
　

第52期　第52期　

「慈愛に満ちた奉仕」
第52期　クラブスローガン

第52期クラブ会長　Ｌ.北村倢一会長

2016年8月 No.296 52期　第1号

第52期クラブ新八役

2016～2017年
ライオンズのスローガン（テーマ）
☆国際会長プログラム　ボブ・コーリュー
　『次なる山を目指して』
☆334複合地区スローガン
　『100周年にウィ・サーブ つなげよう未来へ』
☆334-E地区　地区ガバナースローガーン
　獅子魂よ 永遠なれ！ Lion’s Spirit Forever！
 「百年の力」より強く より高く 新たなる改革を



会長　Ｌ．北村　倢一
昨年創立50周年を迎えた伝統ある長野中央ライオンズクラブで、歴代会長の皆
様がそれぞれ奉仕の気持ちを固く心に決め、工夫を重ねて努力されてこられたこ
とをこのたび会長をお受けするに当たり思い起こしたものであります。その中で
も、チャーターメンバーであり会長経験者でもあった叔父が活動目標に掲げたの

が「献眼」をテーマとした奉仕でありました。
40年程前になりましょうか。脳死による臓器提供とか献体などはまだまだ一般的でなく、たとえ死後であろ
うともなかなか考えにくいころであったと思います。叔父はたいへん熱心に活動し、私どもも協力を依頼され登
録をいたしましたが、実際には機能しませんでした。葬儀の慌ただしさや悲しみの中におられる遺族の方々に「献
眼」について言い出すのは憚られる状況でした。
そんな現実を目の当たりにして、何とか本当に役立てるようにならないか…という思いに至りました。334-E
地区には、角膜移植を希望されている方々が現在3,000人程いらっしゃるそうです。「献眼」は、個人情報の扱
いがたいへん厳しい時代の中、個々にでも多くの場で声を上げてそれぞれの立場で創意を重ねていく地道な努力
が必要な活動と思います。この一年、会員の皆様方の一層のお力添えをよろしくお願い申し上げます。

幹事　Ｌ．倉野　立人
今期、幹事の大役を仰せつかりました。もとより微力ではございますが、L.北
村会長を支え、円滑なクラブ運営に努めてまいりますので、ライオン各位のご指
導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
時代の趨勢に伴い、ライオンズクラブの行なう「奉仕」についても、新たな感

性で臨むことが求められるようになってきたと実感しております。今期の会長方針である『慈愛に満ちた奉仕』
の持つ意義を共有しながら、より実効性のある、真に社会の役に立つ奉仕の実現に向け、皆様と共に歩んでまい
る所存であります。
今期は、歴代クラブが育んできた活動の成果を、より広く羽ばたかせる期であるとも自認しております。長野
県包括連携室との連携や、Z内の他クラブはもとより、RやE-地区のクラブ、また長野市をはじめとする行政関
係への積極的な情報発信により、長野中央ライオンズクラブの存在意義を高め、社会奉仕の牽引役を担えるよう、
不断の努力を重ねてまいります。

会計　Ｌ．内田　秀樹
第52期の会計に指名を受けました内田でございます。皆様のご指導とご協力を
いただきながら、一生懸命務めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
先般、松本市におきましてライオンズクラブ国際協会334-Eクラブ会計セミ
ナーに出席しまして、あらためて大役の重みを痛感しております。理事会、例会

で承認されました予算を忠実に運営してまいります。会長のスローガンであります『慈愛に満ちた奉仕』を皆様
と共に協力して進めてまいりたいと思います。
これからも、なお一層のご指導ご鞭撻をお願いいたしまして、就任のご挨拶とさせていただきます。

長野中央ライオンズクラブ 52期 新任の挨拶



第一副会長　Ｌ．中城　秀樹
いよいよ第52期がスタートしました。会長スローガンである『慈愛に満ちた奉仕』
の趣旨を理解し、運営委員会の任に当たりたいと思います。
運営委員会は、計画財務、出席、会員・会員増強（GMT）・家族会員（FWT）、PR・
情報・記録保存・会報・ITの４委員会から成ります。各委員会とも会の運営の中で重要
な役割がありますが、各委員長も優秀でありますので、その運営には大いに期待してお

ります。55期に向け、事業資金や運営資金の獲得、積立金等も計画いたしました。皆様には、何卒ご協力のほど、よろし
くお願い申し上げます。最後になりますが、運営委員会の委員長はじめ、委員の皆様、この一年よろしくお願いいたします。

第二副会長　Ｌ．上田　正昭
今期、北村会長の『慈愛に満ちた奉仕』のスローガンのもと、第二副会長の大役を仰
せつかりました上田でございます。事業委員会に対する北村会長の方針は「事業委員会
の活動が即ちクラブそのものを活性化に導くとの自覚と自信を持って、活発な委員会活
動に努める」でありますが、その実践にあっては会員減少傾向の中で満足な委員会活動
ができていない近年の状況があります。

今期は、事業委員会縦系列の「市民奉仕・環境保全委員会」「YCE・青少年育成委員会・LCIF」「視聴覚障がい者福祉・
四献推進委員会」がそれぞれの委員会の事業はもとより、常に３委員会が連携を保ちながら、充実した委員会活動ができ
るよう舵取り役に努めたいと考えております。一年間ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

第三副会長　Ｌ．三浦　靖雄
第52期長野中央ライオンズクラブ北村会長のもと、第三副会長に選任され身の引き
締まる思いで一杯です。事業は、指導力育成（GLT）・会則附則・友好親善・接待・大会・
会員厚生と盛りだくさんです。経験不足と仕事柄事業欠席を懸念しておりますが、和田
正彦委員長を中心に委員全員で頑張りますので、よろしくお願いいたします。

各委員長のご紹介 

計画・財務
関谷　登　委員長

出　席
坪根正晃　委員長

会員・会員増強（GMT）・家族会員（FWT）
有賀良和　委員長

PR・情報・記録保存・会報・IT
竹内伊吉　委員長

市民奉仕・環境保全
小林一彦　委員長

YCE・青少年指導・LCIF
徳武好春　委員長

視覚障がい者福祉・四献推進
小林　博　委員長

指導力育成（GLT）・会則付則・
友好親善・接待・大会・会員厚生

和田正彦　委員長

　　ライオンテーマ―
　Ｌ．駒津　敏

　テールツイスター
　Ｌ．眞田　法海



7月第一例会　≪会長方針・年間計画発表例会≫
7月14日（木）18：30 ライオンテーマ―　　Ｌ．駒津　敏
長野中央ライオンズクラブ　第52期のスタートです。第52期会長スローガ
ン『慈愛に満ちた奉仕』について、北村会長より静かなお話しの中に込められ
た熱いメッセージを発信していただきました。
「見返りを求めない愛」「時代に即した進化」と、ライオンズクラブの奉仕活
動についての本質を更に深く考える機会となったのではないでしょうか。それ
ぞれの委員会の活動計画にも、新たな視点やひと工夫が盛り込まれ、力強い船
出となりました。
一年間充実した例会運営となりますよう、進行役を務めてまいります。副テー
マーL. 徳武ともども、ご指導ご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

7月誕生ライオン 1年間、よろしくお願いします

7月第二例会　≪納涼例会≫
7月28日（木）18：30 PR・情報・記録保存・会報・IT委員長　　Ｌ．竹内　伊吉
第52期最初の特別例会であります「納涼例会」（７月第二例会）が、集中豪雨の予報もある中、ホテル国際21地下の
イタリアンレストラン「ドーノ・ドーノ」で開催されました。
納涼例会に先立ち行われた入会式のセレモニーでは、 浅妻豊さん、小林旭洋さん、小林学さんの３名の新入会員（いず
れもスポンサーはL．和田）が紹介され、出席会員から暖かな歓迎の拍手が送られました。
納涼例会では、L．松本会員に浴衣の販売と着付けをお願いし、会の演出に一役買っていただきました。
アトラクションは、フラダンスサークルTeam Hoaloha（チーム・ホアロハ）の皆様によるフラダンスショーが行われ、

「熱い夏」の夜を大いに盛り上げていただき、楽しい納涼例会となりました。

今日からライオンズの仲間 第一副会長挨拶

宴に花を添えたフラダンスショー 女性メンバー　勢揃い

例会ニュース



8月第一例会　≪委員会年間計画発表例会≫
8月10日（水）18：30 ライオンテーマ―　　Ｌ．駒津　敏
各委員長から力強く年間計画が発表されました。時には委員会の枠を超えアクティビティを盛り上げる計画もありワク

ワクします。一丸となって一年間の活動を盛り上げてまいりしょう！

8月誕生ライオン L.有賀に日本・フィリピン合同医療
奉仕活動委員を委嘱

アクティビティレポートアクティビティレポート
第25回　長野市長杯・長野中央ライオンズ杯　中学生サッカー大会
 YCE・青少年指導・LCIF委員長　　Ｌ．徳武　好春
長野中央ライオンズクラブの継続事業である長野市長杯・長野中央ライオンズ杯中学生サッカー大会は、まだ梅雨空の

７月９日（土）より予選大会が始まり、予選を勝ち抜いた16チームにシードの８チームを加えた計24チームにて７月23
日（土）から決勝大会が始まりました。梅雨明け宣言出たての好天の中、豊野中学校の校庭で行われた開会式には20名
のライオンにご出席いただきました。昨年優勝チームの南長野ＪＹＳＣよりサッカー協会の徳永会長へ市長杯が、ＬＣ北
村会長へ長野中央ライオンズ杯がそれぞれ返杯され、北村会長からはレプリカ杯が授与されました。そして力強い選手宣
誓の後、熱戦の火蓋が切って下ろされました。８月８日（月）には南長野総合球技場にて、35℃の猛暑の中、優勝決定戦、
３位決定戦、表彰・閉会式が行われ、26名のライオンにご出席いただきました。２試合ともに好プレーが続出する白熱
した試合となり、多くのライオンからも自然に大きな歓声が
飛び交っておりました。
試合の結果は、優勝がJFC須坂ヴェンセール、準優勝は東

北中学校、３位は中野平中学校、４位は川中島中学校となり
ました。表彰・閉会式では優勝チームにサッカー協会の徳永
会長とＬＣ北村会長より、賞状・市長杯・長野中央ライオン
ズ杯・金メダルが、準優勝チームには賞状・準優勝杯・銀メ
ダルが、３位チームには賞状・盾・銅メダルが、４位チーム
には賞状・盾が、ベストイレブンにはメダルがそれぞれ授与
されました。
そんな中、私が心で感じたことは勝敗の厳しさでした。準

優勝チームの悔しそうな姿が今でも目に浮かびます。参加さ
れたすべてのチームが本当に優勝を目指して日々の厳しい練
習をこなし望んでこられたのだなと心から感じられました。
負けた悔しさをバネに、今後の更なる成長を期待しておりま
す。そしてこの長野市長杯・長野中央ライオンズ杯中学生サー
カー大会が、長野市のサッカー少年の１つの大きな目標とさ
れていることを肌で感じ、青少年がスポーツを通じて友情を
育む姿を見ることができ、さらに健全育成に貢献しているこ
とを実感し、設営側としてもこの事業の重要性をあらためて
感じることができました。
最後となりましたが、日々お忙しい中にも関わらず、開会

式、表彰・閉会式に参加、お手伝いいただきましたライオン
の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。



Ｌ.原田浩道 5,000円
クラブ運営に一年間ご協力いただきまして、
ありがとうございました。
　Ｌ.鹿住みよ子 2,000円
一年間ありがとうございました。無事終わる
ことができました。皆様に感謝です。最後に
ポケをやってしまいました。
　Ｌ.金守秀夫 5,000円
一年間ご協力ありがとうございました。
　Ｌ.大前憲治 10,000円
若林会長ほか８役の皆様、一年間お疲れ様で
した。
　Ｌ.﨤町　とも子 10,000円
渋谷ライオン、和田ライオン、一年間ありが
とうございました。心より感謝申し上げます。
　お花、ビンゴ、その他 93,000円

合計 188,085円

７月14日（第一例会）
Ｌ.渋谷一男 5,000円
誕生祝い、ありがとうございます。７月25
日で70歳となりますが、まだまだ実感が沸
きません。
　Ｌ.鹿熊　彰 5,000円
上越中央LCチャリティーゴルフに参加いた
しました。
　Ｌ.高田　茂 5,000円
80歳の祝　誕生日
Ｌ.北村倢一 5,000円
一年間、よろしくお願いします。
　Ｌ.三浦靖雄 5,000円
誕生日祝ありがとうございます。明日より
73歳になります。第３副会長もよろしくお
願いします。
　Ｌ.徳武好春 1,000円
一年間よろしくお願いいたします。
　Ｌ.上田正昭 5,000円
第52期第二副会長（事業委員会）をよろし
くお願いいたします。
　Ｌ.有賀良和 2,000円
JMM実行委員として、一年間頑張っていき
ます。ご協力よろしくお願いします。
　Ｌ.駒津　敏 5,000円
一年間、拙い進行にお付き合いいただくこと
に感謝を込めて。
　Ｌ.倉野立人 3,000円
52期のサポーターとして頑張ります。

合計 41,000円

７月28日（第二例会）
Ｌ.中城秀樹 3,000円
高田さん、コンペでBB
　Ｌ.高田　茂 10,000円
誕生日コンペありがとう。木曜会ご苦労コン
ペ準優勝。
　Ｌ.浅妻　豊、Ｌ.小林　学、Ｌ.小林旭洋
 10,000円
新入会員一同。よろしくお願いいたします。
　Ｌ.倉野立人 10,000円
何かとご迷惑をお掛けいたします。
お花 9,000円

合計 42,000円

新入会員
L．浅妻　豊
(株)全日警サービス長野

スポンサー
L．和田　正彦
所属委員会
YCE・青少年指導・LCIF

L．小林　旭洋
株式会社KOBAYASHI

スポンサー
L．和田　正彦
所属委員会
市民奉仕・環境保全

L．小林　学
大賀株式会社

スポンサー
L．和田　正彦
所属委員会
出席

ドネーション

６月９日（第一例会）
Ｌ.若林秀幸 5,000円
河川敷清掃ありがとうございました。
　Ｌ.竹内邦雄 10,000円
長野設計協同組合、理事長に就任しました。
　Ｌ.前田裕子 10,000円
334複合地区第62回年次大会に無事に参加
してきました。ありがとうございました。
Ｌ.小林一彦 2,000円
誕生日祝い、ありがとう。
Ｌ.伊藤　博 3,000円
誕生日のお祝いをいただきました。ありがと
うございました。　

合計 30,000円

６月16日（第二例会）
Ｌ.安藤邦雄 2,000円
ITC、準優勝してしまいました。
　Ｌ.上野　仁 3,000円
メンバーズキー賞、ありがとうございました。
　Ｌ.鹿熊　彰 3,000円
出席皆勤賞、ありがとう。
　Ｌ.若林秀幸 10,000円
一年間ご支援ご協力をいただき、誠にありが
とうございました。
　Ｌ.吉野荘英 5,000円
表彰ありがとうございました。
　Ｌ.北村倢一 10,000円
次期、よろしくお願いします。
　Ｌ.渋谷一男 5,000円
事業委員会の皆様、お疲れ様でした。
　Ｌ.和田正彦 5,085円
特別委員会、中城委員長・竹内邦雄委員長、ご
苦労いただき本当にありがとうございました。
　Ｌ.中島しず枝 20,000円
名実ともに100年に向けてのスタートの年
「51期」。この寿き期に幹事を仰せつかり、
皆様に心から感謝申し上げます。すばらしい
経験をさせていただきました。ライオンズク
ラブの益々の発展と皆様のご多幸をお祈りい
たします。
　

８月10日（第一例会）
Ｌ.徳武好春 2,000円
第25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、ご協力ありがと
うございました。
Ｌ.倉野立人 2,000円
サッカー大会、ジュニア選手の活躍に感動！
幹事不手際もあり、お詫び申し上げます。
Ｌ.北村倢一 5,000円
サッカー大会、大成功
Ｌ.安藤邦雄 6,000円
木曜会、7/21Ｌ.高田80歳、ゴルフ優勝し
ました。
Ｌ.林　時男 3,000円
誕生日祝、ありがとうございます。
Ｌ.小林　博 3,000円
誕生祝
Ｌ.関谷　登 3,000円
誕生日祝、ありがとうございました。
Ｌ.和田正彦 5,000円
お誕生日祝、ありがとうございました。
スポンサーピンもありがとうございました。
Ｌ.上田正昭 2,000円
８月の誕生祝、ありがとうございます。
Ｌ.村上義徳 5,000円
孫が緑ヶ丘小学校金管バンドで、11年連続、
東海大会出場が決まりました。

合計 36,000円

編集後記
　今年は遅めの梅雨明け宣言後、
35℃以上の猛暑日も多く、厳しい夏
を迎えております。
　皆様のご協力のおかげで、52期会
報第１号が無事発行の運びとなりま
した。誠にありがうございました。
会長スローガン『慈愛に満ちた奉仕』
のもとに、自クラブの運営の方向
性、例会、アクティビティ報告など
をきめ細やかに掲載し、皆様にお伝
えしてまいりたいと思います。今期
も４回の発行を予定しております
が、特に各委員長さんをはじめとす
る皆様からの情報のご提供が欠かせ
ません。どうか皆様の温かいご理解
とご協力のほどよろしくお願いいた
します。
編集委員長　L．竹内　伊吉
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