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和・実・心の奉仕

48 期クラブ会長 L. 村上 義徳の年頭の挨拶

長野中央 LC の奉仕事業活動です

〈新年合同例会にて〉

阿部守一長野県知事の祝辞 山下徹静 334-E 地区ガバナーの年頭のことば



会長 挨拶
　皆様のお陰で無事上半期を過ごすことができました。中学校サッカー大会の開催、フードドライブの開催と
大きな事業が終わり、献血活動も計画通り進んでいます。
　３月第二例会で事業資金獲得のディナーコンサートが開催されますが、この事業も５０周年に向かっての資
金獲得事業の一環です。会員の皆様のご協力をお願いいたします。
　毎月キャビネットにマンスリーレポートを提出していますが、当クラブは奉仕活動をはじめすべての事業に
於いて、５３クラブ中一番だと自負しています。これも一重に委員長さんはじめ会員各位のお陰だと感謝いた
します。ありがとうございます。
　４８期下期に入りますが、引き続きご支援をお願いいたします。

　長野中央ライオンズクラブ結成５０周年記念大会委員長を仰せつかりました L.小林昭夫です。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
　早いもので平成２６年７月からの年度には、クラブ結成５０年となります。そして平成２７年の５～６月頃
には記念大会を開催することになろうかと思います。
　その日に向かい、いよいよ本格的な準備を開始いたします。会員数減少化に伴い、予算的にも厳しいなか、
メンバーが心をひとつにし心温まる５０周年を楽しみたいと思います。みなさんのご協力をお願い致します。

クラブ結成50周年記念を迎えるにあたって
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　◆今後の検討事項
　　イ .記念式典の開催日の決定
　　ロ .予算（資金獲得計画含む）
　　ハ .記念大会のあり方
　　二 .記念事業は何がよいか
　　ホ .姉妹友好クラブとのエキスカーション計画
　　※５０周年に関するみなさんのお知恵をお貸しくださ
　　　い。
　◆当面の資金獲得とアクティビティー計画
　　イ .３月２８日（木曜日）ディナーコンサート
　　　　場所　ホテル国際２１
　　　　今迄も周年記念には倉沢大樹さん（エレクトーン
　　　　奏者）に協力をいただいています。演奏を楽しみ
　　　　ながらの夕食会を開催します。
　　　　詳細は計画財務委員会よりご紹介があります。全
　　　　員のご参加と友人知人へのお声掛けよろしくお願
　　　　いします。

　　ロ .９月８日（日曜日）５０周年記念コンサート
　　　　場所　ホクト文化ホール　大ホール
　　　　ヤマハ吹奏楽団による演奏
　　　　アマチュア吹奏楽団では実力日本一
　　　　アクティビティー（５０周年の記念事業）として
　　　　長野市内の小学生金管バンドを招待具体化しまし
　　　　たらご協力お願いします。
　◆長野中央ライオンズクラブの誕生
　　○昭和４０年２月　設立準備委員会を設ける。
　　　入会予定者約２０名とスポンサークラブの長野ライ
　　　オンズクラブ会員数名にて打合わせ会議を重ねる。
　　○昭和４０年４月２２日
　　　日本で９１９番目の長野中央ライオンズクラブが誕
　　　生した。
　　　会員数４７名、事務局・例会場は駅前アブラヤ。
　　　初代会長　L.山田安永
　　　幹事　L.北村博三郎（L.北村捷一の伯父）

　　○昭和４０年１０月２日　チャーターナイト　長野市
　　　民会館
　　○昭和４２年
　　　会長　L.鹿熊由松（L.鹿熊彰の父）
　　　幹事　L.渡辺久雄

334-E地区における最大のボランティア
活動であるフィリピン、マニラにおける
医療ボランティアが、今年も無事に終わ

りました。トータル 9000名超の普段は医者にかかる事
すらできない人々を診察致しました。
本当に大変な事だと思います。連日 30℃を越える中、心
地よい汗をかいた気がしました。
来年度はまだ参加していないメンバーの方々に、是非マ
ニラ医療奉仕活動への参加をお願い致します。

当クラブに入会して以来初めの参加でし
た。
フィリピーノ・ホスタピリティー（おもて

なしの心）を国民性に持つ、地元の小学生バトワリング
チームのパフォーマンスに迎えられ、武装した兵隊の監
視の中奉仕活動が始まりました。
医療奉仕活動の二日間で、内科・歯科・眼科合わせて、
9,100名余りの大勢の患者がおとずれました。日程の関
係で、簡単な治療に加え、薬の配布が主な活動でしたが、
歯科治療につきましては、麻酔注射の後その場で抜歯す
る荒療治も行っておりました。
まさに「われわれは奉仕する」のモットーに相応しいアク
ティビティだったというのが率直な感想で、今は、とて
も満足しています。

今回もクラブの後押しを頂き、4回目の合
同医療奉仕へ行って参りました。参加予
定の笠原ドクターがドクターストップ（?）

で残念ながら不参加になってしまいましたが、昨年まで
御指導頂いた L.坂原の教えを昼夜しっかり守り 4名で参
加し、実りある奉仕活動を遂行してまいりました。国境
を跨いだミッション、両国のライオンメンバーとの "We 
Serve"いいものです。次回いっしょに実感しましょう！

体力的に大変な日々でした

初陣で会場へ向かう二人 場内の診療待ちの人々の山です

薬も買えない、医者にもみてもらえない人達が大勢来ました

虫歯の患者には麻酔しては抜きの繰り返しの一日でした。腕が上がらなくなる程の大変さでした

50 周年準備委員会

L.齋藤 栄嗣、L.関谷 登、L.納富 廣幸、L.原田 浩道、計 4名の参加でした。

日本から170名のライオンと現地スタッフ計300名での共同作業でした
〈現地での暑いなかでのライオン達の奉仕活動の様子です〉
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　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。雨が降る日、雪の日でも献血活動は出
来ます。長野中央 LCの「実力、実績」が表われる奉仕事業です。ライオンズ達の献血啓蒙活動によ
るティッシュ配りの様子です。

11月 17日（土）担当：出席／指導力育成 (GLT) 会則付則委員会
14 名の参加でした。【献血実施報告】成分：48 名／ 400ml　20 名／ 200ml　4 名

1月 19日（土）担当：市民奉仕・環境保全委員会
12 名の参加でした。【献血実施報告】成分：45 名／ 400ml　23 名／ 200ml　2 名

12月 15日（土）担当：PR・情報・記録保存・会報・IT委員会・YCE・青少年指導・LCIF 委員会
11 名の参加でした。【献血実施報告】成分：42 名／ 400ml　18 名／ 200ml　6 名

2月 9日（土）街頭献血運動

冷たい雨が降る前に

雪景色をバックに寒い中での活動でした 〈午前の部〉

〈午後の部〉

皆さん頑張っていますよ。

ライオンレディーも参加してくれました

「40分で救える命があります。皆さまの暖かい心をお願いします」

朝から声出して呼び込みます

新人ライオンも頑張っています

風邪薬などを飲んでいて献血が出来ない人も何人かいました。

〈お昼の部〉

献血車の中です。 幹事、頑張っています

委員長を筆頭にライオン達も献血しました。

暖かい中での活動でした

〈26 名の参加でした。献血の受付は 77 名でした。〉

PR 委員長ひさびさ写りました村上会長 鹿住委員長

　　　『献血は命を守る贈り物。
　　　　　　皆様の献血をお願いします。』
　長野赤十字血液センターの皆様と一緒に、晴れてはいましたが気温が低い中、
街頭献血活動を一同、走り廻りながら、献血のお願いのティッシュ配りをしま
した。献血で一人でも多くの命が救えるようにと思い、ライオンズのメンバー
は頑張りました。
血液は長期保存が出来ません。又、少子高齢化社会を迎え、ますます献血者数
が減少傾向になっております。
今日も患者さんがあなたの献血を待っております。
ライオンズの奉仕活動の原点の献血推進運動と献血を願う人々の輪が向上する
為に、これからも頑張りましょう。

「共に人々を救い、世界を救いましょう。」
〈有賀　良和　PR 委員長より〉



例会ニュース 例会ニュース

■11月第二例会 〈上越中央LC合同例会〉
11月22日（木）18：30（犀北館ホテル）担当：友好親善・接待・大会・会員厚生委員会・YCE・青少年指導・LCIF委員会

■12月第一例会 〈講演例会〉
12月13日（木）18：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　PR・情報・記録保存・会報・IT委員会　L.有賀良和

■12月第二例会 〈クリスマス家族合同例会〉
12月20日（木）18：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：市民奉仕・環境保全委員会

上越中央 LC と友好クラブを結んで 18 年になりました。

宮川英幸ライオン（㈱帝国データバンク長野支店長）による『最近の景気動向と企業経営』の講演例会でした。

上越中央 LC 役員

わきあいあいの合同親睦会でした。

12 月の誕生ライオン

「最近の景気動向と企業経営」の講演資料の一部より

ダンススタジオ・ブロードウェイさん踊ってくれました

かわいい子供達のサンタさんです 司会・盛り上げ隊長ご苦労様でした

会長・幹事によるサンタとトナカイのプレゼント 「また会う日まで」を皆でやりました

長野中央 LC 役員

司会進行良かったですね

宮川ライオン

例会の司会は山内ライオンテーマー高橋会長

冨田 裕梨さんのエレクトーン演奏

村上会長

１２月１３日の第一例会は当クラブ帝国データバンク長野支店
長 L.宮川に講演をお願い致しました。
タイトルは会長の意向と時節柄「最近の景気動向と企業経営」
でした。お話しは長野県下の景気は全県別からも下位に後退し

「製造・建設・小卸売」等のどの業種についても現在では明るい
材料もなく見通しも暗い状態である説明でした。
企業倒産は９月末上半期の件数は前期と比較し減少している
が、これからはデフレ競争激化という厳しい経営環境で増加し、
さらに「中小企業金融円滑化法」で４０万社４０兆円が融資さ
れており立法が３月末で終了する為、多数の倒産が見込まれる
とのことでした。
これからの企業の進むべき道では寿命が平均３０年であり１５
年位で見直し本業に近い業種に特化することも必要であること
でした。結びでは１２月１６日解散総選挙で
は自民党に戻り、安倍首相の再チャレンジ政
策で景気が良くなり来年度に期待が出来る予
想でした。
今日現在では予想通りアベノミクス政策で金
融財政・成長戦略と取り組み、日本再生実現に
ロケットスタートを切りました。　　　小林 博 PR委員より

　ホテル国際 21において恒例のクリスマス家
族合同例会が開催されました。多くのライオン
のご協力を頂き、会場は開会前から華やいだ雰
囲気。LL12名、レオ 9名、ご家族 4名の方に
も参加を頂き、中島しず枝ライオンのテンポの
良い司会のもと、レオの皆さんの明るい入場行
進からスタートしました。清水基弘牧師？によ
る開会の言葉に続いてブロードウェイによるダ
ンスと盛り上がり、サンタ（村上会長）、トナカ
イ（塚田幹事）登場で会場は最高潮に達しまし
た。ビンゴゲームでは思わぬクリスマスプレゼ
ントに、日頃は眼光鋭いライオンの面々の頬も
緩みっぱなしでした。最後に関谷登ソングリー
ダー指揮の下「またあうひまで」を手を取り合っ

て合唱すると、皆様の「あたた
か～い」想いに会場中が包み
込まれたような幸せな気持ち
になりました。また次回が楽
しみです…。
宮川 英幸 PR副委員長より



例会ニュース

■1月第一例会 〈334-E地区第2R新年合同例会〉
1月11日（金）　ホストクラブ：長野白樺ライオンズクラブ

■1月第二例会 〈ライオンズを考える例会〉
1月24日（木）18：30　　　　指導力育成（GLT）・会則付則委員長　L.渡辺昌祺

■2月第一例会 〈講演例会〉
2月14日（木）18：30　　　　　　　　　　　　　　　　　会員・会員増強（GMT）委員長　L.原田 浩道

「篠ノ井キャビネットで経験したライオンズ活動」（2011 年～ 2012 年）

講師：日本経済新聞社　長野支局支局長　長尾弘嗣様
講演「日本経済を読む三つのポイント」

第1Z、第2Z、第3Zの会長 L. 高木春光会長の開会ゴングです。

皆さん楽しんでいますね !! いいなライオン !!!

祝賀会は「チェロとピアノのコンサート」でスタートしました。

4 名のライオンからの熱のこもった報告でした

阿部知事の力強い年頭のあいさつがありました。

中城 秀樹 竹内 邦雄 清水 基弘上田 正昭
地区 CAB 副幹事 地区 IT 委員長 ライオン信濃編集委員地区 PR ライオンズ情報委員長

ライオンテーマと幹事の役をやっ
た感じでした。四献と情報が担
当でした。環境○○委員会とライ
オンズクラブとの調整役もしまし
た。楽しくキャビネット活動に参
加出来ました。

各セミナーとライオン信濃の発行
までが仕事でした。11 名で委員
会活動をしました。334-E 地区
の 53 クラブが有効に機能してラ
イオン活動出来るようにする委員
会。ライオン信濃の年 4 回発行が
活動でした。

各ライオンズクラブのホームペー
ジの改正する事が目的でした。
ホームページの向上が仕事でし
た。10 クラブがミニホームペー
ジの開設して、75％も向上しまし
た。複合の委員会も兼務しました。

ライオン信濃の編集委員長をやり
ました。首からカメラを下げて
一年間編集者という立場で各ライ
オンズクラブを廻る事が出来まし
た。他クラブの活動を第 3 者の目
で見る事が出来ました。
東北震災復興にも参加しました。

鷲澤正一市長もあいさつ

チェロ : 宮澤　等
ピアノ：山本実樹子

8 名の女性ライオンからのバレンタインデーのチョ
コをいただき、なごやかな例会がスタートしました。

2 名の新人ライオン入会しました。
L. 駒津　　　　L. 丸山

2 月の誕生ライオン

クラブ旗が本日より新しくなりました。

本日は委員長忙しかった

長尾支局長様の講演
長野県内を５人のスタッフで取
材しております。昨年に比べる
と今年は経営者の顔が明るい。
これは経済への期待が大きいの
ではないだろうか。

〈日本経済を読む３つのポイント〉
①マネーの行方
～終わりない金融危機～
　円安が続けば輸出競争力は急回復も
②グローバル化の流れ
～縮む日本、激変する世界の経済地図～
　世界 GDP → 90 年代半ばに世界の
　2/3 を治めた日米欧６カ国は 30
　年に 1/3 に。
③デジタルの波
～ PC からスマホ、タブレットコン
　ピュータ革命の第 4 章へ～
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L. 丸山　和男
マルゼンフーズ㈱
スポンサー
L. 竹内　伊吉
所属委員会
指導力育成 (GLT) 会則付則

L. 駒津　敏
アップルテクノス㈱
スポンサー
L. 和田　正彦
所属委員会
友好親善・接待・大会・会員厚生

平成 25 年がスタートしまして早や
2ヶ月が終了となります。
昨年末の政権交代で与党が、3年ぶ
りに自民党に代わりました。
安倍首相となり、「アベノミクス」（安
倍+エコノミクス）という言葉も出
ており、金融緩和 +積極財政で需要を奮起する
考えです。まだ、はっきりとした景気対策は行っ
ておりませんが、期待感もあり株価も上がり円安
となっております。
今年の干支は巳です。（ちなみに私は年男です）
政権交代で円安・株高が進む中で、ヘビにあや
かって「今年は日本経済がデフレから脱皮する年
になってほしい」という意見が多いこの頃です。
我が中央ライオンズクラブも来年 50 周年の記念
大会を迎えます。
しっかりとした計画を作り、成功に向かって今年
一年頑張りましょう。
　　　　　　　　　　　編集委員　L. 有賀良和

編 集 後 記

長野中央ライオンズクラブ

PR・情報・記録保存・会報・IT 委員会
L. 有　賀　良　和
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■11月22日 （第二例会）
L.竹内　伊吉
　誕生祝　　　　　　　　　　　　　　 　3000円
L.有賀　良和
　本日会報第 2号配りました。皆さんみてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.北村　倢一
　京都お茶屋で舞妓をマッサージする　 　3000円
L.清水　基弘
　おかげ様で千曲店リニューアルオープン致しまし
　た。　　　　　　　　　　　　　　　  10000円
L.小林　久次郎
　楽しい二次会ありがとう。感動しました。お誘い
　まっています。　　　　　　　　　　　 2000円
L.村上　義徳
　甘く蜜の入った「ふじ」が収穫できました。感謝
　です。　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.安藤　邦雄
　ITC最後の優勝しました。　　　　　　10000円
L.﨤町とも子
　上越からはるばるお越し下さいまして、ありがと
　うございます。　　　　　　　　　　 　3000円
L.清水　邦助
　誕生日御祝ありがとうございます。　　 2000円
L.宮下　　勇
　誕生と ITC準優勝しました。　　　　　10000円
L.和田　俊明　ZCより　　　　　　　　  10000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　  61000円

■12月13日 （第一例会）
L.宮川　英幸
　講演会をさせていただきました。　　 10000 円
L.齋藤　栄嗣
　先日、初孫が無事、誕生致しました。　5000 円
L.松本　節子
　誕生日祝い有り難うございました。　　 5000円
L.鹿住みよ子
　１才年を取ったので 59 才になりました。  2000円
L.金子　秀夫
　今年も残りわずかですが、皆様が健康であります
　ように。　　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.冨澤　直人
　誕生日　　　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.北村　倢一
　誕生日おめでとう　　　　　　　　　　 2000円
L.今井　竜吾
　誕生日でした。　　　　　　　　　　　 1000円
L.林　　時男
　おひさしぶり　　　　　　　　　　　　 1000円
L.矢澤　廣子
　12 月 12 日昨日主人の 13 回忌が向えました。お力添え
　感謝しております。気をとりなおして、元気を出して行
　きます。今後ともよろしくお願い致します。　 2000円
L.笠原　哲三
　ごぶさたいたしました。　　　　　　　 5000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　  37000円

■12月20日 （第二例会）
L.村上　義徳
　孫とのクリスマス楽しみました。ありがとうござ
　いました。　　　　　　　　　　　　　10000円
L.塚田　勝彦
　本日のクリスマス例会が盛大に出来る事、有難う
　ございます。　　　　　　　　　　　　  5000円

L.金子　秀夫
　今年もいろいろ皆様に助けていただきありがとう
　ございます。　　　　　　　　　　　　  1000円
L.倉田　富雄
　もう一店出店し、欠席していてすいません。お誕生
　日ありがとうございます。　　　　　　  5000円
L.北村　倢一
　委員会欠席してすいません。　　　　　  1000円
L.和田　正彦
　2 月24 日にコミュニケーションボウリング大会
　があります。長野中央ライオンズは優勝をめざし
　ます。参加者を募集しておりますので、よろしくお
　願いします。　　　　　　　　　　　　  2000円
L.小林　昭夫
　ドネーショして　　　　　　　　　　　 3000円
L.竹内　邦雄
　きれいなお花をありがとう　　　　　　 1000円
L.矢澤　廣子
　お花のドネーション　　　　　　　　　 2000円
L.安藤　邦雄
　お花ありがとうさん!!彼女に贈ります。　 1000円

（下記　花代として）
L.松本　節子　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.岡田　典雄　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.藤森　義昭　　　　　　　　　　　 　　2000円
L.小口　範夫　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.小林　一彦　　　　　　　　 　　　　　1000円
L.髙田　　茂　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.齋藤　栄嗣　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.渋谷　一男　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.村上　義徳　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.竹内　伊吉　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.鹿住みよ子　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.金守　秀夫　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.北村　倢一　　　　　　　　　　　 　　2000円
L.小林　　博　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.野田　正廣　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.　　　　　　　　　　　　　　　 　　　2000円
L.上野　　仁　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.若林　秀幸　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.吉野　荘英　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.宮下　　勇　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.村上　義徳　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.宮川　英幸　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.鹿住みよ子　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.笠原　哲三　　　　　　　　　　　　　 1000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　77000円

■1月24日 （第二例会）
L.海野　正信
　お誕生日祝有りがとうございます　　　 2000円
L.大前　憲治
　明けましておめでとうございます。健康に気をつ
　けて頑張りましょう　　　　　　　　　 5000円
L.塚田　勝彦
　無事部品を入れる事が出来ました。　　　5000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　 12000円

■2月14日 （第一例会）
L.竹内　邦雄
　南長野運動公園サッカー場の設計施工事業者とし
　て、選定されました。　　　　　　　　  10000円
L.野田　正廣
　今日から高齢者です。本日調度お誕生日で高齢者
　の仲間入りです　　　　　　　　　　　 5000円
L.若林　秀幸
　58回目の誕生日ありがとうございます　3000円
L.岡田　典雄
　誕生祝い遅くなりました　　　　　　　 3000円

〈お誕生祝いのお礼〉
L.清水　基弘　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.宮川　英幸　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.小林久次郎　　　　　　　　　　　　　 2000円
L.吉野　荘英　　　　　　　　　　　　　 3000円  
L.矢澤　廣子　　　　　　　　　　　　　 3000円

〈バレンタインありがとう〉
L.安藤　邦雄　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.藤森　義昭　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.塚田　勝彦　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.髙波　文武　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.高田　　茂　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.上田　正昭　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.宮下　　勇　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.鹿熊　　彰　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.渋谷　一男　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.村上　義徳　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.北村　倢一　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.山内　信広　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.増田　隆雄　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.有賀　良和　　　　　　　　　　　　　 1000円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　  51000円

好評の『男の料理教室』第二弾です。
2月8日ふれあい福祉センターにて
　　　　　　　　　　　　　　7名の参加でした。

〔テーマ〕
巳年なのに鶏！

チキンをおいしくいただきましょう。
〔レシピ〕

◉塩麹スープ　　　　　　◉鶏肉とかぼちゃのトマトクリーム煮
◉鳥わさ　　　　　　　　◉鶏肉のソテーみぞれ煮
◉めっちゃジューシー唐揚げ◉刺身のアボガドあえ
◉揚げないチキン南蛮　　◉芽キャベツとベーコン炒め
◉モロキュウ

■新入会員

部会長欠席でしたがおいしい料理完成です

ワイワイガヤガヤの 2 時間の男の料理でした。

今回もファイヤーです！！
カーネル大前
ケンタッキー岡田
ガーリック倉野 ）共演です。
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