのぼり旗を持って約
1.6㎞のコースを練り歩くイベントを各リジョンにて取り組み
ます。
　他に臓器移植講習会、献血推進アドバイザー認定講習会のお
願い等々有りますが長野県、日本アイバンク協会との打合せの
上日程等を決めていかないといけないのですが、このコロナウ
イルスの終息しだいで実施予定が見えません。
　良くて年明け以降になるのではと感じております。いずれに
しましてもメンバーの皆様のご協力ご支援がなくては成果が出
ませんので、何卒よろしくお願い申し上げます。
　一日も早くコロナウイルスが終息します事を祈ります。

My lionでの報告のために、全会員のライオンアカウント取得をお
願いします

地区家族及び女性委員長

L. 両澤 正子
（望月 LC）

GST について学ぼう

今期の
活動内容について

FWT について学ぼう

地区奉仕事業委員長

L. 田中 剛
（上田 LC）

今期の奉仕
プログラムの予定

We serve with you !
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あなたの
100ドルで
できること

視力保護
2 件の白内障
手術を提供 青少年支援

1クラスの子どもたちに
ライオンズクエストのカリキ
ュラムを1年間提供

災害援助 
自然災害被災者
4人を即時に支援

人道支援
100人の子どもに
はしか予防接種を提供

糖尿病 
糖尿病のリスクがある
18人に糖尿病検診を実施

環境保全 
14 人に清潔な水を提供

食糧問題
毎日食べることに
困っている14人に
食事を提供

小児ガン 
小児ガン患者8人分の
医療器具を提供

100年
の奉仕

100％
の参加

100＄
毎年

LCIFキャンペーン100

Campaign 100：LCIF Empowering Service
LCIFキャンペーン100：LCIF奉仕に力を

あなたの寄付は
国際社会への奉仕活動です
ぜひご参加ください

支援を必要とする世界 

今日、 

2億5,300万人
が視覚障害を患っています。

毎年、地球上では
自然災害が 

15%
増加しています。

2040年までに、約
 

が糖尿病に罹患すると
予測されています。  

毎日、 

245人 
がはしかが原因で命を
落としています。

2分
に一人の子供が
ガンと診断されて
います。

今日、子供たちの

3人に2人
がいじめを受けている
と報告されています。

2025年までに、
世界人口の半分
が水不足に
見舞われます。

6億5,000万人 毎晩、 8億人
以上の人々が
空腹状態で眠りに
つきます。

LCIFって
なぁに?
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LCIF はこんなところに
使われています。

　2019－2020　334-E地区で、LCIF委員長を務
めて参りました。仁科ガバナーの熱い思い、それを実
行する姿に心を打たれ、私も同じ思いで活動して参り
ました。
　キャンペーン100の中間年度、25万ドルに向かって
スタート致しました。各クラブからの質問の中に、何
の金だ？何でそんなに出すのか？全員出すのか？何に使
うのか？と様々な質問に一つ一つ丁寧に答えて回りまし
た。
　駒ヶ根ライオンズクラブの例会に出席し説明した折
には、会長が先頭に立ってメルビン・ジョーズフェロー
23名の寄付して下さいました。ライオンズクラブメン
バーは理解が深まれば協力して下さることを学びまし
た。それから勢いも上昇して、12月25日には清水ア
キラショーとLCIFセミナーを実施いたしました。目標
の25万ドルは、3月で達成致しました。
　LCIとLCIFは両輪で国際協会の事業費はLCIF
で有ります。今回のキャンペーン100は毎年2憶人の
生活の改善をする為の資金獲得のキャンペーンです。
世界が直面する大きな課題に取り組んでいます。人道
支援活動、災害援助、視力保護、青少年支援、糖
尿病、小児がん、食糧支援、環境保全、その他シェ
ア交付金で各クラブが考える支援に使えます。
　善光寺のお上人様からいただいた「生かされて生き

る」という言葉があります。人は一人では何も出来な
い、生きることも死ぬことも誰かの支えなしには出来な
い、人は支えあって生きていかなければならないという
この言葉に、非常に重みを感じています。全ての人々
が支えあう気持ちを大切にすれば、素晴らしい世界
になります。誰かの役に立ちたいという気持ちこそが、
ライオンズクラブの根源です。ライオンズクラブは世
界214か国会員145万人約4万8千クラブという大
きな組織です。ライオンズクラブを通じて、世界の人々
の為に活動していくことが出来ます。今も世界には様々
な援助を必要としている人々が大勢います。今後も全
てのライオンがキャンペーン100に参加できる334-E
地区となるよう、私自身も努力して参りたいと思ってい
ます。
　LCIF委員長の任期は1年でしたが、私にとっては
様々な活動を夢中で行っている内に、あっという間に
過ぎてしまいました。こうして無事に任期を終えられる
ことを仁科ガバナーはじめ役員の皆様、ライオンの皆
様に心より感謝申し上げます。
　一年間ありがとうございました。

2019-2020 年度地区 国際関係・LCIF 委員長

L. 遠藤 紀夫
（長野みすず LC）

目標を達成し感謝の一年

台風19 号の炊き出し風景
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スペシャルオリンピックスを知っていますか
Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt

スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングと、
その成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。

　ライオンズクラブ国際協会334－Ｅ地区の皆様、
スペシャルオリンピックス日本・長野へのご理解
とご協力、誠にありがとうございます。スペシャ
ルオリンピックス（SO）とは、知的障がい者（ア
スリートと呼びます）にスポーツトレーニングの
機会と、その成果を発表する様々な競技会を提供
し、彼らの自立と社会参加を応援する国際的なス
ポーツ組織です。1968年ケネディ財団の支援でア
メリカで始まり、現在190 ヶ国以上の国々が参加。
日本では1994年SO日本設立。47都道府県で活
動しています。SO日本・長野は全国で唯一世界大
会を開催。県内各地で19競技を行い、延べ3000
人のアスリート、1500人のコーチが活動していま
す。SOの運営はボランティアと善意の方々の寄付
で行われています。
　日本ライオンズ様とSO日本は2017年にパート

ナーシップ協定を締結。長野県でも昨年は初めて
の試みとして、ユニファイドボウリング大会を開
催いたしました矢先、今年始めより新型コロナ感
染症の拡大で、なかなかご協力しての活動ができ
にくくなっておりますが、今後とも末永いご支援
のほどよろしくお願い申し上げます。

公益社団法人
スペシャルオリンピックス日本・長野
理事長　伊澤 喜久子

スペシャルオリンピックスについて学ぼう

日本ライオンズとパートナーシップ

日本ライオンズとスペシャルオリンピックス日本 5 年間の支援に調印
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スペシャルオリンピックスを知っていますか
Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt

スペシャルオリンピックス（SO）とは、知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングと、
その成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。

　令和の時代に入り地球温暖化の影響による自然
災害が多発し甚大な被害を全国各地にもたらして
います。更にはコロナ禍によりその活動が制限さ
れる中で、LCでは各地区にアラート体制が整備さ
れ災害が発生するといち早く情報の収集・支援物
資の手配・現地での炊き出し等、継続的な支援が
展開されます。
　近年に於けるこの体制整備のきっかけは、忘れ
もしない2011年3月11日に発災した東日本大震
災にあると思います。石巻市も甚大な被害を受け、
沢山の市民が被災し、全国のLCの皆様からの支援
を受けた市民の生活は近年ようやく落ち着きを取
り戻したかの様に見えます。新しい道路や公共施
設は整備され、より良い街づくりが進行している
かにも見えますが、未だ様々な課題が十年を迎え
ようとする今も山積しているのが現状です。　　
　2011年10月15日、一台の大型バスが石巻市の
とある避難所が開設されていたエリアに到着しま
した。334-E地区の宮下ガバナーが率いる支援チー
ムです。数百人の仮設住宅や被災住宅で暮らす被
災者の皆さんへ炊き出しを行い、私たちはジンギ
スカン料理でお腹を満たし、子供たちはポップコー
ンやお菓子に目を輝かせていました。多くの人々
が自らの被災を語り、耳を傾けてもらえることで
これからの生活への不安を一時ながらも解消する
ことが出来たと今でも思っております。以来長野

からの支援は毎年続き、後に災害公営住宅が完成
するまでの6年もの間、仮設住宅で暮らす被災者
へのお米の支援へと変化しましたが、復興期に入
る前の非常に生活が不安定な時期だけにお米の支
援は人々には最高の贈り物でした。そしてその活
動はキャビネットからの支援だけではなく、各地
のクラブが様々な形で被災地を慰問し楽器演奏や
合唱を通じて人々の傷んだ心をケアしたり、傾聴
を重ねながら被災地の変わりゆく姿を毎年見に来
たりと長い年月をかけて東北の被災地を見守って
頂きました。
　高齢者や障害を持つ人々の移動交通の支援や貧
困家庭へのフードバンク、子供たちへの学習支援、
LCの活動の柱は近年多様化し細分化しています。
出来ることを出来るだけの範囲で活動しています
が、地域社会のニーズはどんどん広がりを見せま
す。私たちが受けた支援は別の形で他の地域や自
らの活動地域で返していかなければと常に考えて
おり、これからも私たちは奉仕の心を持ち続けな
がらこの地域社会と共に歩んでまいります。
　先日、334-E地区が一般社団法人化し『長野県
ライオンズ』と名称の使用が可能となったと聞き
及びました。新しい可能性へ挑戦することもまた
LCの奉仕活動の発展に繋がるものと確信しており
ます。

ライオンズクラブ国際協会 332-C 地区

L. 阿部 浩
（石巻中央 LC）

2011.3.11 東日本大震災 被災地の今は

2011年10月15日334E 地区からの被災地支援活動・
ジンギスカンの炊き出し等。

津波で甚大な被害を受けた市内交通の要、内海橋は間もなく完成。

北上川の河口に新しく架けられる天神
大橋は新しい避難道路にアクセス。

市立病院や福祉施設ささえあいセンターが完成した石巻市役所エリア

中瀬エリアは崩壊しましたが（当時の写真）石ノ森
萬画館やハリストス正教会は修復されました。

2011 年 5 月 3 日 石巻市の様子
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　ヘレンケラー女史の有名な言葉「盲人のために
暗闇と闘う騎士」となってほしいと訴えました。
1925年ライオンズクラブ国際大会に参加した時の
事です。今年で95年が経ちました。
　私が初めて献眼の経験をしたのは今から18年ほ
ど前の事でした。突然誰か献眼が発生したので日
赤病院に行かれないか？まだクラブに入会して数
年の私は全く理解出来ませんでした。メンバー数
人と病院行きましたが誰も献眼についての経験も
知識もありませんでした。初めて見る書類に戸惑
いながら何とか無事に済ませる事が出来ました。
　その数日後、同じ日に二件の献眼があり再び私
たちが病院に行きました。
　長野りんどうLCは結成一周年記念事業で既に
善光寺境内に献眼献腎物故者慰霊碑を建立し毎年
慰霊祭を行っており、今年で35年です。献眼に対
する会員の意識も自然と高まっております。最近
の例ですが、献眼啓発DVD「ヒカリ」を会員の会
社で上映されそれを観た社員の方が是非献眼登録
をしたいとご理解を頂きました。半年ほど過ぎた

日にアイバンクから献眼発生の連絡を受けました。
この時は他クラブのメンバーで対応して頂きまし
たが、お名前を見てびっくりしました。以前登録
された方でした。本人のご理解は勿論ですがやは
りご家族様の崇高なお気持ちがあってこそこの奉
仕活動が成り立つと思います。
　県立長野県須坂看護学校の卒業前社会道徳教育
に講義依頼を受け三月に90分「ヒカリ」を上映し
てから『貴方たちがこれから医療の現場でもし他
の臓器提供も含め立ち会う事がありましたら今日
の講義を思い出してほしい』とお願いして来まし
た。
　現在2Rでは献眼搬送箱をホテル3箇所、メン
バーの葬儀会社1箇所に集約してリジョン内全ク
ラブ4個だけで運用し、24時間誰でも対応でき保
存液等、期限切れ廃棄の無駄にも貢献しています。
近年薬剤の価格もかなり高価になっていますので、
他リジョンでも直ぐにでも対応してほしいと思い
ます。

地区行政包括連携協定推進室室長

L. 中村 吉秀
（長野りんどうLC）

献眼活動について学ぼう

県立須坂看護学校での献眼講義、90分
の時間で今ではほとんど使われないアン
プル切りも体験して頂きました。

献眼搬送ボックス
スチロパールの箱、直接よりも病院、ご遺族様の状況を考え利用していま
す。両面にライオンズマークも入り啓発活動にも貢献しています。
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ライオンズクラブ用語集

国際協会は、クラブを管理するために多くの地区に分けられており、地
区には単一クラブ︵Single District︶、準地区︵Sub-District︶および複
合地区︵Multiple District︶がある。国際付則第8条2項により地区
編成の必要最低条件は、35クラブおよび1,250名の会員数である。
なお国際理事会の承認により規定に満たない暫定地区︵Provisional 
District︶や移行地区︵Transitional District︶が存在する。単一地区と
はある一定の地域または国が一つの地区を形成し、1名の地区ガバナー
を選出している場合をいう。2名以上の地区ガバナーを持ち、それが
一つの単位としてまとまって運営されている地域を複合地区といい、そ
の構成単位を準地区という。日本には330・331・332・333・334・
335・336および337の八つの複合地区があり、330-A地区という場
合は330複合地区の中のAという準地区を示すことになる。

正式には地区ガバナーといい、国際協会の役員である。地区年次大会
において選出され、地区においてライオンズクラブ国際協会を代表し、
さらに、地区運営の責任者としてキャビネット構成員を指導する。また、
その任期中に地区内のクラブに対して公式訪問を行う。任期は国際大
会の閉会時から次の国際大会の閉会時までで、連続再選は許されない。

地区ガバナーがリジョン・チェアパーソンを任命した場合、地区は地区
ガバナーにより、クラブの地理的位置によって10ないし16のクラブか
ら成るリジョンに分けられ、リジョン・チェアパーソンがその運営に当た
る。

地区ガバナーは、地区管理のため、地区をいくつかのリジョンに分け、
さらに、そのリジョンを4ないし8のクラブから成るゾーンに分ける。ゾー
ンごとにゾーン・チェアパーソンが地区ガバナーによって任命される。

会員の脱落を防止し、会員数を維持すること。新会員の獲得も重要な
ことであるが、現在の会員のクラブに対する興味と関心を高め、脱落
の防止に務めることは極めて重要なことである。

クラブは一定の日時を決めて定例会を開く。厳格な式次第に従う伝統
的な会やインターネットなどテクノロジーを駆使したオンライン会議な
ど多様な開催方法をクラブが選択することができる。

ライオンズクラブのスポンサーおよび管理のもとに、スポンサーラ
イオンズクラブのレオクラブ・プログラム委員会が適当と認めた青
少年男女によってクラブの所在する地域に組織され、青少年に指導力

（Leadership）、経験（Experience）、機会（Opportunity）を与え、
個性豊かな人間に成長させるための奉仕活動を推進し、会員の間に友
情、親善および相互理解の精神を育成することを目的としている。毎
月2回以上例会を開き、スポンサーライオンズクラブが適当と認めた額
の会費を会員から徴収する。
レオクラブの会員であった者がライオンズクラブの会員になる場合、所
定の手続きをすれば、レオとしての在籍年数が1997年から加算される
ことになった。

文字どおり「ライオンズのおたけび」で、意図するところは、本来、退屈、

疲労または眠けを一掃するため、議事を中断し、全員起立して両手を
前方水平に突き出しつつ、勢いっぱい「ウォーッ」とやったところにある
らしい。会議の終了を示す場合または気勢をあげる形式としてのローア
は、時代とともに推移したものと考えられる。いずれにしても本来一声
形式のものであるが、万歳三唱などの風習に従い、三声形式も我が国
では広く慣習化されている。

新会員をクラブに推薦すること、またはその推薦を行った会員のこと。
スポンサーとなった会員は、新会員に対して常に関心を持ち、新会員
が活動的な会員になれるよう配慮するとともによき相談相手とならなけ
ればならない。クラブが新クラブの結成を主力となって推進することも
スポンサーといい、このクラブをスポンサークラブと呼ぶ。スポンサー
クラブは新クラブ結成後も、例会の指導やチャーターナイト開催の援助
など、あらゆる指導と援助をする。YCEにおいて、青少年を送り出す
側になるクラブなど、ある事業について特別の面倒をみるクラブもまた
スポンサークラブと呼ばれる。

ライオンズクラブが、その地域社会などに対して行うあらゆる奉仕活動
のことをいう。

薬物乱用防止を含めた青少年健全育成のための教育支援プログラムの
こと。1984年にクエスト・インターナショナルとライオンズクラブ国際
協会が共同で開発し、現在はLCIFがすべての権利を所有している。プ
ログラムは3種類あり、日本語版は小学校低学年用の「小学生版」と
小学校高学年・中学生用の「思春期版」が開発され、NPO法人青少
年育成支援フォーラム（JIYD）が運営している。現在は、幼稚園・保
育所（園）版もある。

寄贈を受けた基金を運用して、大災害や緊急事態の救済その他全世界
的に人類の福祉に貢献することを目的に設立された財団。

会員の慶事、誕生、結婚、入学、新築、全快などの内祝や弔慰、見舞
などに対する謝礼その他の意をもって会員が自発的に行った寄付金がこ
れである。金額に制限はない。テール・ツイスターはいろいろな事実
を紹介して、会員が寄付を行うのを助ける。

新クラブが国際協会の一員となった証（あかし）として交付される認証
状の伝達である。認証状の伝達は、地区ガバナーが国際協会を代表し
て行なうのが通例。

ゾーン・チェアパーソンを議長とし、ゾーン内のクラブの会長、第一副
会長および幹事で構成される地区ガバナーの諮問機関である。少なく
とも年に3回定例会議を開く。

客を迎える主人側のクラブの意味で、会合、催しなどを主催する地元
のクラブやYCE学生の受け入れ側のクラブをこのように呼ぶ。地区大
会や複合地区大会を設営するのもホスト・クラブである。また同一市内
に多くのクラブがあるときは、そのうちの最も古いクラブは国際協会の
認可に基づいてホスト・クラブと名乗ることができる。

●地区

●ガバナー

●リジョン

●ゾーン

●リテンション

●例会（クラブ）

●レオクラブ

●ライオンズ・ローア

●スポンサー

●アクティビティ

●ライオンズクエスト・プログラム（LQP）

●エル・シー・アイ・エフ（LCIF）＝ライオンズクラブ国際財団

●ドネーション

●チャーターナイト（認証状伝達式）

●ガバナー諮問委員会

●ホスト・クラブ

参考文献　■ライオンズ役員必携　第 58 版　2018-2019
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国際理事会の監督のもとに地区において国際協会を代表し、地区の最高運営
責任者として、キャビネット構成員を直接監督します。

責任

ライオンズクラブの組織とは？
地区ガバナー

地区ガバナーの指導監督の下に、リジョンの最高運営責任者を務めます。

リジョン・チェアパーソン（任意）

ゾーンの最高運営責任者であり、地区ガバナーやリジョン・チェアパーソンか
らの指示指導を受けます。

ゾーン・チェアパーソン

奉仕事業を監督し、推進する
指導力育成を監督し、推進する 
会員増強および新クラブ結成を監督し、推進する 
キャビネット会議、その他の地区会議の議長を務める 
ライオンズクラブ間の協調を図る 
国際理事会から要求されるその他の任務を果たす 
地区内クラブの運営が円滑に行われるよう、年に1度各クラブを訪問する　　

●
●
●
●
●
●
●

リジョン内のゾーン・チェアパーソンの指導監督 
地区ガバナーによって割り当てられた地区委員会の指導監督 
新クラブ結成、弱体クラブの強化 
GATの一員としてその活動に協力・連携

●
●
●
●

ゾーン内の地区ガバナー諮問委員会の委員長を務める 
新クラブ結成と、ゾーン内の全クラブの活動や状態に関する報告 
GATの一員としてその活動に協力・連携

●
●
●

グローバル・アクション・チーム 協力のメリット

クラブ
クラブ会長
クラブ会長はクラブの最高執行役員。 
会議の議長を務め、奉仕事業の計画を実行に移すようクラブに呼びかけ、
クラブ活動を行う理事会メンバーと委員長の取り組みを調整する。

●
●

クラブ副会長（指導力育成委員長）

いつでも会長職を引き継げるリーダーとしての役割。 
年度を次の年度へとつなげていく役割。 
クラブ会長の求めに応じて特定の委員会や事業のリーダーを務める。 
すべての会員が指導力育成・学習の機会を活かすよう奨励する。

●
●
●
●

クラブ幹事
クラブの歴代の公式記録を保管し、クラブ会員名簿を正確に保つ。 
会員へのあらゆるコミュニケーション活動を支援する。
クラブ・地区・国際協会間の連絡役を連絡役を務めます。

●
●
●

地元の会員のニーズに
合った指導力育成の研
修教材を作成

指導力育成の機会
の増加により、会
員増強を助長

強力なリーダーシップに
より奉仕活動報告が増
加

効果的なコミュニケー
ション、計画立案能力
を養う研修を実施

会員開発におけるニー
ズを特定し、効果的な
研修を実施

強力なリーダーシップ
により、会員の満足度、
会員維持力が向上

会員勧誘の機会として
奉仕事業を推進

奉仕事業の増加に
より会員の満足度
が向上

クラブ会計
クラブの運営資金と一般の人々から集めた事業資金の双方について、主な
経理担当者としての役割を果たす。

●

会員委員長
先頭に立って新会員を勧誘し、彼らがクラブに溶け込めるよう方向付け、
既存の会員と新会員の関係を育みます。

●

奉仕委員長
クラブがその事業計画として選択したすべての奉仕活動を調整します。●

マーケティング・コミュニケーション委員長
クラブのあらゆる活動が常に公衆の目に触れるようにし、クラブとその奉
仕活動を地域社会にPRします。

●

ライオン・テーマー（任意）

クラブの諸備品（旗、バナー、木槌など）の管理。 
会合における秩序を保ち、資料配布などを行う。

●
●

テール・ツイスター（任意）

クラブ例会において調和、有効、活気を促進し、例会の楽しさと親睦を高
める。

●

委員会
クラブの事業とアクティビティは、運営委員会と事業委員会の各委員長の
指導の下に、クラブの委員会によって提案・進行される。

●

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）
LCIF の使命

人道奉仕事業を実施し、地域と世界に希望をも
たらすライオンズとそのパートナーの取り組みを
交付金を通じて支援すること。
1968年以来、LCIFは、失明や聴覚喪失といった世界規模
の問題に取り組み、地震や洪水などの大災害に対応するラ
イオンズを援助するために何億ドルもの資金を集め、交付し
てきました。
今日LCIFは、年間平均3,000万ドルもの交付金を提供して
います。
LCIFは、ライオンズクラブ国際協会に地球全体に及ぶ最大
の影響力を与えるものであり、学校や診療所、リハビリ施設
や職業訓練所等を建設し、また、地域のニーズに対処する
その他の大規模な人道奉仕事業を行うための手段を、地域
のライオンズに提供することにより、様々な地域社会に貢献
しています。

会員

クラブの地域行事に参加する家族を勧誘しています。 
家族会員は、共にボランティア活動を行う場合に会費の割引（国際会費が
半額）を受けることができます。 
家族で共に過ごす時間の質を高めることができ、地域社会を支援すること
ができます。

●
●

●

家族会員プログラム

家族会員プログラムの対象となるのは、
⑴ ライオンズへの入会資格があり、
⑵ 現在、同じクラブに在籍または入会しており、
⑶ 同一世帯に属する　　

とともに血縁、婚
姻、またはその他
の法的関係によっ
て結ばれている家
族です。
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［2020.7-2021.6］ライオンズクラブ国際協会　334-E地区　クラブ一覧

レオクラブ

支部

諏訪湖
岡谷
茅野
下諏訪
飯田
伊那
駒ヶ根
辰野
飯田長姫
飯田赤石
長野
長野松代
長野千曲
長野グリーンシティ
須坂
中野
長野山ノ内ゆけむり
小布施
長野中央
長野篠ノ井
長野白樺
長野みすず
長野りんどう
信州新町
松本
松本深志
松本アルプス
松本中央
塩尻
明科
塩尻桔梗
安曇
大町
白馬
高瀬
穂高
丸子
上田
更埴
東御
上田城南
坂城
戸倉上山田
依田窪南部
佐久
小諸
軽井沢
臼田
望月

392‐0023
394‐0028
391‐0002
393‐0087
395‐0051
396‐0015
399‐4115
399‐0427
395‐0051
395‐0051
380‐0836
381‐1215
381‐2205
380‐0833
382‐0075
383‐0022
381‐0401
382‐0076
380‐0872
388‐8007
380‐0836
380‐0872
380‐0836
381‐2405
390‐0814
390‐0817
390‐0813
390‐0833
399‐0737
399‐7102
399‐0742
399‐8205
398‐0002
399‐9301
399‐8602
399‐8303
386‐0404
386‐0024
387‐0011
389‐0516
386‐0024
389‐0606
389‐0806
386‐0602
385‐0051
384‐0012
389‐0112
384‐0305
384‐2202

諏訪市小和田南14‐7
岡谷市本町4‐2‐12
茅野市塚原1‐3‐20
諏訪郡下諏訪町4611
飯田市高羽町5‐6‐12
伊那市中央4605‐8
駒ヶ根市上穂栄町3‐1
上伊那郡辰野町中央221‐1
飯田市高羽町5‐6‐12
飯田市高羽町2‐5‐5
長野市南県町685‐2
長野市松代町西寺尾1372‐1
長野市青木島町大塚185‐1
長野市鶴賀権堂町2199‐18
須坂市大字須坂1230‐43
中野市中央1‐7‐2
下高井郡山ノ内町平穏2941‐29
須坂市小河原395‐4
長野市妻科426‐1
長野市篠ノ井布施高田823‐2
長野市南県町685‐2
長野市妻科426‐1
長野市南県町685‐2
長野市信州新町新町179
松本市本庄1‐1‐17
松本市巾上4‐5
松本市埋橋2‐6‐1
松本市双葉12‐33
塩尻市大門8‐5‐27
安曇野市明科中川手6812‐38
塩尻市大門泉町8‐19
安曇野市豊科5847
大町市大町1851
北安曇郡白馬村大字北城13188
北安曇郡池田町会染3267‐8
安曇野市穂高2721
上田市上丸子950
上田市大手1‐10‐22
千曲市杭瀬下9
東御市田中98
上田市大手1‐10‐22
埴科郡坂城町上五明687‐1
千曲市大字磯部1050‐1
小県郡長和町長久保1699
佐久市中込2‐7‐8
小諸市南町2‐5‐4
北佐久郡軽井沢町中軽井沢9‐3
佐久市中小田切162‐8
佐久市望月195‐1

諏訪商工会館1F
和光ビル2F
茅野商工会館4F
下諏訪商工会議所会館2F
宮内正光税理士事務所2F
伊那商工会館3F
駒ヶ根商工会館4F
ノザワビル2F
宮内正光税理士事務所2F
太田ビル1F
長野県食糧会館4F
ロイヤルホテル長野408号
不動寺ビル2F
権堂ステーションビル4F
ハイランド118号
信州中野商工会議所内
アカデミービル2F
佐藤様方
長野県建築士会館6F
宮崎ビル2F
長野県食糧会館4F
長野県建築士会館5F
長野県食糧会館5F
イ‐2
アルト・フォレスタ4A号

燦祥館2F

明科産業会館
塩尻市建設事業協同組合1F

大糸タイムスビル1F
嶺村様方
林様方

ファーストビル3F
上田商工会議所3F

田中公民館内
上田商工会議所3F
王様の本ビル2F

長門町民センター2F

商工会館内

0266‐53‐0558
0266‐23‐4389
0266‐72‐0200
0266‐28‐6025
0265‐23‐7535
0265‐72‐6010
0265‐83‐7806
0266‐41‐3092
0265‐23‐7535
0265‐53‐3213
026‐235‐3883
026‐278‐5657
026‐286‐4844
026‐217‐5659
026‐245‐3804
0269‐22‐4872
0269‐38‐0430
026‐247‐8466
026‐235‐3988
026‐292‐0953
026‐235‐3977
026‐235‐0403
026‐232‐4114
026‐262‐5156
0263‐33‐6216
0263‐35‐7272
0263‐33‐4575
0263‐24‐1910
0263‐52‐5510
0263‐62‐5775
0263‐53‐6936
0263‐72‐9009
0261‐22‐3141
0261‐72‐2536
0261‐62‐9956
0263‐82‐7747
0268‐43‐2515
0268‐22‐2964
026‐272‐4500
0268‐63‐6792
0268-27‐2567
0268‐82‐8702
026‐276‐2344
0268‐68‐0366
0267‐88‐6223
0267‐22‐5438
0267‐46‐1127
0267‐82‐2669
0267‐53‐3566

0266‐52‐8977
0266‐23‐7483
0266‐73‐8585
0266‐28‐0872
0265‐23‐7536
0265‐73‐8454
0265‐83‐8386
0266‐41‐3092
0265‐23‐7536
0265‐53‐3513
026‐234‐4397
026‐278‐1504
026‐284‐8687
026‐217‐5623
026‐245‐3860
0269‐22‐4562
0269‐38‐0430
026‐247‐8466
026‐237‐5433
026‐292‐8541
026‐217‐2005
026‐235‐0402
026‐232‐4118
026‐262‐5157
0263‐33‐4888
0263‐35‐7270
0263‐88‐7788
0263‐24‐2720
0263‐52‐5533
0263‐62‐5995
0263‐53‐7779
0263‐72‐9001
0261‐23‐4878
0261‐72‐2802
0261‐62‐9661
0263‐82‐7482
0268‐43‐2519
0268‐27‐3189
026‐272‐1700
0268‐63‐6792
0268‐27‐3189
0268‐82‐8698
026‐276‐2660
0268‐68‐0366
0267‐88‐6229
0267‐25‐2212
0267‐46‐4569
0267‐82‐6776
0267‐53‐3566

suwakolc@po17.lcv.ne.jp
okayalc@po13.lcv.ne.jp
info@chinolc.org
lionsuwa@po11.lcv.ne.jp
iidalc@gray.plala.or.jp
ina-lions@inacatv.ne.jp
komagane.lions-club@luck.ocn.ne.jp
tatunolc@po22.lcv.ne.jp
osahimel@sea.plala.or.jp
akaishil@axel.ocn.ne.jp
naganolc@fancy.ocn.ne.jp
info@matsushirolc.jp
chikumalc@lion.odn.ne.jp
naganogreencity@gmail.com
suzakalionsclub@cc.wakwak.com 
nakanolions@jeans.ocn.ne.jp
nyylc2@gmail.com
obuse-lc@ric.hi-ho.ne.jp
chuo.lc@gaea.ocn.ne.jp
shino-lc0953@mountain.ocn.ne.jp
shirakab@dia.janis.or.jp
m0872i@lily.ocn.ne.jp
office@naganorindo.jp
sinmachi@dia.janis.or.jp
matsumotolions@zd.wakwak.com
fukashi.lions@au.wakwak.com
alpslions@alpslions.jp
mclc@po.mcci.or.jp
shiojiri.lions@iris.ocn.ne.jp
akashina.lc@dream.com
kikyolc@bz03.plala.or.jp
azumilc@anc-tv.ne.jp
lions-omachi@alpha.ocn.ne.jp
hakubalc@ace.ocn.ne.jp
takaselc@joy.ocn.ne.jp
hotakalc@anc-tv.ne.jp
maruko.lc@bi.wakwak.com
ueda-lc@po6.ueda.ne.jp
k.lc@cap.ocn.ne.jp
tomi.lc@lilac.plala.or.jp
uedajonan@ueda.ne.jp
sakakilion@rio.odn.ne.jp
lion-togami@snow.ocn.ne.jp
yodakubo@dia.janis.or.jp
lionssaku4@gmail.com
komoro.lc@ctknet.ne.jp
lc.karuizawa@aq.wakwak.com
i.kato-planet@ai.wakwak.com
lc.moshizuki@ca.wakwak.com

R

1

2

3

4

Z

1

2

1

3

1

2

1

2

クラブ名 郵便番号 住所1 住所2 TEL FAX Eメール

茅野レオクラブ
長野paletteレオクラブ
長野日大学園レオクラブ
丸子レオクラブ
長野大学Arasloレオクラブ
佐久レオクラブ

391‐0002
380‐0833
380‐0872
386‐0404
386‐0024
385‐0051

茅野市塚原1‐3‐20
長野市鶴賀権堂町2199‐18
長野市妻科町426‐1
上田市上丸子950
上田市大手1‐10‐22
佐久市中込2‐7‐8

茅野商工会館4F
権堂ステーションビル4F
長野県建築士会館5F
ファーストビル3F
上田商工会議所3F

0266‐72‐0200
026‐217‐5659
026‐235‐0403
0268‐43‐2515
0268‐27‐2567
0267‐88‐6223

0266‐73‐8585
026‐217‐5623
026‐235‐0402
0268‐43‐2519
0268‐27‐3189
0267‐88‐6229

info@chinolc.org
naganogreencity@gmail.com
m0872i@lily.ocn.ne.jp
maruko.lc@bi.wakwak.com
uedajonan@ueda.ne.jp
lionssaku4@gmail.com

R Z
1
1
3

1

2

クラブ名 郵便番号 住所1 住所2 TEL FAX Eメール

諏訪湖 LC諏訪和支部

上田城南 LC上田さくら支部

392‐0023

381‐2205

386-0024

諏訪市小和田南14‐7

長野市青木島町大塚185‐1

上田市大手1‐10‐22

諏訪商工会館1F

不動寺ビル2F

上田商工会議所3F

0266‐53‐0558

026‐286‐4844

0268‐27‐2567

0266‐52‐8977

026‐284‐8687

0268‐27‐3189

suwakolc@po17.lcv.ne.jp

chikumalc@lion.odn.ne.jp

uedajonan@ueda.ne.jp

R Z
1

1

1

クラブ名 郵便番号 住所1 住所2 TEL FAX Eメール

長野千曲 LC
長野 J&P国際交流 SPC支部

1

2

4

1

2

4
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長野りんどうLC

長野グリーンシティLC
長野グリーンシティLC
岡谷 LC
飯田赤石 LC

第37回北信地区献眼献腎物故者慰霊法要

長野paletteレオクラブチャーターナイト
2R新年合同例会
4LC合同新年例会
結成30周年記念大会

善光寺境内献眼献腎物故者慰霊碑前

長野市　場所未定
長野市　ホテル国際 21
岡谷市　ライフプラザマリオ他
飯田市　マリエール飯田

2020年   9 月 29日（火）

2020年 12月　日にち未定
2021年   1 月 12日（火）
2021年   1 月 16日（土）
2021年   5 月 16日（土）

クラブ名 行事名 開催場所（市町村・会場） 年月日

第32回献眼・献腎・物故者法要
及び結成57周年記念例会

中野市土人形資料館駐車場（法要）　
中野市　割烹柳長（例会）中野 LC 2020 年 10月 28日（水）

2020︲21 地区ガバナー公式訪問日程予定表（2020.8月現在）

L. 今井　靖雄
L. 林　　 勝一
L. 海沼　和幸
L. 若林　秀幸
L. 菊池宏一郎
L. 小林　紀之
L. 尾澤　英夫
L. 菊池　英輔

茅野 LC
辰野 LC
長野松代 LC
長野中央 LC
松本 LC
安曇 LC
上田 LC
臼田 LC

辰野町
長野市松代町
長野市
松本市
安曇野市
上田市
小諸市

パレスたつの
ロイヤルホテル長野
ホテル国際 21
ホテルブエナビスタ
勇屋会館
香青軒
布引温泉こもろ

  8 月 22日（土）
10月   4 日（日）
  9 月 12日（土）
  8 月 29日（土）
  9 月   1 日（火）
  延期
  9 月 15日（火）
  9 月 13日（日）

R

1

2

3

4

Z
1
2
1
3
1
2
1
2

チェアパーソン氏名 所属またはホストクラブ 開催場所（市町村・会場） 決定日

オンライン

2020︲21 地区ガバナー出席要望行事予定表（2020.7月現在）

キャビネット活動記録（2020.8月20日現在）

月 日 内容 場所
第 1回 RC・ZCセミナー
第 4四半期会計監査
キャビネット開局式
第 1回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
第 1回 334複合地区 YCE委員会
第 1回全日本GAT会議
第 1回 334複合地区家族及び女性委員会
第 1回 334複合地区管理委員会
第 1回 334複合地区 LCIF 委員会
第 1回地区ガバナー名誉委員会
第 1回全日本 LCIFセミナー
第 1回地区 LCIF 委員会
334複合地区会計監査
第 1回 RC・ZC会議
第 1回地区ガバナー・キャビネット会議

松本市　キャビネット事務局
松本市　キャビネット事務局
松本市　キャビネット事務局
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　ウインクあいち
名古屋市　複合地区事務局会議室
名古屋市　複合地区事務局会議室
名古屋市　ウインクあいち
松本市　キャビネット事務局
名古屋市　ウインクあいち
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

1
2
4
8
10
14
15
16
17
20
28
29

水
木
土
水
金
火
水
木
金
月
火
水

7

30 木
佐久市　佐久平交流センター

月 日 内容 場所
第１回全国ガバナー会（社員総会）
第２０回ライオンズクエストワークショップ
第１回３３４複合地区奉仕事業委員会（ＧＳＴ）
１Ｒ１Ｚ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回地区家族及び女性委員会
ＬＣＩＦ寄付者感謝セレモニー
２Ｒ３Ｚガバナー公式訪問
第２回３３４複合地区家族及び女性委員会 (ＦＷＴ)

名古屋市　ウインクあいち
長野市　長野市立東部中学校
オンライン
オンライン
オンライン
松本市　キャビネット事務局
名古屋市　ウインクあいち
長野市　ホテル国際 21
オンライン

4
6
19
22
24
25
26
29
31

火
木
水
土
月
火
水
土
月

8
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新入会員の紹介

諏訪湖 LC 諏訪和支部

長野グリーンシティLC

長野山ノ内ゆけむりLC

長野篠ノ井 LC

松本中央 LC

戸倉上山田 LC

駒ヶ根 LC

長野グリーンシティLC

長野中央 LC

長野篠ノ井 LC

東御 LC

佐久 LC

長野グリーンシティLC

長野グリーンシティLC

長野中央 LC

長野みすず LC

上田城南 LC

1R・1Z

2R・1Z

2R・1Z

2R・3Z

3R・1Z

4R・1Z

1R・2Z

2R・1Z

2R・3Z

2R・3Z

4R・1Z

4R・2Z

2R・1Z

2R・1Z

2R・3Z

2R・3Z

4R・1Z

L. 田村 万喜子

L. 田中 慎也

L. 白鳥 金次

L. 東方 みゆき

L. 中里 拓樹

L. 山極 祥瑛

L. 小平 操

L. 箱山 正一

L. 金津 かず子

L. 久保田 宏一

L. 小林 陽介

L. 大島 直之

L. 清水 信也

L. 森田 和志

L. 小林 修稀

L. 大月 良則

L. 二ノ宮 功

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

入会年月日
業 種
スポンサー

：2020年7月1日
：行政書士事務所
：平林真理子

：2020年7月1日
：建築業
：佐藤明宏

：2020年7月1日
：建設業
：高山祐一

：2020年6月1日
：小売業・市議会議員
：望月義寿

：2020年7月21日
：塗装業
：青木まゆみ

：2020年7月1日
：住職
：岩井正武

：2020年7月17日
：地方公務員
：浦野英喜

：2020年7月1日
：寝具小売り・市議会議員
：西澤正隆

：2020年2月13日
：自営業
：西野明

：2020年7月17日
：電気工事業
：久保田貴律

：2020年6月1日
：金融・保険業
：堀内常子

：2020年7月17日
：金融業
：箕輪俊一

：2020年7月1日
：塗装業
：稲場俊裕

：2020年7月9日
：建設業
：佐藤明宏

：2020年2月13日
：飲食業・そば製造販売
：宮下正典

：2020年6月1日
：団体職員
：仁科良三

：2020年3月1日
：小売業・飲食業
：山口和昌

献眼者ご芳名
細谷　順三様 4R1Z（東御 LC）

献眼発生日／ 2020年5月26日 小菅ひろ美様 2R2Z（中野 LC）
献眼発生日／ 2020年6月21日

物故ライオン
永年にわたるクラブ活動ありがとうございました。ご冥福を心よりお祈りいたします。

故 L. 細谷 順三 故 L. 土屋 隆 故 L. 北川 哲男 故 L. 田村 孝浩
4R・1Z　東御 LC

2020年5月26日 逝去
1R・2Z　辰野 LC

2020年5月31日 逝去
2R・3Z　長野みすず LC

2020年6月7日 逝去
4R・1Z　依田窪南部 LC

2020年6月21日 逝去
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〒384‐2202佐久市望月285‐1
TEL.0267‐53‐2400
FAX.0267‐53‐5514 
http://moro.zei-mu.jp/
morosawa@sas.janis.or.jp

L.両澤 正子（望月LC）

税理士法人 両澤
お気軽にご相談下さい。

〒386‐1105上田市吉田258‐4
TEL.0268‐26‐5526　FAX.0268‐26‐5535 
http://mj-k.jp/ L.喜多 友一（上田城南LC）

株式会社エム・ジェイ

《感謝》

〒399‐0428長野県上伊那郡辰野町大字伊那富2382番地
TEL.0266‐41‐1648　FAX.0266‐41‐0370 
http://www.akiyama-seisakusyo.com/ 
yoshio-a@akiyama-seisakusyo.co.jp L.秋山 良雄（辰野LC）

お客様にお応えする
金属加工メーカーです

有限会社 秋山製作所

最新設備で試作から量産まで

L.田中 剛（上田LC）

水と空気以外は何でも印刷します
　　　　　　　　　企画から印刷まで　SPECIAL PRINTING
水と空気以外は何でも印刷します
　　　　　　　　　企画から印刷まで　SPECIAL PRINTING

〒386‐0032上田市諏訪形1712‐1 
TEL.0268‐22‐4686（代表） 
FAX.0268‐25‐3917 
http://www.s-katayama.com
info@s-katayama.com

〒386‐0401長野県上田市塩川 2895‐1
TEL.0268‐35‐0065　FAX.0268‐35‐0354 
host@daiichi-ts.co.jp L.竜野 信雄（丸子LC）

第一通商株式会社 

L.西田 祐恒（小諸LC）

生後2か月から就学前までの
お子さんをお預かりします
生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの生後2か月から就学前までの
お子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりしますお子さんをお預かりします
生後2か月から就学前までの
お子さんをお預かりします

〒384‐0027長野県小諸市六供１‐７‐１ 
TEL.0267‐23‐1601　FAX.0267‐23‐0805 
https://www.hoikuen-sakura.com/ 
sakura-h@ctknet.ne.jp

社会福祉法人真応会　
認定こども園 さくら保育園

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

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

L.中村 通（佐久LC）

〒381‐0038長野市東和田804‐2
TEL.026‐243‐1112　FAX.026‐243‐1417 
https://www.hondacars-shinano.co.jp/ 　L.仁科 良三（長野みすずLC）

株式会社 ホンダカーズしなの

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

〒384‐0301佐久市臼田 80
TEL.0267‐82‐2257　FAX.0267‐82‐9639 
https://www.horiuchigumi.co.jp/ L.堀内 文雄（臼田LC）

地域の未来を
描き続けることが
わたしたちの使命です

地域の未来を
描き続けることが
わたしたちの使命です
株式会社 堀内組 

L.増澤 義治 （諏訪湖LC）

Member’s  Information 〈ご協賛広告〉

（有）カネサン今井幸雄商店
〒391‐0013 長野県茅野市宮川 5533 番地

TEL.0266‐72‐3018
L. 今井 靖雄（茅野 LC）

有限会社長野星和
〒381‐1233 長野市松代町清野1990‐3

TEL.026‐278‐2560
FAX.026‐278‐2565

tono@drem.jp
L. 海沼 和幸（長野松代 LC） 
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L.臼田 和正（小諸LC）

〒384‐0027
長野県小諸市六供 2‐8‐3
TEL.0267‐23‐3310
FAX.0267‐23‐3122 
http://sharumu-togetsu.jp/ 

（有）車留夢 和食兎月

〒384‐0301佐久市臼田 1706‐3
TEL.0267‐82‐3171
L.井出 浩司（臼田LC）

嶋屋種苗株式会社

全てタネから始まるのです・・・
高原野菜発祥の地とされる川上村、ラグビー
のメッカ上田菅平高原、有数の高原野菜産
地をタネという原点から農業と食を支えま
す。

L.前田 英司（飯田長姫LC）

資源リサイクルにより、持続可能な経済の構築を目指します。

前田産業株式会社

L.前田 英司（飯田長姫LC）

〒395‐0042長野県飯田市松尾町二丁目16番地
TEL.0265‐22‐2488　FAX.0265‐52‐2535
https://itp.ne.jp/info/204381358000000899/
e-maeda@maedanet.co.jp

田切クリーンセンター（飯島町）／田切工場／鳥居原第 2工場関連事業
飯田工場／塩尻工場／名古屋工場／衣浦工場営業所
長野県飯田市松尾町二丁目16番地本社

佐久市の未来に貢献します

おかげさまで

Anniversary
Danbara co.ltd

6060

L.檀原 保雄（佐久LC） L.高橋 正彦（佐久LC）L.高橋 正彦（佐久LC）

これからも地域社会の
発展に貢献します
これからも地域社会の
発展に貢献します

〒385‐0005
長野県佐久市香坂3156‐5
TEL.0267‐67‐4354 
FAX.0267‐67‐5753 
tkougyou@bf.wakwak.com 

〒385‐0005
長野県佐久市香坂3156‐5
TEL.0267‐67‐4354 
FAX.0267‐67‐5753 
tkougyou@bf.wakwak.com 

創業
52年

〒38〒38〒38〒38〒38〒385

有限会社 高橋工業有限会社 高橋工業

〒384‐0301佐久市臼田 1555‐3
TEL.0267‐82‐6660　
FAX.0267‐82‐2956
kikuchi-eisuke@tkcnf.or.jp 

菊池英輔税理士事務所

L.菊池 英輔（臼田LC）

法人税、所得税、相続税等の相談
及び申告書の作成　

昭和53年10月
登録・開業

L.尾澤 英夫（上田LC）

〒386‐0012 長野県上田市中央（袋町）3‐12‐1 
TEL.0268‐28‐0022

おもてなしの茶席から四季折 の々宴まで

和食・中華／御祝会食会・御法宴・諸会議・諸宴会
茶事・仕出しお届け料理・出張パーティー設営企画・食作法御指導
洋室4名様~160名様 7ルーム・和室茶室2名様～20名様 5室 〒385‐0051長佐久市中込 1600‐1

TEL.0267‐63‐8510　FAX.0267‐63‐8510 
http://www.yokocho.co.jp/
daikuhara@yokocho.co.jp  L.大工原 武重（佐久LC）

ご法要の会席料理、お祝い料理、会議のお弁当、イベントのケータリン
グ料理等、様々な用途に合わせた、仕出し・ケータリング料理を取り揃
えております。

“感動をあたえる仕事”

〒384 -1105 長野県南佐久郡小海町大字千代里3162
TEL ：0267 -92 -2158 FAX：0267 -92 -4314

感動をあたえる仕事

長野県南佐久郡小海町大字千代里316

株式会社

〒389‐0102北佐久郡軽井沢町軽井沢 1323‐980
TEL.0267‐42‐7711　FAX.0267‐42‐7716 
https://www.hotel-otowanomori.co.jp/ 
k-front@hotel-otowanomori.co.jp  L.鈴木 健夫（軽井沢LC）

昔ながらの軽井沢を感じられる、クラシカ
ルな雰囲気が漂うホテル。自慢の音羽キュ
イジーヌをはじめ、落ち着いた空間でのゆっ
たりとしたご滞在をお楽しみください。

Member’s  Information 〈ご協賛広告〉

小松電気設備は、確かな技術と人財で豊かな未来を創り
ます。建物に命を吹き込み、暮らしに明かりを灯し、ゼ
ロエネルギーを目指します。

L. 小松 宏二（塩尻桔梗LC） 

株式会社 小松電気設備
〒399‐0716 塩尻市桟敷 72‐15
TEL.0263‐54‐3180　FAX.0263‐53‐5208
https//:kds-nagano.jp　info@kds-nagano.jp

L. 黒澤和彦（佐久LC） 

さくら動物病院
併設　長野どうぶつ眼科センター
併設　長野どうぶつ再生医療センター

小諸市乙518-22　TEL 0267-26-5600
L.横山 篤司（小諸LC）
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キャビネットインフォメーション

334-E地区の3役セミナーが開催されました。本年は新型コロ
ナウイルス感染防止
に配慮し来賓席も設
けず1リジョンから4
リジョンを入れ替え方
式で最低限の人数で
行われた。

一般社団法人「長野県ライオンズ」認可
「一般社団法人 長野県ライオンズ」は第65回地区年次大会に
おいて、設立が議決され、
2020年5月キャビネット構成員による書面決議において定款が
承認されたことに従い、令和2年6月17日登記されました。
地域で活動していると「ライオンズクラブ国際協会334-E 地区っ
てどこ？ 何？」といった声をよく聴きます。主催、共催行事等、
より地域の皆様に親しみやすい「人格」を取得させていただきま
した。

一般社団法人長野県ライオンズ設立趣意書

私たちライオンズクラブ国際協会334-E地区は結成以来60年の間、モットーである「We Serve」のもと国内外に
多大な社会奉仕を行ってきた。しかし、その実績に対しての社会的認知度や評価は今一つ深まっていないのが実情で
ある。
今回、法人として申請するに至ったのは、法人格を取得し法律上の権利能力者となることにより、社会的市民権を得
ることができ、より有意義な奉仕活動を行う環境が整うからである。法人格を持つ公認団体となれば社会的価値が向
上し、行政だけでなく市民、NPO、企業などと積極的に連携し、公共的なサービスの提供主体となって活動できるな
ど、これまで実践してきた活動や事業を今以上に地域に密着させ、地域社会に更なる貢献を果たすことができ、会員
増強やアクティビティの活性化が期待出来る。
また、収益事業以外の法人の所得（会費、寄付など）を非課税とすることができるなどの税制上の優遇措置がメリッ
トとして挙げられる。一方、個人が公益社団法人･公益財団法人に寄付を行う場合は、所得控除や税額控除といっ
た税務上の優遇措置があるが、非営利型法人である一般社団法人･一般財団法人に寄付を行った場合は、所得控
除や税額控除といった税務上の優遇処置はない。しかし、制度上ではいきなり公益社団法人は設立できないため、
その足掛かりのためにも一般社団法人を設立する必要があった。寄付を行う法人の損金算入措置やメンバー個人へ
の税金控除がなされれば今後LCIF等への更なる協力が得易くなると期待される。

１. 趣旨

2019年5月12日の第65回地区年次大会にて設立が承認された後、ガバナー名誉顧問委員会において一年間検討
され、2020年5月10日第66回地区年次大会にて定款が承認され、2020年6月17日、設立登記され認可された。

2. 申請に至るまでの経緯

令和2年7月24日
一般社団法人　長野県ライオンズ
設立代表者　長野県長野市　仁科良三

6/10 次期クラブ三役・事務局員セミナー

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、中村吉秀次期地区行
政包括連携協定推進室長で長野県庁を訪れ、阿部守一知事を
表敬訪問し、フェイスシールド2000枚を県に寄贈した。

6/16 長野県知事表敬訪問

「334複合地区次世代リーダー
研究会」が名古屋で開催され、
次期キャビネット幹事予定者
L.檀原保雄、キャビネット会計
予定者L.大工原武重、次期1R
リジョン・チェアパーソンL.前田
英司、次期2Rリジョン・チェア
パーソンL.丸谷弘幸の4名が受
講した。

6/20・21 次世代リーダー研究会

仁科334-E地区ガバナーと次期3
役にて柳田佐久市長を表敬訪問。

6/23 佐久市長表敬訪問

6/28 開所式佐久

●第一回RC・ZCセミナー開催
●ガバナー宣誓式がオンライン
で行われた。

7/1 第一回RC・ZCセミナー

当日、松本市深志神社・遠
藤久芳宮司（松本深志LC
所属）にキャビネット事務
局へお越しいただき、一年
間の無事を願い開局式を執
り行いました。

7/4 キャビネット開局式

第1回地区ガバナー・
キャビネット会議が佐
久平交流センターにて
開催。

7/30 第1回地区ガバナー・キャビネット会議

佐久連絡所開局式に、元国
際理事L.佐藤義雄、地区名
誉顧問L.山邉正重、L.甘利直
和、L.佐藤清人、4R・1Zゾー
ン・チェアパーソンL.尾澤英
夫、ガバナー L.中村通、キャ
ビネット幹事、会計、副幹事、
大勢のメンバーに集まってい
ただきました。
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月 日 内容 場所

7

8

9

10

11

12

30

20 金

木
佐久市　佐久平交流センター

佐久市　佐久平交流センター

月 日 内容 場所
2R新年合同例会
1R1Z4LC合同新年会
第 3回 RC・ZC会議
第 3回地区ガバナー・キャビネット会議
第 4回 RC・ZC会議
第 4回地区ガバナー・キャビネット会議
第 67回地区年次大会代議員会
飯田赤石 LC結成 30周年記念大会
第 67回 334複合地区年次大会
次期クラブ三役・事務局員セミナー

長野市　ホテル国際 21
岡谷市　ライフプラザマリオ他

佐久市　佐久創造館
飯田市　マリエール飯田
富士市　富士市文化会館ロゼシアター
松本市　ホテルブエナビスタ

12
16

25
16
23
9
25
29

火
土

日
日
日
水
金
火

1

2

4

5

6

17 水

7 水

第 104回国際大会 カナダ　モントリオール

諏訪市

佐久市

第 1回 RC・ZCセミナー
第 4四半期会計監査
キャビネット開局式
第 1回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
第 1回 334複合地区 YCE委員会
第 1回全日本GAT会議
第 1回 334複合地区家族及び女性委員会
第 1回 334複合地区管理委員会
第 1回 334複合地区 LCIF 委員会
第 1回地区ガバナー名誉委員会
第 1回全日本 LCIFセミナー
第 1回地区 LCIF 委員会
334複合地区会計監査
第 1回 RC・ZC会議
第 1回地区ガバナー・キャビネット会議
1R1Zガバナー公式訪問
2R3Zガバナー公式訪問
3R1Zガバナー公式訪問
2R1Zガバナー公式訪問
4R2Zガバナー公式訪問
4R1Zガバナー公式訪問
長野りんどうLC第 37回北信地区献眼献腎物故者慰霊法要
1R2Zガバナー公式訪問
中野 LC第 32回献眼・献腎・物故者法要及び結成 57周年記念例会
第 2回 RC・ZC会議
第 2回地区ガバナー・キャビネット会議
長野paletteレオクラブチャーターナイト

松本市　キャビネット事務局
松本市　キャビネット事務局
松本市　キャビネット事務局
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　ウインクあいち
名古屋市　複合地区事務局会議室
名古屋市　複合地区事務局会議室
名古屋市　ウインクあいち
松本市　キャビネット事務局
名古屋市　ウインクあいち
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

オンライン
長野市　ホテル国際 21
松本市　ホテルブエナビスタ
長野市　ロイヤルホテル長野
小諸市　布引温泉こもろ
上田市　香青軒
長野市　善光寺境内献眼献腎物故者慰霊碑前
辰野町　パレスたつの
中野市　土人形資料館駐車場（法要）／中野市　割烹柳長（例会）

長野市

1
2
4
8
10
14
15
16
17
20
28
29

22
29
1
12
13
15
29
4
28

水
木
土
水
金
火
水
木
金
月
火
水

土
土
火
土
日
火
火
日
水

【キャビネット関連の行事予定について】

【2021】

【2020】

キャビネットインフォメーション（2020.8月6日現在）

ライオン信濃
発行：ライオンズクラブ国際協会 334-E 地区　キャビネット事務局
　　　〒390-0837 松本市鎌田 1-2-27
　　　E-mail　caboffice@lcint334e.org
　　　URL　http://www.lcint334r.org/
編集：地区マーケティング・コミュニケーション委員会　

第46巻　第1号　2020年8月発行●編集後記
「表紙写真 /2019 年佐久市フォトコンテスト入賞作品」長野県の JR 小諸駅
から山梨県小淵沢駅をつなぐ小海線を走る HIGH RAIL 1375 です。ボック
スシートに加えて、窓に向かって並ぶシートで景色を満喫。そしてなんと車内
で星空映像も楽しめるんです！
初めての委員長、初めての編集長？、なにもわからず初めてみたものの、やっ
ぱりわからないまま何とか発行となりました。大勢の方々のご協力をいただけま
したことに感謝いたします。いやー、ライオンズクラブって本当にいいもので
すね！

　  地区マーケティング・コミュニケーション委員長　L. 堀内文雄


