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第48期 クラブスローガン

和・実・心の奉仕

48 期クラブ会長 L. 村上 義徳

〈 48 期

八役の皆様 〉

48 期 第 4 号

八役の皆様

退任の挨拶
会長

L . 村上

義徳

「和・実・心」の奉仕をスローガンに掲げスタートした 48 期ようやくゴールを迎えることができました。
和「目的意識の統一」
実「実行・実力・実行」
心「お陰様の気持、感謝の気持」
八役の皆さん、委員長さんのお陰で素晴らしい運営が出来ました。財務委員会で企画しました「倉沢大樹、浅香薫子」ディナーコンサートが、皆様のお力添
えで無事成功裏に終了することが出来ました。国際 21 の会場に 253 名のお客様をお迎えしてのコンサートでしたが、来場された方からお褒めの言葉をいた
だき感激しています。心から御礼申しあげます。来期も、50 周年事業としてヤマハ吹奏楽団長野特別公演が 9 月 8 日 ( 日 ) に開催されます。多くのライオン
の皆様にご協力頂き、初期の目的を達成していただきたいと思います。四献推進運動には沢山のライオンに参加していただきました。10 月から 3 月まで、毎
月第 3 土曜日に 9 時 30 分から 11 時頃まで、東急前で献血サーブディーを行いました。献血運動は出会いとふれあいの場でも有ります。また人の善意を感じ取ることのできる場所
でもあると思います。これからもクラブの柱として、また継続事業として献血サーブディーを発展させていただきたいと願っています。悲しい出来事もありました。3 月 4 日東沢久
平ライオン ( 享年 84) がご逝去されました。改めて東沢ライオンのご冥福をお祈り申しあげます。いつも明るい笑顔で対応してくれる事務局の宮本さん一年間ありがとうございました。
最後になりますが、長野中央ライオンズクラブの益々の発展と、会員各位のご健勝を祈念して退任の挨拶に代えさせていただきます。一年間ありがとうございました。

幹事

L . 塚田

勝彦

伝統ある、我が長野中央ライオンズクラブの第 48 期幹事を仰せつかり、お陰さまで会員各位の絶大なるご協力のもと、無事一年間勤
め上げることが出来ました。此れも偏に理事会構成メンバー各位、並びに各委員会の委員長各位のバックアップがあったからこそと、厚
く御礼申し上げる次第です。拝命当初は、聞くも見るも初めてのことばかりで、幹事という大役を仰せつかり、はたしてこの大役を勤め
上げれる事が出来るかどうか毎日が不安で一杯でした。しかし、今期の村上会長のスローガン「和・実・心の奉仕」を自分なりに解釈し、
受けた以上は自分なりに精一杯頑張ろうと心に誓い、会長のサポート役として、またクラブの要役として取り組んで参りました。今、一
年間振返ってみますとあっと言う間の一年間だったようにも思えます。最後に、一番残念だった事は、チャーターメンバでもありました
東沢Ｌのご逝去です。当クラブに対し色々と功績を残された人だっただけに、残念でなりません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
至らぬ幹事でしたが、一年間本当に有難うございました。

会計

L . 髙波

文武

5 月という新緑の良き有る日に、突然 48 期の大役を仰せつかりびっくり。お金を使うことは知っていますが、会計帳簿には全く縁が無い私ですので、多大なご
迷惑をお掛けしては大変な事になるのではと感じつつ日々を過ごしてまいりました。職務を全うする事が出来ましたのも会員の皆様のお陰でございます。
村上会長・塚田幹事さんを始め、各委員会構成メンバーの皆様のご指導を頂戴いたし、予算承認を頂きました事業も予算内での実行によりまして、計画通りお
進め頂きました事に心より感謝を申し上げさせて頂きます。会長さん幹事さんの気配りには大変大きな勉強をさせて頂きました事は、これからの私の人生の大き
な糧となる事でしょう。貴重な財源の管理をする難しさを事務局員の宮本さんにお願いをした一年でした。会長さん・幹事さんのクラブに対する行動力の素晴ら
しさ、仲間と率直に語り合える関係の美しさを目のあたりにし、「凄い方」とただただ頭の下がる思いでした。振り返ってみますとあっという間の一年でした。
本当に、皆様のご指導のお陰をもちまして役職を無事努めさせて頂く事が出来ました。ここに深く感謝を申し上げ退任の挨拶とさせて頂きます。

第一副会長

L . 竹内

邦雄

今期は第一副会長の大役を仰せつかり、クラブ運営を勉強させて頂きながら運営委員会を担当、メンバー各位のご指導・ご協力により
大過なく努めることが出来ました。改めて感謝申し上げます。
■計画財務委員会……バランスのとれた費目別予算組及び 50 周年の積立金を計上しながら、年会費を極力抑える工夫をしていただきました。また、3 月の資金獲得事業
「倉沢大樹ディナーコンサート」は、企画・運営に努力され、成功裡に行われました。
■出席委員会……例会出席率の発表、メイクアップ制度活用の提案で、出席率向上に努めていただきました。又今期中は 4 回の告別式の受付がありました。
■会員・GMT 委員会……会員増強は、毎年ライオンズの喫緊の課題でありますが、今期は 4 名の入会式を行う事が出来ました。今後も継続しての努力が必要です。
■ PR・会報・IT 委員会……情報満載して、年 4 回の会報を発行してもらいました。長野市、報道機関等広範に亘り、活動情報を流し、市民にライオンズ活動を知ってもらう機会が増えました。

第二副会長

L . 清水

基弘

第 48 期は第二副会長として活動をさせていただきました。一年間事業委員会を支えてくださった会長、幹事はじめ会員の皆様に心か
ら感謝申し上げます。そして、どの活動も精力的にこなしてくださった齋藤委員長、三上委員長、鹿住委員長、ありがとうございました。
事業委員会を統括する副会長といたしましては実に頼もしく、心強く感じた委員長でした。
今期は委員会単位の枠を超え、担当委員会を中心としたクラブ全体の活動として各アクティビティを捉え活動をしていただきました。
そうした意識の中にこそ、フードドライブ・中学生サッカー大会・献血活動という大きな三本柱の成功があるのだと考えております。こ
うした活動が将来的にも継続されていくことを願っております。ありがとうございました。

第三副会長

L . 小林

一彦

この一年間第三副会長に推挙され各ライオン並び両委員長の暖かいお心使を頂き無事ここに退任の運びと成りました。
会長方針の「上意下達」の方針に対して充分達成貢献出来た事は、見識豊かな「GLT 委員長」と「友好親善、接待、大会、厚生委員長」の元、
総ての案件が滞り無く「事」を納めるに至り感謝を申し上げたいと思います。「GLT 指導力育成」に付きましては「キャビネット」は良く
耳にする組織ですが、一部のライオンのみ理解があり多くは理解力が少ない中、周知した事に付いては新しい試みと評価されたと思います。
又例年に無く周年行事等多彩であった「友好親善」の回数も多くあり、特筆すべきは「新町 L.C」「篠ノ井 L.C」「上越中央 L.C」が記憶に
残り強い印象でありました。「新町 L.C」は全員が 17 名、現会長は 2 回と 3 回とか？「上越中央 L.C」と似たか寄ったかのメンバーであり「篠
ノ井 L.C」を始め実働Ｌが限られて居る中、素晴らしい活動をしている有様は、素直に感動を受けた事は「第三副会長としての役得」に沿った感がしました。
この様な事柄を我が中央 L.C にも導入されたら尚一層活躍機会が増すのでは無いかと祈念申し上げ報告に代えさせて頂きます。大変ありがとうございまし
た。合掌。

ライオンテーマー

L . 山内

信広

「ライオンズ」とはと問われたら「ノブレス・オブリージュ」だと私は答えると思う。そうだとしたら、どう考えてもそれに当てはまらない私 ( 弊社 )
の場合はライオンズに在籍する価値はあるのだろうか？と自問する事がある。個人的な結論は私のような者でもライオンズに在籍するのは単に「員
数」の問題だけに限らず、
「良い事」であると考えています。しかしながら、私のような者がライオンテーマのような要職を務める事は ( 様々な意味で )
無理のある事であったと正直思います。それでも「会長」「幹事」を始め皆様方の暖かいご支援があって何とか一年間務め上げる事ができました。
皆様方に多大な感謝の念を感じると共に今後は身の丈にあったライオンズの活動を続けていきたいと考えております。一年間ありがとうござい
ました。

テールツイスター

L . 矢澤

廣子

昨年、テールツイスターの大役を仰せつかりました。テールツイスターの意味合いをお聞きして、私にこの大役が務まるかと心配しま
したが、先輩方皆様の温かいご協力のもと、目標の 80 万円も来月任期満了までには達せられる運びとなり、改めてご協力頂いた会長以
下役員、会員の皆様に感謝申し上げます。
お誕生日プレゼントをお届けする際、いまだ行った事のなかった会員様の周辺地域へも行くことができました。
一年間ライオンズ活動の知識が足りなくご迷惑をお掛けしたこともあったと思いますが、お許しください。ありがとうございました。

〜運営委員会〜
運営委員会
計画・財務委員会

委員長の挨拶
YCE・青少年指導・LCIF 委員会

L . 鹿熊

彰

今年は L 村上会長のご指導のもとに財務面では 50 周
年の大会開催資金の確保への道筋という課題と、例会運
営においては会員同士のがお互いを知る機会を多くする
ことを目指し、例会においていろいろなテーマを設け会
員のスピーチをする機会を増やしてみました。
これらの目標を達成するために、会員の皆様には資金
獲得・経費の節減、例会報告等、多大なご迷惑をおかけ致しましたが、皆様
方のご協力のお陰で無事終了することができ、心より御礼申し上げます、有
り難うございました。

出席委員会

L . 金守

秀夫

出席委員長をおおせつかり、出席率 80％という目標
を掲げスタートしましたが、例会出席だけでは目標は大
きく、達成できるかと不安でしたが、村上会長、塚田幹
事のご指導によりメークアップ会場への出席、委員会、
献血など例会以外での活動への参加をメークアップ致し
ました。毎月事務局での集計を行い、出席率 83.2％の
結果を出せました。出席委員長として未熟な私を温かく見守り、ご指導いた
だいた諸先輩方に感謝しております。
ご協力いただきました会員の皆様、ありがとうございました。

会員・会員増強 (GMT) 委員会

L . 原田

浩道

今期は会員・GMT 委員長なる大役を仰せつかり務め
てきましたが、当初目標の達成に至らず、まずもってお
詫び申し上げます。増強活動の中、やはり現在の経済状
況が大きく影響していることも実感致しました。そんな
中、4 名の入会式を執り行う事が出来大変うれしく、ス
ポンサー並びに会員皆様のご尽力に感謝申し上げます。
来期、より多くの新メンバーを迎える事を期待し退任の挨拶といたします。

PR・情報・記録保存・会報・IT委員会

L . 有賀

良和

PR 委員会のメンバーと各ライオンの皆様のご協力を
得て、年 4 回の会報誌を無事に発行出来てほっとして
おります。長野中央ライオンズクラブの宣伝マンとして、
各委員会の活動報告や例会報告等を積極的に記載出来た
と思っております。また、クラブの活動を会報誌を通し
て、外部機関へも PR させて頂きました。ホームページ
は一部更新もしてきましたが、この件に関してはまだ足りない点があり改善
が必要と感じております。一年間有難うございました。PR 委員会のメンバー
と楽しく活動させて頂きました。

〜事業委員会〜
事業委員会
市民奉仕・環境保全委員会

L . 齋藤

栄嗣

48 期も残すところ、わずかとなりました。既に来期の
体制も決まり、新たなスタートに向け、準備も着々と進
んでいる事でしょう。
今年度市民奉仕・環境保全委員長を務めさせて頂いて、
多くの方々と知り合いになり、また、いままでのお付き
合いを、より深める事ができました。心より感謝申し上
げます。本当にありがとうございました。

視聴覚障害者福祉・四献推進委員会

L . 鹿住みよ子

昨年の 7 月に委員長に就任して以来 1 年の任期が終わ
ろうとしています。
皆様方より委員長に指名された時は、入会して 1 年足ら
ずの私に出来るのか、とても不安だった事を今でも覚え
ています。
村上会長はじめ、塚田幹事、委員会の皆様方には、何
も解らない私に対し、1 からご指導頂き感謝の気持ちで一杯です。
この、1 年間の活動を通しライオンズの素晴らしい奉仕の心を改めて知る
事が出来、委員長を遣らせて頂いた事に感謝しています。昨年 9 月の東急前
で行われた街頭献血では沢山のライオンにお手伝い頂き、また時間が終わっ
ても大勢の人々が献血をしてくれた事に感謝の 1 日でした。
善意ある人々の献血で、沢山の命が救われる本当に素晴らしい活動だと思
いました。
副委員長のＬ岡田さん、Ｌ﨤町さん、委員会の皆様そして事務局の宮本さ
ん等、皆様の力添えを頂き任期の 1 年を無事終わろうとしています。
皆様方に心より感謝申し上げます。

〜特別委員会〜
特別委員会
指導力育成 (GLT)・会則付則委員会

L . 渡辺

昌祺

第 48 期指導力育成 (GLT)・会則付則委員会の活動を
振り返るとき、ご協力下さいました会員各位に厚くお礼
申し上げます。例会は「スピーチ」を主題に 9 月第二と
1 月第二の 2 回を担当しましたが、お願いした各Ｌ．か
ら素晴らしい話を伺うことが出来ました。10 月には「委
員長研修会」を開催し、村上会長Ｌ．と塚田幹事Ｌ．よ
り 48 期のクラブ活動方針を説明していただき、各委員会活動の円滑化と連
携を深めることが出来ました。これ等は当委員会の全委員が一丸となった和
と、全会員のご協力によるものと深謝し、委員長退任の挨拶と致します。

友好親善・接待・大会・会員厚生委員会

L . 高田

茂

野山も新緑の季節となりました。今期、友好親善・接
待・大会・会員厚生委員務めました高田です。
会員の皆様には、各クラブのチャリテーゴルフ、また、
各大会等に出席をお願いしました所、心よく出席くださ
いまして誠に有難うございました。
時には無理なお願いをした事もあったと思いますが、お
許しください。今期の事業には、
各クラブのチャリテーゴルフが 6 クラブと、
地区の大会とで 7 回出場し、楽しいゴルフが出来たと思います。また大会
には、新町の 25 周年、篠ノ井 45 周年とリンドウ 30 周年記念に出席いた
しました。これも会員のみなさんの、おかげでございます、この 1 年本当
に有難うございました。

2R3Z 献血・骨髄移植委員会

L . 﨤町とも子

今年度は、2R3Z 献血・骨髄移植委員を体験させてい
ただき、ありがとうございました。
キャビネット事務局が塩尻に移り、山下ガバナーの下、
-Keep our pregress- のスローガンを胸に、献血推進に
力を入れた 1 年でした。
当クラブのＬ．鹿住みよ子四献推進委員長の絶大なる
ご協力の下、2R,3Z では中央 LC が献血採集量がトップの成績を納めること
ができ、心より感謝申し上げます。献血アドバイザーの認定資格も活用し、
ガールスカウト市内団・花の会・学校等で講習・勉強会を開催し、命を守る
献血の大切さをお伝えすることができました。
大役を拝命し、心が重くなりましたが、無理せず自分なりの努力で奉仕活
動をするのが長続きのコツだよとご教授賜りをしたＬ吉野荘英先生の励まし
を胸に楽しい活動ができましたことを感謝しております。
今回地区役員ということで視覚を少し広げてみることができました。普段
の勉強不足を反省し古い LION 誌を読むことからはじまり、ライオンズ必携
にも目を通し、ライオンズクラブ国際協会という世界組織に目を向けること
で大きなかけがえのない組織に参画している自分を認識しました。
少しグローバルになれる自分を目指して、2013-14 年度国際第 2 副会長
候補Ｌ山口實紘氏に、日本人代表として日本のため、世界のために活躍して
いただきたい思いがつのり、ハンブルクに一票を投票に行ってみたい気持ち
が湧いております。

１年間お疲れ様でした

〈理事と委員長と事務局〉

例会ニュース
■2月第二例会〈健康体験例会〉
2月28日（木）18：30

YCE・青少年指導・LCIF副委員長
講演「歯科医師からの健康法」

講師：L.笠原哲三

最近の新しい歯ブラシの
説明がありました

ライオンの淡々とした会
話で講演がスタートしま
した

L.安藤邦雄

喉ちんこを使った唾の飲
み込みによる健康チェッ
クをうけました。
皆さん楽しい
講演ありがと
うございまし
た。

■3月第一例会〈会員スピーチ例会〉

視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長 L.鹿住みよ子
3月14日（木）18：30
講演
「私の趣味・職業」 L.渋谷一男、L.松本節子、L.和田正彦、計3名による講演でした。

「仕事は遊びの 100 倍楽しい」
L. 渋谷一男

経営 20 ヶ条を基本として、環境の
変化に対して、しっかりとしたレス
ポンスしてチャレンジして行く

■3月第二例会〈資金獲得例会〉
3月28日（木）ホテル国際21

「倉沢大樹ディナーコンサート」

着物を通して日本伝統文化を大切に
したい。幸せの現場の提供をしたい。
L. 松本節子

ゴルフ以外の趣味が車です。昔、GTR で
260 ㎞╱h 出して道幅が小さく感じました
L. 和田正彦
長野中央ライオンズクラブ

3F千歳の間

約260名近く集まりました。皆さまご苦労さまでした。

計画・財務委員会
お 食 事 18：00〜19：15
コンサート 19：30〜21：00

50周年記念事業 Vol.1

ゲスト：浅香 薫子（シャンソン）

倉沢 大樹（くらさわ だいじゅ）
栃木県宇都宮市生まれ。宇都宮短期大学附属高校音
楽科入学を経て、宇都宮短期大学電子オルガン科卒
業。1993 年インターナショナル・エレクトーン・
フェスティバルへ日本代表として出場。約 3 万人
の中からグランプリを受賞し絶賛を浴びる。1998
年冬の感動イベント、長野オリンピックの表彰式場
（セントラルスクエア）で屋外競技の表彰セレモニー
の全 BGM 担当し、2005 年長野スペシャルオリン
ピックのテーマ曲「栄光の軌跡」を製作。会場で演
奏し華やかに盛り上げた。ジャズ、フュージョンを
得意とし、その類いまれなる音楽性は、聴き手を魅
了せずにはおかない。現在、日本全国を渡りコンサー
トを実施。超人気プレーヤである。又、当クラブ周
年大会（35 周年、40 周年、45 周年）のアトラク
ションにおけるメイン奏者として御出演頂いており
ます。

倉沢大樹さん登場です

役員一同でお客様を出迎えました

〔 日 時 〕2013年

3 月 28 日（木）

お食事
18：00 〜 19：15
コンサート 19：30 〜 21：00

浅香 薫子（ あさか かおるこ）
栃木県宇都宮市出身。宇都宮短期大学付属高校音楽科を経て、
国立音楽大学声楽科、パリ音楽院にて声楽を学ぶ。在学中に

ホテル国際 21 3F 千歳の間

〔会 場〕

オットマール・スィットナー指揮 NHK 交響楽団オペラ「ア
ティスとガラティア」でデビュー。2003 年にはファースト
アルバム「薫風」を、06 年 11 月には童謡、唱歌を中心と

〔 料 金 〕12,000 円

したセカンドアルバム「宵待月」をリリース。07 年 4 月に、
宇都宮市慈光寺境内に咲く赤門ざくらを歌った「千の花びら
千のいのち」
（作詞 浅香 薫子／作曲 倉沢 大樹）を発表した。

※料金には飲み物・お食事代・サービス料・税金が含まれます。
※未就学児は入場不可。

08 年 11 月にはサードアルバム「amazing grace 浅香薫子

〔
〔主
主催
催〕
〕 長野中央ライオンズクラブ（026-235-3988）
長野中央ライオンズクラブ（026-235-3988）
〔
ヒオキ楽器・株式会社
〔企画・製作
企画・製作〕
〕（株）
（株）
ヒオキ楽器・株式会社 Dynamics

ベストセレクションⅠ」をリリース。現在は各コンサート、
ディナーショーを中心とするほか、CRT 栃木放送「みんな
のラジオ」に、
毎週パーソナリティーとして出演中。クラシッ
クはもちろん、シャンソン、ポップなどジャンルを超え感動
を与えてくれる華のある歌い手でもある。

※収益金は慈善活動に使わせて頂きます。

会場の雰囲気最高です

■4月第一例会〈一日役員例会〉
4月11日（木）18：30
会
長
前 会 長
第一副会長
第二副会長
第三副会長

会員・会員増強（GMT）副委員長

一日役員例会メンバーリスト

L. 吉野
L. 金守
L. 冨澤
L. 海野
L. 齋藤

第二副会長

荘英
秀夫
直人
正信
栄嗣

幹
事
会
計
ライオンテーマー
テールツイスター

第三副会長

L.北村倢一

皆さん頑張り
ました。あり
がとうござい
ました。

浅香薫子さんとのジョイントしての迫力ある演奏

L. 有賀 良和
L. 宮川 英幸
L. 笠原 哲三
L. 松本 節子

幹事

会長

前会長

第一副会長

会計

ライオンテーマー

テールツイスター

例会ニュース

■4月第二例会〈長野りんどう30周年記念式典〉

友好親善・接待・大会・会員厚生

4月19日（金）ホテル国際21

〈長野りんどうライオンズクラブ会長 L. 山崎道秋〉

だんけい

落語「立川流」立川談慶 師匠

演題「笑いと人生」
長野県生まれで、慶応大学経済学部卒業後、
株式会社ワコールに就職、その後 180 度方
向転換し、芸人の道に進み社会人生活で身に
付けた素養と、立川談志門下の前座修行で鍛
えられた精神力を武器に、本日の記念式典で
もライオン達の笑いを誘っていました。

記念式典 14:30 〜 15:30
〃 講演 15:45 〜 16:30
祝
宴 16:45 〜 18:30

長野りんどうライオンズクラブは 1984
年 2 月に結成、今年で 30 周年を迎え
ました。結成以来、献腎眼物故者慰霊
法要、環境保全、青少年育成の一助と
して小学生 530 ポスター展、環境保全
として飯綱高原りんどうの森植樹、整
備等の継続事業をはじめ、献血献眼活
動などの奉仕活動をしてきました。

■5月第一例会〈会員スピーチ例会〉
5月9日（木）18：30

みんなでウォー !!!

市民奉仕・環境保全

委員長

L.齋藤栄嗣

講演「事業活動を振り返って」

L. 安藤 邦雄

L. 鹿住みよ子

L. 齋藤 栄嗣

〈YCE・青少年指導・LCIF 副委員長〉

〈視聴覚障害者福祉・四献推進委員長〉

〈市民奉仕・環境保全委員長〉

途中で委員長、副委員長が抜けてしまい、
少ない人数で委員会をやってきました。
2 月の健康例会を無事に終了させました。

わからない点が数多くありましたが、一
生懸命にやってきました。講演例会を担
当させて頂き、いい経験が出来ました。

いろんな所の環境保全をするのが目的でした。
共生の森の草刈りは大変な仕事でした。フード
ドライブでは下準備の大切さを実感しました。

■5月第二例会〈年次報告例会〉

計画・財務

委員長

〈5 月の誕生ライオン〉
少ない人数でウォー !!!

L.鹿熊彰

5月23日（木）18：30

講演
「334-E地区年次大会」
にて。 5/19
（日）
松本キッセイ文化ホール
全体総括：L. 上田 正昭

第一分科会：L. 竹内 邦雄

第二分科会：L. 倉野 立人

963 名のライオンが参加
しての年次大会でした。

（会則及び付則、政策、経理）

（GLT・GMT）

■6月第一例会〈年次活動報告例会〉

第五分科会：L. 高田 茂
第四分科会：L. 齋藤 栄嗣 （ 代 理 発 表 ：L. 宮川 英幸）

第三分科会：L. 吉野 荘英

（

）（

国際関係、LCIF、アラート、
（ IT、PR・ライオンズ情報、
アクティビティスローガン ） レオ・ライオネス・青少年
指導・ライオンズクエス
ト・薬物乱用防止・YCE

ライオンテーマー

）

視 覚 障 害 者・ 献 眼・ 献 腎・
糖尿病教育、聴覚障害者福
祉・環境保全・献血・骨髄
移植

L.山内信広

6月13日（木）18：30
会長：L. 村上 義徳

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
長野中央ライオンズクラブ 50周年記念事業 Vol.2

ヤマハ吹奏楽団
―長野特別公演―

指揮須川展也

「和・実・心」の奉仕を掲
げて一年間過ごしました。
和「目的意識の統一」
実「実行・実力・実績」
心「お陰さまの気持ち、感
謝の気持ち」

今年は重いポストを経験さ
せて頂きました。クラブ運
営の勉強をしました。計画・
財務、出席、会員・会員増
強（GMT）、PR・ 情 報・
記録保存、会報・IT の委員
会の皆さん活発に運営出来
ました。

事業委員会としてフードド
ライブ、献血活動、サッカー
大会の 3 本柱を委員会の
皆さまに頑張ってもらいま
した。これからの若い人達
に奉仕の活動を伝えるのが
我々の役目です。

特別委員会としてとどこお
りなく活動が出来ました。
指導力育成（GMT）、会則
付則、友好親善・接待・大
会・会員厚生の皆さまあり
がとうございました。

吹奏楽コンクール全国大会にて
一般の部金賞常連バンド・プロと遜色のない
80名編成の迫力ある演奏をお楽しみください
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2013年
月 日〈日曜日〉
13：00 開場 / 14：00 開演
ホクト文化ホール〈大ホール〉
一般／￥3,000 学生／￥1,500
全席自由

主催：長野中央ライオンズクラブ／株式会社 ヒオキ楽器
後援：長野市教育委員会／信濃毎日新聞社／ NHK長野放送局
長野県吹奏楽連盟
協賛：株式会社 ヤマハミュージックジャパン
■プレイガイド

長野東急／ヒオキ楽器本店・徳間店
中野店・佐久平店・各教室センター

※収益金は慈善活動に使わせて頂きます

Program
スウィングしなけりゃ意味がない
D. エリントン

シングシングシング
L. プリマ

シーガル（solo 須川展也）
真島俊夫

グラナダ（solo 須川展也）
A. ララ

キャンディード序曲
バーンスタイン

ローマの松
O. レスピーギ

演奏曲目は変更になることがあります。予めご了承ください。

■5月23日（第二例会）

トピックス

ドネーション・アラカルト
■2月28日（第二例会）

L.村上 義徳
結婚記念日に仲間からの花束を頂きました。これか
らも仲良く過ごしたいと思います。
10000円
L.日置 二郎
バレンタインありがとう
1000円
L.松本節子
父の葬儀に関しましては、ありがとうございました。 10000円
合計

■3月14日（第一例会）

第32回参詣会による「高麗神社・成田山参拝」
H25.2.22〜2.23に計12名の参加でした。

3月16日
（土）
担当：友好親善・接待・大会・会員厚生委員会

今期最後の献血活動でした。
清々しい春の香りのある一日でした。17名の参加

4月16日
（火）
「あじたりあん」のお店を貸し切り

男の料理の第 3 回目、今回は「男の簡単料理」
を題名にしてマスターの指導のもと、お店の常
連さんも加わり計 11 名で開催しました。ワイ
ワイガヤガヤの 3 時間でした。

真剣な眼差しのライオン達

チキンとバジル

いわしのイタリアンパスタ

野菜のオリーブとニンニクのステーキ 完成後は常連さんのウクレレ
を聞きながら

5月26日
（日）
AM9:00 権堂の秋葉神社

「春のごみゼロ運動」に計12名が参加しました。

6月9日
（日）
第59回334複合地区年次大会
会場：長良川国際会議場（岐阜県）計18名の参加

21000円

L.笠原 哲三
つたない講演、ご清聴ありがとうございました。 10000円
L.和田 俊明
（ZCパーソン）
3/28ディナーショーのドネーションとして 10000円
L.上野
仁
指名委員長無事に終わりました
5000円
お誕生祝有りがとうございました。
3000円
L.中城 秀樹
バレンタイン有りがとうございました
5000円
L.久保 藤平
欠席多く申し訳ございません。誕生祝返礼
5000円
L.内田 秀樹
誕生日プレゼントありがとうございます。
2000円
L.鹿熊
彰
誕生日祝いありがとう
3000円
L.小野 常三
誕生祝として
3000円
L.小林 昭夫
お誕生祝有りがとう
5000円
合計

■4月11日（第一例会）

51000円

L.吉野 壮英
一日役員のため
3000円
L.冨沢 直人
1日役員よろしくお願いします。
2000円
L.宮川 英幸
旧役員をさせていただきました。
2000円
L.笠原 哲三
一日役員よろしくお願いします
2000円
L.有賀 良和
一日役員で幹事やらさせて頂きありがとうございました。 2000円
L.齋藤 栄嗣
一日役員よろしくお願いします。
2000円
L.海野 正信
一日役員ありがとうございます。
2000円
L.金守 秀夫
前会長がんばります
2000円
L.松本 節子
一日役員ありがとうございました
2000円
孫達が無事に入園、
入学を迎えられまして、
ありがと
うございました
3000円
L.高波 文武
一日役員ご苦労様です
1000円
L.村上 義徳
１日役員ご苦労さまです
1000円
孫が中学校に入学しました。これから孫の成長に期
待しています
5000円
L.和田 正彦
スピーチご清聴ありがとうございました
2000円
L.﨤町とも子
一日役員お疲れさまでございます。フレッシュで輝
いている役員さんにカンパイ
3000円
L.倉野 立人
アラファイです。
益々ガンバります！
2000円
L.鹿熊
彰
倉沢大樹ディナーコンサートにみな様の御協力あり
がとうございました
10000円
L.市川 和彦
バースデーありがとうございます。
2000円
L.日置 二郎
ご協力有りがとうございました
5000円
L.清水 基弘
4月21日、
長野マラソン頑張ります!!
2000円
L.今井 竜吾
倉沢大樹ディナーコンサート、みなさまのおかげさ
までうまく行きました。
2000円
合計

■5月9日（第一例会）

L.小口 範夫
誕生祝ありがとうございました
L.竹内 邦雄
誕生祝ありがとう。
65才になりました。
L.安藤 邦雄
誕生祝ありがとうございました。
合計

59000円

3000円
3000円
3000円
9000円

L.野本
勉
誕生祝有り難うございました。
3000円
L.○○○○
いい事があったので
10000円
L.村上 義徳
年次大会に大勢の皆さんに参加して頂き有りがとう
ございました。
感謝です
10000円
L.鹿熊
彰
地区年次大会において、
30年皆勤で表彰を受けまし
た。
ありがとうございます。
3000円
担当例会で司会を久しぶりにしました。 3000円
合計

29000円

■6月13日（第一例会）

L.村上 義徳
（長良川杉山にて）48 期、会長職も無事残すとこあと
わずかになりました。ご協力有りがとうございます
20000円
L.塚田 勝彦
（長良川杉山にて）
48 期もあとわずかとなりました。
ご協力ありがとうございます
20000円
L.小林 一彦
5000円
L.野田 正廣
前会長職無事に終了になります。ご協力ありがとう
ございます。
10000円
L.小林 一彦
誕生祝い有りがとうございました。
2000円
男の孫が生まれ自宅に戻ってまいりました。親子三
代6人家族と成りました
5000円
L.北村 倢一
15年皆勤でモナークシェブロン受賞
3000円
L.塩見 節夫
お誕生祝有りがとう
（5月）
4年振りにゴルフコース
に出ました。
2 日連続で2 ラウンド廻ることが出来
ました（スコアは聞かないで！）
5000円
L.鹿熊
彰
お陰様で6 月5 日に会社が創業100 周年を迎えまし
た。みな様方の御指導と御協力に心より感謝申し上
げます。
10000円
L.宮下
勇
ITCゴルフ楽しく出来ました。
10000円
（長良川 杉山にて）
L.竹内 邦雄
10000円
L.齋藤 栄嗣
10000円
L.吉野 荘英
10000円
L.高田
茂
10000円
L.安藤 邦雄
5000円
L.岡田 典雄
5000円
L.原田 浩道
10000円
合計

150000円

編集後記
本年度は「なるべく多くの会員
の皆様に登場していただく」とい
う主旨に基づき、ビジュアル重視
の会報作りを心掛けて参りまし
た。会員の皆様には 1 年間多大な
ご協力をいただきまして有り難う
ございました。
本年度半ばに誕生した安倍政権から「アベノミ
クス」という流行語が生まれ、日本経済もやや明
るさを取り戻してきた感があります。しかし、大
切なことはただただ流行に身を任せるという事で
はなく、それぞれの立場の中で経済人自ら強い意
志を持って行動し、結果を出していくという事で
はないでしょうか。我々もライオンとして今期実
行した数々の有意義な奉仕活動を次期に繋げ、さ
らなる進化を遂げていきましょう。
編集委員 宮川 英幸
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長野中央ライオンズクラブ
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賀

良
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長野市妻科426−1
長野県建築士会館 6 階
☎ 026 （235）3988
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