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固いメンバーシップで明るい未来

第 49期 クラブ会長　L. 竹内邦雄

　 2013 〜 2014 年
　ライオンズのスローガン（テーマ）

　☆国際協会
　『夢を追いかけよう』バリー・J・パーマー国際会長

　☆ 334 複合地区
　『温故知新ー創造と挑戦とスピード、さらなる価値ある奉仕を』

　☆ 334 Ｅ地区
　『慈心（いつくしみのこころ）・創造・前進』



長野中央ライオンズクラブ49期　新任の挨拶

　49 期スローガン『 固いメンバーシップで明るい未来 』
　長野中央ＬＣは来期結成５０周年記念大会を迎えます。４９期はクラブの点検補修の時と位置づけ、節目に向けて
しっかりと準備に入っていきます。
　長野中央ＬＣに所属するメンバーが各自の役割を果たすことでクラブに貢献します。具体的には、自分の役割を確
実に遂行する、他のメンバーに協力することで仲間意識が育ってきます。
　ライオンズに続いている『形式主義』を打破して、メンバーは新人もベテランも全て平等であるというライオンズ
精神のもとクラブが楽しいという人たちが沢山出てくること、このメンバーシップの強化こそがクラブに活力をもた
らせ、未来へつなぐ礎になると考えます。

1. クラブ運営について————スリムな運営で、ＣＮ５０の計画のメドを立てる
　月２回の例会のあり方を工夫し、出席して良かった、為になったと感じる「楽しい例会」をやりましょう。ライオン誌例会や新しい発想で
魅力ある例会を企画して出席率の向上をはかり、メンバーの相互理解が進み、和やかで明るい雰囲気があふれる例会としたいと思います。
　運営財源につきましては、無駄な経費を切りつめ、スリムな運営を心掛けて会員の負担軽減に努めると同時に、５０周年積立金に少しでも
多く廻せる様にしたいと思います。
またＣＮ５０に向けて事業資金獲得も活発に行い、計画のメドが立ちます様に運営してまいりたいと考えますので、御理解と御協力をお願い
します。
2. 組織拡大について———増強チームを編成して、２桁の新メンバーをお迎えしよう
　○魅力ある例会　○意義深い奉仕活動　○親睦の深まるクラブライフを目指して会員増強こそクラブ活性化の原点だと考えます。さらに新
会員セミナーを開き、古いメンバーも原点に帰って数多く参加し、歴史・用語・収支報告書の見方など新しいメンバーと一緒に勉強して、友
愛を深めていく事が必要と考えます。
　ＧＭＴ・ＧＬＴ両委員会を中心に今期は１２名を目標に、ライオンズに誇りを持つメンバーを一人でも多く迎え入れることが出来ますよう
全員で努力していきましょう。
3. 奉仕活動について——全員で取り組み、奉仕の善びを実感し、仲間意識の高揚
　　『中学生サッカー大会』
　　　青少年健全育成は中央ＬＣの大きな事業として継続してきた活動です。サッカー少年がこの大会を目標とする様な夢と希望の持てる大
　　会にさらに成長していきましょう。
　　『５０周年記念事業　Ｖｏｌ．２』
　　　９月ヤマハ吹奏楽団　長野特別公演のチケット販売による事業資金獲得を行い、長野市内の小中学校吹奏楽団他関係者６５０名をご招
　　待、青少年健全育成事業としてアピールしていきましょう。
　　『献血活動』
　　　歴代の委員長を始め多くのメンバーの献身的な努力により県下でも有数の実績を上げてきました。定着してきた街頭献血・サーブデー
　　を奉仕の原点として積極的に活動してまいりたいと思います。併せて視聴覚障害者福祉・四献推進に皆様のご協力をお願い致します。
　　『フード・ドライブ』
　　　慈善から奉仕活動へ時代に合った方法で全メンバーの理解と協力を得て、地域住民が広く参加をしてくれる事業にしていく努力が必要
　　と感じます。
　第４９期のスタートにあたり、以上の基本方針を柱に、友愛と結束をベースに伝統を未来につなぐ運営に努めたいと思います。全メンバー
の御理解と御協力をお願い致し就任のあいさつとさせて頂きます。

　前略、この度、第 49期、長野中央ライオンズクラブに於いて、幹事を仰せ付かりました齋藤です。
竹内邦雄会長の下、スローガンである「固いメンバーシップで明るい未来」を胸に刻み、一年間頑張って参る所存です。
会員数も年々減少傾向の中、1人の退会者も出さない様な固いメンバーシップで 50周年に向けて、いや 100 周年
に向けて、明るい未来が画ける様なクラブ運営ができます事を目標に、一生懸命努めて参ります。

　最後に会員皆様が健康に留意されます事を、それと共に竹内邦雄会長を守り立て、明るい長野中央ライオンズクラ
ブ、楽しく、元気な長野中央ライオンズクラブとなります様に、一人一人が尽力されます事をお願い申し上げます。

　このたび、会計の大役を仰せつかりました、宮川英幸でございます。

未熟ではありますが、会員の皆様を始め、竹内会長、齋藤幹事のご指導のもと１年間精一杯努めさせていただきます
ので、宜しくお願い申し上げます。

　さて、今年度の会長スローガン「固いメンバーシップで明るい未来」の意味するところは、平たく言えば「全員野
球」を目指そうということだと理解しております。クラブ会計においては、会員の皆様からお納めいただいた会費を
厳正に管理する事で「全員野球を後押しする」ということが、その主たる役割だと考えます。また、クラブ結成５０

周年という節目の年を控えており、財政面のさらなる充実に向けて無理、ムダのない効果的な資金運営を心掛けて参ります。

　いままで個人的にも会計といったカテゴリーには無頓着であったことを反省しつつ、今年は多くの勉強をさせて頂ける機会だと前向きに捉
えております。皆様のご協力をお願い申し上げ、新任の挨拶とさせていただきます。

会長　L. 竹内　邦雄

幹事　L. 齋藤　栄嗣

会計　L. 宮川　英幸



例会ニュース
■７月第一例会〈会長方針・年間計画発表例会〉
７月１1日（木）18：30　　　　　　　　　　　　ライオンテーマー　L.内田　秀樹

■７月第二例会〈納涼例会〉
７月25日（木）18：30　イタリアンレストラン「ドーノドーノ」 出席委員長　L.松本　節子

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

　長野中央ライオンズクラブの第４９期がスタートいたしました。７月第一例会はライオンテーマーが担当させ
ていただきました。
　第４９期　会長方針は『固いメンバーシップで明るい未来』を会長スローガンとし来期結成 50周年記念大会
のクラブ点検補修の時と位置づけ準備に入ってまいります。
ビジター紹介といたしまして２Ｒ３Ｚ　ゾーンチェアマン　Ｌ . 仁科　良三をお迎えし八役紹介、第４８期収支
決算報告、第４９期年間例会計画案、第４９期予算案等々、多岐にわたる承認事項を経て、今期最初の入会候補
者　フリュシュ　ジェイソン氏についての報告受け、通常の例会より長時間となり、また慣れない議事進行でご
迷惑をお掛けしながらではございましたが順調に進めてまいりました。
　本年度も会員各位のご協力、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

　第 49期最初の特別例会。屋外ガーデンにて開催予定の中、午前中が雨の為天気が心配されましたが、開会時
間には雨もやみとても良いコンディションの中で皆様親睦を深められた事と思います。
今回は浴衣で参加の方も多く、又直前に入会式も兼ねた例会もございましたので、直後の着付が間に合うか心配
しておりましたが、力を合わせ皆の連携プレーで 10分間で着付完了！無事スタートとなりました。

　メインはヨシコフラスタジオ様によるミニラ
イブを行いハワイアンソングにレイの使用で納
涼例会らしい夏の雰囲気の中、皆様お楽しみ頂
けた様で大変嬉しく思います。
　最後になりましたが、開催に至るまでご協力
頂きました皆様、当日盛り上げて頂きましたご
出席の皆様、多くの皆様にお力添えを頂いたこ
の例会、スローガンの実践ができた事に、心よ
り感謝申し上げます。ありがとうございました。

計画・財務
渋谷 副委員長

YCE・青少年指導・LCIF
上田 委員長

出席
松本 委員長

視聴覚障害者福祉・四献推進
冨澤 委員長

会員・会員増強（GMT）
若林 委員長

指導力育成（GLT）・会則付則
野本 委員長

友好親善・接待・大会・会員厚生
今井 委員長

市民奉仕・環境保全
中島 委員長

8 月の誕生ライオン



第22回　長野市長杯長野中央ライオンズクラブカップ

アクティビティレポートアクティビティレポートアクティビティレポートアクティビティレポートアクティビティレポート
第22回　長野市長杯長野中央ライオンズクラブカップ

YCE・青少年指導・LCIF 委員長　　L. 上田　正昭７月２１日　開会式　豊野中学校
　当クラブの第 49期・第一弾のアクティビティとして長年実施してまいりました「青少年健全育成」
を目的とした第 22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の決勝トーナメン
ト戦が、7月 21日（日）予選会を勝ち抜いた 16チームが参加して豊野中学校グラウンドで開催され
ました。
好天に恵まれ 28名のライオンの皆さんにご参加いただき盛大に行われました。
開会式終了後、早速 L. 竹内会長の母校でございます相森中対長野ＦＣガーフの一回戦が始まり、惜し
いことに相森中学校は初戦で惜敗致しました。
　また、三位決定戦、決勝戦、並びに閉会式、表彰式が 7月 30日（火）南長野運動公園にて 34名の
大勢のライオンの皆さんにご参加を頂き開催されました。
竹内会長から優勝チームの裾花ヴィエントに優勝杯、メダルの贈呈、ベストイレブン、ＭＶＰの選手の
皆さんにメダルの贈呈が行われ、会長の講評で第 22回中学生サッカー大会閉会式の幕を下ろしました。
　事業委員会系列の市民奉仕・環境保全委員会、視聴覚障がい者福祉・四献推進委員会、ＰＲ・情報・
記録保存・会報・ＩＴ委員会の皆様にも大変お手伝いを頂きましたことに感謝申し上げます。

７月 30 日　閉会式　南長野運動公園



50周年事業ヤマハ吹奏楽団記念公演

共生の森

ハンブルグ国際大会

50周年事業ヤマハ吹奏楽団記念公演

共生の森

ハンブルグ国際大会

７月11日　音楽チケット長野市教育委員会に寄贈

７月20日　今回は、L.鹿熊、L.上野2名が参加しました。
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新 入 会 員

ドネーション・アラカルト

長野市妻科426−1
長野県建築士会館 6 階
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PR・情報・記録保存・会報・IT 委員会
L. 矢　澤　廣　子

☎ 026（235）3988
http://nagano-chuo-lions.logos.jp

2013年 8月26日

L.長尾喜三郎
　誕生日がおくれて申し訳ありません 2000円
L.日置　二郎
　新入会員スポンサーアバードを授与されまし
　た。　　　　　　　　　　　　　　 6000円
L.矢澤　廣子
　一年間ご協力有りがとうございました。来期
　もよろしくお願いします。　　　　 5000円

（下記、お花代として）
L.金守　秀夫　　　　　　　　　　　 3000円
L.小口　範夫　　　　　　　　　　　 3000円
L.野本　　勉　　　　　　　　　　　 1000円
L.小野　常三　　　　　　　　　　　 2000円
L.宮下　　勇　　　　　　　　　　　 1000円
L.富田　　茂　　　　　　　　　　　 3000円
L.鹿熊　　彰　　　　　　　　　　　 6000円
L.宮川　英幸　　　　　　　　　　　 3000円
L.吉野　荘英　　　　　　　　　　  10000円
L.増田　隆雄　　　　　　　　　　　 2000円
L.渋谷　一男　　　　　　　　　　　 1000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000円
L.安藤　邦雄　　　　　　　　　　　 2000円
L.塚田　勝彦　　　　　　　　　　　 5000円
L.村上　義徳　　　　　　　　　　　 6000円
　　　　　　　　　　　　　　　　  12000円
L.林　　時男　　　　　　　　　　　 1000円
L.上田　正昭　　　　　　　　　　　 1000円

合計　　　　　　　　　　　　　　210200円

■ 7月 11日 （第一例会）
L.竹内　邦雄
　１年間、会長職でお世話になります。 10000円
L.宮川　英幸
　４９期会計の大役を努めさせていただきます
　皆様の御指導の程、宜しくお願い申し上げま
　す。　　　　 　　　　　　　　　　5000円
L.齋藤　栄嗣
　今年１年よろしくお願い致します  10000円
L.仁科　良三
　一年間宜しくお願い致します。　  10000円
L.渋谷　一男
　ハンブルグ国際大会、誕生日祝いとして　5000円
L.矢澤　廣子
　ハンブルグ世界大会無事参加してきました。
　ありがとうございます。　　　　　 3000円
L.﨤町とも子
　お誕生日ありがとうございます。元気でハン
　ブルク頑張って参りました。　　　 5000円
L.和田　正彦
　I・T・C塚田さんのいじめに耐えて優勝しま
　した。　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.海野　正信
　門徒会館竣工できました。　　　  20000円
L.北村　倢一
　準備委員会でたくさん御利用頂きありがとう
　ございました。　　　　　　　　  10000円
L.上田　正昭
　第２２回中学生サッカー大会に会員の皆様の
　ご協力お願い致します。　　　　 　5000円
L.大前　憲治
　ガンバレ　４９期　　　　　　　　 5000円
L.金守　秀夫
　お誕生日祝いありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000円

合計　　　　　　　　　　　　　　  95000円

■ 7月 25日 （第二例会）
L.林　　時男
　納涼例会、後参加ありがとう御座位ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   3000円
L.松本　節子
　納涼例会、大成功おめでとう御ざいます。そ
　して、ありがとうございます。　　 2000円
L.原田　浩道
　木曜会コンペ優勝　　　　　　　　 5000円

■ 6月 20日 （第二例会）
L.村上　義徳
　１年間ありがとうございました。感謝です。
　　　　　　　　　　　　　　　　  10000円
L.塚田　勝彦
　わがままな幹事でしたが一年間、有り難うご
　ざいました。　　　　　　　　　  10000円
L.高波　文武
　一年間ご協力を頂きまして誠に有難うござい
　ました。　　　　　　　　　　  　10000円
L.安藤　邦雄
　北海道旅行ではご迷惑おかけしました。
　　　　　  　　　　　　　　　　　10000円
L.小口　範夫
　腰痛でクラブからお見舞いありがとう御座居
　ました。今後ともよろしくお願いします。　  
　　　　　　　　　　　　　　　　  10000円
L.清水　基弘
　第二副会長無事務めさせていただきました。
　ありがとうございました。　　　  10000円
L.﨤町とも子
　地区役員とってもお勉強になりました。あり
　がとうございました。　　　　　  10000円
L.上野　　仁
　ガバナースペシャルアワード 40年長期在籍
　ありがとうございました。　　　　 5000円
L.長堀　桂子
　有りがとうございました　　　　　 6000円
L.鹿熊　彰
　あじさい　　　　　　　　　　　　 1000円
　30年皆勤賞ありがとうございました
　　　　　　　　　　　　　　　　　 3000円
L.じゃんけん大会係
　優賞者村上 L ドネーションとして頂きまし
　た。　　　　　　　　　　　　　  10200円
L.竹内　伊吉
　お花有りがとう　　　　　　　　　 2000円
L.竹内　邦雄
　お花代として。大きなコチョウラン　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　  10000円
L.北村　倢一
　矢沢さん、がんばりましたね
　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.林　　時男
　じゃんけん大会２位でした　　　　 2000円
L.山内　信広
　皆様のおかげでライオンテーマ一年間つとめ
　させていただきました。ありがとうございま
　した。　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.和田　正彦
　アワードいただいて、ありがとうございます。
　５０周年チケット完売会場満席お願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.金守　秀夫
　皆様のご協力ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.小林　一彦
　第三副会長大変ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000円

L. フリッシュ　ジェイソン
使えるねっと株式会社代表取締役社長
スポンサー
L. 若林　秀幸
所属委員会
会員・会員増強（GMT）

L.金守　秀夫
　サッカー大会開会式無事終了しました。閉会
　式もよろしくお願いします。　　　 1000円
L.関谷　　登
　木曜会ゴルフコンペ準優勝。自転車を頂きま
　した　　　　　　　　　　　　　　 5000円
L.松本　節子
　フラダンスの好評に付き追加でドネーション
　させて頂きます。　　　　　　　　 4000円

合計　　　　　　　　　　　　　　  20000円

■ 8月 8日 （第一例会）
L.竹内　邦雄
　サッカー大会成功ありがとうございました 10000円
　初孫が誕生しました。　　　　  　10000円
L.小林　　博
　誕生祝いありがとうございます。　 2000円
L.上田　正昭
　誕生日ありがとネ !!　　　　　　　 2000円
　第２２回中学生サッカー大会のお礼 3000円
L.増田　隆雄
　本日より２日後で満 65才になります。誕生
　日祝いありがとうございます。　　 3000円
L.関谷　　登
　誕生祝い有がとうございます。　　 3000円
L.和田　正彦
　ガバナー公式訪問が私のお誕生日です。よろ
　しくお願い致します。　　　　　　 2000円
L.林　　時男
　誕生祝い有がとうございます。　 　2000円
L.吉野　荘英
　出席委員長をはじめ出席委員の方、納涼例会
　御苦労様でした。　　　　　　　  10000円

合計　　　　　　　　　　　　　　  47000円

「固いメンバーシップで明るい未来」
の会長スローガンのもと、４９期が
始まりました。地球規模の異常気象
で４０度越えの猛暑が記録された
り、TPP、来春からの８パーセント
消費税など経済環境も厳しい状況の
中、５０期に向け知恵と創造力をも
ち前向きにいかなくてはと思うこの
頃です。ガバナー公式訪問、ヤマハ
吹奏楽団コンサート準備と忙しい
中、原稿をお寄せ頂き有難うござい
ました。
　　　　  編集委員　L. 矢澤　廣子

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. 矢　澤　廣　子

長野市妻科426−1
長野県建築士会館 6 階

☎ 026（235）3988
http://nagano-chuo-lions.logos.jp
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