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和・実・心の奉仕

48期 クラブ会長　L. 村上義徳

　 2012 ～ 2013 年
　ライオンズのスローガン（テーマ）

　☆国際協会
　『奉仕の世界』ウェイン・A・マデン国際会長

　☆ 334 複合地区
　『奉仕の世界は熱い情熱と固い絆から』

　☆ 334 Ｅ地区
　『継続と向上』



　　　　　　　　　　結成以来47年の歴史を刻んだ重さとバッチの重さを感じながら、第48期の会長を引き受ける事になりました。宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　48期スローガン「和・実・心の奉仕」
　　　　　　　　　和・目的意識の統一　　　実・実行・実力・実績　　　心・お陰さまの気持、感謝の気持での奉仕活動
　　　　　　　　　　ライオンズクラブのモットー「我々は奉仕する」利害を離れて、国家や社会なおの為に尽くす事が、ライオンズクラブの大きな役割だ と思います。
　　　　　　　　　四献推進運動は誰でもが地域社会に貢献出来る奉仕事業だと思います。献血等を通じて地域社会に貢献して行きたいと思います。
　10月より3月まで毎月第3土曜日を献血サーブディーを予定しています。皆様のご協力をお願いし、大勢の参加をお願いいたします。
　我々は一人では生きて行けません。家族、仲間、地域社会で生きています。生かされていると思う気持ちが必要です。お陰様の心を持ち、感謝の気持ちを
持ち続けたらクラブの活性化もできるのではないかと思います。48期もまた長野中央ライオンズクラブらしい奉仕活動の姿を地域社会に広めたいと思います。
　経済状況が益々厳しくなって行く中ですが、新入会員の入会も重要な課題だと思います。会員委員会を中心として、各位のご協力をお願いいたします。
　2014年当クラブは50周年を迎えます。2年後に向けて準備に入りたいと思います。
以上の基本理念を念頭に置きクラブ運営に携わって行きたいと思いますので、温かいご支援とご協力をお願い申しあげ就任の挨拶とさせて頂きます。　

　　　　　　　　　　第48期の幹事と言う、大役を拝命致しました塚田です。ライオン歴は過去も含めますと、10年以上になりますが、再入会させて戴
　　　　　　　　　いては経歴も浅く、任命を受けた時は名誉と戸惑いと不安で一杯でした。また、当長野中央ライオンズクラブといえば地域の中でも、
　　　　　　　　　崇高のメンバーばかりの構成で、はたして幹事という大役が務まるのか今でも不安で一杯です。
　　　　　　　　　　諸先輩方が、半世紀近く築き上げられて来たこの歴史を汚すことなく、また二年後に迎える節目の50周年に向けて、村上会長の下、
　　　　　　　　　執行部一丸となって取り組む所存でございます。一年間宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　此の度、会計の大役を仰せつかりました、髙波文武でございます。村上会長の脇役といたしまして、足手まといにならぬ様頑張りま
　　　　　　　　　す。財政面につきましては、特に幹事および計画・財務委員様と連絡を蜜にし、先輩の皆様のご指導を頂戴いたし任務を遂行させて頂
　　　　　　　　　きますので宜しくお願いいたします。前向きな気持ちを常にもち、「和・実・心の奉仕」であります村上会長スローガンを常に念頭におき、
　　　　　　　　　クラブ会員皆様からお納めいただきました会費の管理の重大さを感じ緊張感をもって、会計という金庫番の厳しさを体験できます事に
　　　　　　　　　感謝いたし 2年後には、50周年という式典が控えておりますので、よい準備をいたしまして年次計画の達成に努力をいたしてまいり
ます。かけがえのない人生の中で、良き経験をさせて頂きます事に感謝を申し上げ新任の挨拶とさせて頂きます。

　　　　　　　　　　この度、第一副会長を指名され、もとよりその器でない
　　　　　　　　　私ですが、大事な仕事を仰せつかりました以上、精一杯務
　　　　　　　　　めさせて頂きます。
　　　　　　　　　　さて48期村上会長のスローガンは「和・実・心の奉仕」
　　　　　　　　　であります。その意味するところは（感謝の気持ちを持ち、
統一した目的意識のもと行動する）と理解し、運営委員会において、このスロー
ガンが結実する一年になればと思います。今年は比較的若い委員長さんが多い
ので、その企画・実行力を生かして活発な活動をして頂き、実績の残る一年と
なります様に一緒に考えて行動していきます。皆様のご協力をよろしくお願い
申し上げ、挨拶とさせて頂きます。

　　　　　　　　　　この度、第48期第二副会長を仰せつかりました。村上
　　　　　　　　　会長のスローガン「和・実・心の奉仕」を旗印とし、微力な
　　　　　　　　　がら事業委員会の活動の一助となれれば幸いと思います。
　　　　　　　　　会長方針により今期は、「献血」に重点を置き、献血の尊
　　　　　　　　　さを再確認しながら心を込めて、全員参加で活動したいと
考えております。昨年一年間はライオン信濃の編集に携わり、自クラブを含め
ライオンズクラブ全体を俯瞰で観ることができました。クラブ活動の、また長
野中央の素晴らしさを再認識し、さらに進化して行きたいと考えます。皆様の
ご協力を心からお願い申し上げます。一年間、どうか宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　この再び第三副会長に任命されました L. 小林一彦です。
　　　　　　　　　特別委員会（第三）は伝統ある長野中央 L・C の存在を代
　　　　　　　　　表する顔揃いの委員会と感じております。素晴らしい編成
　　　　　　　　　員ばかりで私が一言発すると「何か窘め」が来る様な「プ
　　　　　　　　　レッシャー」を実の処感じております。元より浅学非才で
ございます。優秀な委員長様を始め立派な編成員のご指導を受けたら「俎板の
鯉」のごとく「三宝に乗せられた鏡餅」のごとく一年間この任を全うす所存で
すのでどうか一年間よろしく御指導下さいます様おねがい申し上げます。

　　　　　　　　　　48期ライオンテーマーに選出されました。山内信広で
　　　　　　　　　す。一年間よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　私自身、昨年度副ライオンテーマーを務めており、そこ
　　　　　　　　　で学んだ事は「ライオンテーマーにとって大変なのは例会
　　　　　　　　　の司会ではなく、例会の用意と備品の管理だ。」と言う事
でした。これはライオンテーマー一人でできる事では勿論なく、昨年度で言う
なら宮川ライオンテーマーと副テーマーの私以外にも事務局の宮本さんや前幹
事の和田ライオンは勿論の事、国際21の内田ライオンなど多くの方のご支援
を得る事でなんとか例会を運営できた、と言う実感を持っております。
　本年度も副テーマーの鹿住ライオン、塚田幹事は勿論、多くの方の手助けが
必要となると思います。ご支援とご鞭撻を受ける事で一年間、ライオンテーマー
を務めさせていただきたいとと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　48期のテールツイスターをおおせつかりました。テー
　　　　　　　　　ルツイスターの役割を理解しておらず、その場その場で完
　　　　　　　　　結していける役がいいと思ったのですが、先輩方々から本
　　　　　　　　　来のテールツイスターの役割をお聞きし、又50周年に向
　　　　　　　　　けての大切な次期に責任の重大さにとまどっておりまし
た。大勢の方から激励を頂き、一年間頑張ってまいります。
　今季より途絶えていた「ファイン」も復活しました。
　どうぞ皆様方種々情報をお寄せ頂ければ幸いです。行き届かない点、多々あ
ると思いますが宜しくご協力お願いいたします。

会長　L. 村上　義徳

幹事　L. 塚田　勝彦

会計　L. 髙波　文武

第一副会長　L. 竹内　邦雄 第二副会長　L. 清水　基弘

第三副会長　L. 小林　一彦

ライオンテーマー　L. 山内　信広

テールツイスター　L.矢澤　廣子

八役の皆様　新任の挨拶



運営委員会

特別委員会

事業委員会

　　　　　　　　　　第48期「計画・財務委員長」を仰せつかりましたが、従
　　　　　　　　　来より発想力に乏しい小生が、年間例会の計画を立案する
　　　　　　　　　事は最も苦手にしている事でございます。特にここ数年の
　　　　　　　　　例会は楽しい企画が多く出席率も向上しており、これに比
　　　　　　　　　する企画は難しい課題でもあります。
年間例会計画について
　今期は会長方針の「和・実・心の奉仕」を踏まえ、主テーマとして会員同士
がお互いを知る機会を多くすることを目指し、例会の中で会員のスピーチを多
く取り入れました。各委員長ライオンをはじめ委員の皆様方のお知恵をいただ
き、「仕事・趣味・過去の思い出・クラブの運営等に対する提言等」それぞれ
の会員の方々の忌憚のないご意見が話せるようなすばらしい企画をされ、例会
運営が活発になることを祈念致します。
年間予算について
　会員の減少にともないクラブ予算も厳しいものと成っております。特に今期
は 50周年大会準備委員会の提案を受け、3 年間で約1,000 万円の周年大会の
資金を確保出来る道筋をつけると共に、会員の方々の負担が極端に増えないよ
うにとの会長方針でもあり、各科目のそれぞれの予算の自立性を尊重しながら
尚且つ経費の圧縮に勤めておりますが、現状をご理解いただき有効な執行をお
願い致します。

　　　　　　　　　　この度、出席委員長を仰せつかりました、金守秀夫でご
　　　　　　　　　ざいます。今年度の出席率目標80％という大きな目標を
　　　　　　　　　掲げ、会員の皆様への声がけ、メークアップの活用による
　　　　　　　　　出席率向上に務めたいと思います。1 年間よろしくお願い
　　　　　　　　　いたします。

　　　　　　　　　　会員・会員増強（GMT）委員長を仰せつかり、期初に
　　　　　　　　　会員皆様にご協力をお願い致します。ライオンズクラブ会
　　　　　　　　　員数減少に歯止めがかからない昨今、当長野中央 LC もこ
　　　　　　　　　こ数年会員数減少傾向にあります。会員の増強はクラブア
　　　　　　　　　クティビティーの活性化及び維持に欠かせない継続事業と
捉え、全会員で新入会員増強プログラムを実践し、今期の増強を果たしたいと
思います。委員会一同出来るかぎりのサポートをさせて頂き多くの新しい仲間
が増える事を期待し就任のあいさつと致します。よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　長野中央ライオンズクラブ会員の皆様におかれまして、
　　　　　　　　　　増々御健勝の事と御慶び申し上げます。
　　　　　　　　　　さて、48期も村上会長・塚田幹事を中心として新役員
　　　　　　　　　でスタートを致しました。今年度私は市民奉仕・環境保全
　　　　　　　　　委員長を拝命し気持ちも新たに、48期を皆さんと共に頑
張る所存でございます。御指導の程宜しくお願い申し上げます。
　はなはだ簡単ではございますが重ねて多くの会員の皆様のご協力をお願い申
し上げて就任のあいさつと致します。

　　　　　　　　　　今期、YCE・青少年指導・LCIF 委員長をやらせて頂き
　　　　　　　　　ます、三上です。宜しくお願い致します。
　　　　　　　　　　一番のアクティビティである、中学生サッカー大会は、
　　　　　　　　　皆様のおかげで無事終えることが出来ました。ありがとう
　　　　　　　　　ございました。
　薬物乱用防止の講習が12月ころ行われるので、参加してきたいと思います。
　村上会長、八役の方たちの方針に沿って、頑張りたいと思います。
　皆様方のご協力を感謝し、今後もご協力をお願いしたいと思います。
　宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　第48期視聴覚障害者福祉・四献推進委員長を務めさせ
　　　　　　　　　て頂く事になりました鹿住でございます。ライオンズに入
　　　　　　　　　会して 2 年目の私に、この大役がつとまりますか不安で
　　　　　　　　　はありますが、指名された以上一生懸命頑張ります。何卒
　　　　　　　　　暖かいご支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
ライオンズの奉仕活動乃原点は献血推進運動と考えております。出来るだけ多
くの人々に御理解いただき。一人でも多く献血に御協力頂けるよう努力して行
きたいと思います。

　　　　　　　　　　第48期指導力育成（GLT）・会則付則委員会を担当させ
　　　　　　　　　ていただきます L. 渡辺昌祺でございます。当委員会の主
　　　　　　　　　たる活動目標は「会員相互の団結と調和を図ること」と理
　　　　　　　　　解し、ライオンズクラブをより理解しながら連帯感をもと
　　　　　　　　　められるよう努力しますので、全会員の御協力をよろしく
お願い申し上げます。

　　　　　　　　　　「和・実・心の奉仕」意気込みのある村上会長のスロー
　　　　　　　　　ガンに打たれまして、友好親善・接待・大会・会員厚生委
　　　　　　　　　員会の委員長を引き受けました高田です。
　　　　　　　　　　当委員会の私たちの役割は、姉妹クラブとの合同例会、
　　　　　　　　　記念式典、またチャリティーゴルフコンペ等に参加頂ける
よう会員の皆さんに呼びかける事だと思います。まずは、9 月にある千曲 LC、
篠ノ井 LC、りんどう LC と、10月には白樺 LC、長野 LC の 5 姉妹クラブの
コンペがあり、来年 4 月には長野みすず LC のチャリティーコンペと、地区年
次大会チャリティーゴルフ大会等が予定されています。よって以上の大会等に
は、大勢の参加下さいますようお願いいたします。委員会に於いては会員の皆
さんが、気軽に楽しく参加できるよう心がけているところであります。今期 1
年よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　48期PR委員長として、下記の抱負を述べさせて頂き挨
　　　　　　　　　拶とします。
　　　　　　　　　①年 4 回の会報紙には各ライオンの奉仕活動を中心に、
　　　　　　　　　毎月 2 回の例会報告発表と各委員会活動を、原稿と写真
　　　　　　　　　にて記載します。さらに「趣味の会」などの活動報告を通
して、ライオン達の活動を報告して行きます。
②ホームページの更新にも力を入れて、ライオンズの奉仕活動を外部に広める
役目を目指します。
③ 50周年に向かっての活動記録・資料・写真などの保存をして行きます。
以上 皆様のご協力を頂き、積極的に宣伝マンとしての役目をはたして行きま
すので、宜しくお願いします。

計画・財務委員会　L. 鹿熊　　彰

出席委員会　L. 金守　秀夫

会員・会員増強（GMT）委員会　L. 原田　浩道

市民奉仕・環境保全委員会　L. 齋藤　栄嗣

YCE・青少年指導・LCIF 委員長　L. 三上　浩史

視聴覚障害者福祉・四献推進委員会　L. 鹿住みよ子

指導力育成（GLT）・会則付則委員会　L. 渡辺　昌祺

友好親善・接待・大会・会員厚生委員会　L. 高田　　茂

PR・情報・記録保存・会報・IT 委員会　L. 有賀　良和

～運営委員会～

～特別委員会～

～事業委員会～

委員長の挨拶

2R3Z 献血・骨髄移植委員　L. 﨤町とも子
　2R3Z献血・骨髄移植委員を任命され、大変緊張して
ております。
　ライオンズに入会して初めて献血運動に参加し、学
ばせて頂いて自分にできる最高の奉仕活動だと思って　
から5年余り、今、私のライオンズ活動の基礎が献血　
運動になっております。女性会員も増え、命を生み出す母親、私達
が命を育て守ることに努力し継続して参りたいと思っています。
　会長スローガンの「和・実・心の奉仕」を念頭に、四献推進委員
長の L. 鹿住様とスクラムを組んで頑張りますので、皆様 御指導御協
力を何卒よろしくお願い申し上げます。

キャビネット便り



第21回
長野市長杯

長野中央ライオンズクラブ杯
中学生サッカー大会

『共生の森2000』労働奉仕活動

第21回
長野市長杯

長野中央ライオンズクラブ杯
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第21回
長野市長杯

長野中央ライオンズクラブ杯
中学生サッカー大会

YCE・青少年指導・LCIF 委員長　　　　L. 三上　浩史
　7月21日（土）に開会式が行われました。前日、例年にないほどの大雨により、心配し
ましたが、予定通り無事に開会式が行われました。閉会式では雷雨のため中止になるかと
思いましたが、多少の時間延期により開催できました。
　開会式では、選手たちの楽しみな表情が見られ、決勝戦では選手たちの緊張が伺えまし
た。スポーツを通じて得た経験は一生の宝物になると思います。協調性や我慢強さ等が鍛
えられ成長できると思います。
　今年で21回目を迎えたので、そろそろサッカー大会に出場した選手たちがライオンズ
クラブに入会して、一緒にサッカー大会を開催できたらと思います。
　皆様のご協力のもと、無事に開催できましたことに感謝いたします。
　ありがとうございました。

市民奉仕・環境保全委員会　　　　　　　　　　L. 齋藤　栄嗣
　去る七月二十一日（土）、恒例となりました共生の森 2000の清掃・草刈りに長野中央ラ
イオンズクラブより、倉野 L と私の 2 名で参加しました。あいにくの雨模様の中ではあ
りましたが、総勢20名余りの関係者により桜並木の場所を中心に、約3時間の作業が行わ
れ無事に管理作業も終了し、整理された桜並木が復活致しました。
　聞くところによりますと飯山の地にある共生の森2000は今年も3mを越える雪が山全
体を覆い、先日まで残雪があったとの事。大変厳しい自然環境の中、桜の木の枝が折れた
りまた今年は「共生の森2000」の看板にかかる屋根が折れたりと、人の手による環境整
備の必要性を感じ帰って参りました。
　人間のおごりによる勝手な自然環境の保護ではなく、あるがままの自然と共に生きる大
切さを今こそ再確認する必要があるのではないでしょうか。

7月30日（月）
決勝トーナメント

順　位 1　位 2　位 3　位 4　位
チーム名 長野FCガーフ 戸倉上山田中学校 東北中学校 JFC須坂ヴェンセール

『共生の森2000』労働奉仕活動　［H24.7.21（土）］

H24．8．11（土）　長野市民新聞より



例会ニュース例会ニュース

　7 月の第一例会はライオンテーマーの担当となっておりますが、皆様ご承知の通り主役
は私ではなく各発表者でございます。
決算・監査という大変な業務を行った小林博ライオン、高田ライオン。本年度の例会計画
に予算の策定という大きな二つの業務を短期間に行い発表をいただきました鹿熊ライオ
ン。上記の方々を始め全ての発表者の方もいると思いますが、誠に申し訳ございませんで
した。また当日出席いただいた全てのライオンのご協力により、大過なく例会を行う事が
できました。改めまして皆様に感謝申し上げたいと思います。　ありがとうございました。

■7月第一例会 〈会長方針・年間計画発表例会〉
7月12日（木）18：30　　　　　　　　　　　　　　　　ライオンテーマー　L. 山内　信広

■8月第一例会 〈委員会活動年間計画発表例会〉
8月9日（木）18：30　各委員長の力強い発表がありました。

　第48期最初の特別例会。村上丸に無事全員乗船・給
油？が出来るか否か…担当委員会として心配…しかし！
見事無事出航。今回の納涼例会は会場を屋外ガーデンに
移し、軽快な音楽をバックにイタリアン料理をいただき
ながら盛夏の一夜を大勢の出席者と過ごしました。当日
まで雨雲の心配をしておりましたが、ゲリラ豪雨も無く
風も無く（ 暑！）最高のコンディションの中、会員相互
の新陸が深められ、又48期の団結が図られたと思いま
す。ただ接待の面では担当委員長が暑さに弱い体型の為、
嫌悪感を与えてしまった点お詫び申し上げます。最後に
設営・開催に至るまで御協力頂きました関係者の方、盛
り上げて頂きました出席者皆様に御礼申し上げます。あ
りがとうございました。

■7月第二例会 〈納涼例会〉
7月26日（木）18：30　イタリアンレストラン「ドーノドーノ」　 会員・会員増強（GMT）委員長　L. 原田　浩道

計画・財務
吉野 副委員長

YCE・青少年指導・LCIF
三上 委員長

出席
金守 委員長

視聴覚障害者福祉・四献推進
鹿住 委員長

会員・会員増強（GMT）
原田 委員長

指導力育成（GLT）・会則付則
渡辺 委員長

PR・情報・記録保存・会報・IT
有賀 委員長

友好親善・接待・大会・会員厚生
高田 委員長

市民奉仕・環境保全
齋藤 委員長

8 月の誕生ライオン

7 月の誕生ライオン

ゲストの Rhythn Jokers（リズムジョーカーズ）
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L .竹内　伊吉
　第二副会長1年間皆様のご協力ありがとうござい
　ました。　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.渡辺　昌祺
　3年間の役職から解放される善びをかみしめて居   
　ます。　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.小林　　博
　一年間有難うございます。　　　　　　 5000円
L.野田　正廣
　1年間ありがとうございました。　　　20000円
L.和田　正彦
　1年間ありがとうございました。　　　10000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　86000円

■7月12日 （第一例会）
L.野田　正廣
　前会長より、48期よろしくお願いします。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.村上　義徳
　娘が毎日書道展に入選し、東京都美術館に展示さ 
　れました。　　　　　　　　　　 　　10000円
L.野本　　勉
　5月のお誕生祝分として。　　　　　　 5000円
L.渋谷　一男
　誕生祝 有がとう。　　　　　　　　　　5000円
L.鹿熊　　彰
　今年も国土交通省関東整備局において施工技術で
　優秀企業認定を受賞しました。　　 　10000円
L.清水　基弘
　ライオン信濃、編集委員長、無事第4号まで発刊
　できました。御協力ありがとうございました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.大前　憲治
　48期いよいよスタート。はりきっていきましょ
　う。　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.﨤町とも子
　お誕生日の心込もったプレゼントありがとうござい
　ます。　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.有賀　良和
　PR委員長になりました。皆様、会報にご協力く
　ださい。　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.村上　義徳
　第48期の会長に就任しました。宜しくお願いい
　たします。　　　　　　　　　　　　 10000円
L.髙波　文武
　会計に就任致しました。一年間宜しくお願い致し
　ます。　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.竹内　邦雄
　第一副会長 1年間よろしくお願いします。　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.金守　秀夫
　出席委員長としてがんばります。よろしくお願い
　致します。　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.塚田　勝彦
　幹事として第 48期、1年間お世話になりましす。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.山内　信広
　一年間宜しくお願い申しあげます。　　 5000円
L.清水　基弘
　第二副会長として 一年間よろしく御願い申し上
　げます。　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.小林　一彦
　第三副会長を指命されました。どうかこの一年間
　よろしく御願い致します。　　　　　　 5000円
L.矢澤　廣子
　第48期のテールツイスターを就任しました。一
　年間よろしくお願い致します。　　　　 5000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　103000円

■7月26日 （第二例会）
L.高田　　茂
　300ヤード飛ばして優勝出来ました。 10000円
L.竹内　邦雄
　池ポチャ 2回でも邦雄、準優勝しちゃいました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.安藤　邦雄
　馬券で勝ったけど生活苦なんだ！！　　 3000円
L.関谷　　登
　またもやブービーでゴメンネ！！　　　 1000円
L.和田　正彦
　1年間有り難うございました。　　　　 1000円

■6月14日 （第一例会）
L .東澤　久平
　御無沙汰しておりました（おかえりなさい） 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.中城　秀樹
　ガバナー感謝状ありがとうございます。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.塚田　勝彦
　おかげ様で大盛況の下、開催できました。ありが
　とうございました。　　　　　　　　  10400円
L.小口　範夫
　趣味の会 準優勝　　　　　　　　　　　5000円
L.上田　正昭
　地区PR・ライオンズ情報委員会に 1年間お力添   
　え頂き有難うございました。　 　　　　5000円
L.清水　基弘
　ガバナー感謝状ありがとうございます。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.原田　浩道
　中央ライオンズ趣味の会ゴルフコンペ優勝ありが 
　とう。　　　　　 　　　　　　　　　　9000円
L.中島しずえ
　植樹キャンペーンがんばれ。　　　　　 2000円
L.清水　基弘
　100万本植樹キャンペーンがんばれ。　 2000円
L.竹内　邦雄
　国際会長表彰ありがとうございました。　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　 53400円

■6月21日 （第二例会）
L.大前　憲治
　1年間ご苦労様でした。　　　　　　　 5000円
L.斉藤　栄嗣
　1年間ありがとうございました。　　　 3000円
L.北村　倢一
　第三副会長ぶじ終了　　　　　　　　 20000円
L.村上　義徳
　1年間ありがとうございました。　　　 5000円
L.若林　秀幸
　ITC150回記念大会、ハンディキャップのおかげで
　優勝させていただきました。ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.宮川　英幸
　1年間ありがとうございました。　　　 3000円

L. 今井　竜吾
（株）Dynamics 代表取締役
スポンサー
L. 日置　二郎
所属委員会
計画・財務

L. 増田　隆雄
（株）エイビー代表取締役
スポンサー
L. 小口　範夫
所属委員会
友好親善・接客・大会・会員厚生

L. 市川　和彦
長野市議会議員
スポンサー
L. 和田　正彦
所属委員会
友好親善・接客・大会・会員厚生

L .塚田　勝彦
　今回も気配りました。　　　　　　　　 3000円
L.小林　昭夫
　いい事ありましたので。　　　　　　　 5000円
L.小林　一彦
　趣味の百姓が高じて農業生産法人信州戸隠高原農
　場設立しました。　　　　　　　　 　10000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　  38000円

■8月9日 （第一例会）
L.日置　二郎
　今井ライオンのスポンサーとしてよろしくお願い
　致します。　　　　　　　　　　　　 39000円
L.上田　正昭
　お誕生祝として　　　　　　　　　　　 5000円
L.三上　浩史
　皆様のご協力のもと、中学校サッカー大会を無事 
　に開催できました。ありがとうございました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.小林　　博
　誕生祝　　　　　　　 　　　　　　　　2000円
L.原田　浩道
　会員増強、協力お願いします。PS.（誕生日祝いあ 
　りがとうございます）　　　　　　　　　5000円
L.関谷　　登
　誕生祝いありがとう御座います。　　　 3000円
L.小林　昭夫
　いい事があったので。　　　　　　　　 3000円
L.髙波　文武
　誕生祝い有難うございます。いよいよ中台に近づ 
　いてきました。　　　　　　　　　　　 3000円
L.和田　正彦
　ありがとうございます。　　　　　　　 5000円
L.増田　隆雄
　誕生祝ありがとうございました。　　　 3000円
L.林　　時男
　おめでたでもない　　　　　　　　　　 3000円
L.高田　　茂
　お誕生祝として　　　 　　　　　　　 3000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　 　79000円

　新役員による48期がスタートして、2ヶ月を迎
えようとしてます。
　会長スローガンの『和・実・心の奉仕』のもと、
各ライオンの目的意識と実行力と感謝の気持ちを
持って、より一層の奉仕活動をめざしましょう。
　この会報が皆様に楽しんで頂けるように努力し
て行きます。お気づきの点などがありましたら、
ご指摘お待ちしております。また、原稿依頼の際
には何卒ご協力宜しくお願いします。
　まだ暑い日々が続いております。皆様健康には
気をつけてください。うなぎ等を食べて暑さを乗
りきりましょう。
　　　　　　　　　　 編集委員　L.有賀　良和

編 集 後 記
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