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第52期 クラブスローガン

「慈愛に満ちた奉仕」

第９回 フードドライブ

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！ Lionʼs Spirit Forever！
「百年の力」より強く より高く 新たなる改革を
秋のゴミゼロ運動

街頭献血運動・献血サーブデー

例会ニュース
8月第二例会 ≪2Ｒ・3Ｚガバナー公式訪問
8月25日（木）
15：00

合同特別例会

記念祝宴≫

指導力育成
（GLT）・会則付則・友好親善・接待・大会・会員厚生委員長
ホストの長野みすずライオンズクラブの設営により、「2R3Zガバナー公式訪問

L.和田

正彦

合同特別例会」がホテル国際21 藤の

間にて開催されました。長野市長（代理）様、長野市こども未来部の課長様をご来賓にお迎えし、地区ガバナー L.武田
善彦、前地区ガバナー L.増田悌造、第一副地区ガバナー L.山邉正重をはじめとする地区役員の皆様ほか、2R3Zの大勢の
会員の皆様のご参加により、盛大な合同例会となりました。
地区ガバナー L.武田善彦からは、今年度創立100年を迎えるライオンズク
ラブの活動について、今までの100年間に培われた奉仕の心と行動をこれから
の100年に向けて、いま以上に強固に、そして崇高な精神を堅持しつつ、変え
るべきは変えていく勇気が必要であること、さらに女性会員が活躍できるクラ
ブ運営のお手伝いと会員増強に努めることなど力強い基本方針の表明をいただ
きました。
合同例会に続いて、記念祝宴が芙蓉の間にて開催され、地区役員の皆様、
地区ガバナー L.武田善彦

2R3Z会員の皆様の有意義な交流の場となりました。

9月第一例会 ≪市民奉仕例会
9月8日（木）
1８：30

フードドライブ決起例会≫
市民奉仕・環境保全委員長

L.小林

一彦

今年のフードドライブ事業は2R14クラブの賛同を得て、3Zの共同事業として
取り組むこととなり、2R3Zゾーンチェアパーソン（ZC）L.大日方尚、334-E地
区長野県連携協定推進室長 L.北川哲男をはじめ、2R14クラブの会長各位ほか大
勢のお客様をお招きして、「フードドライブ決起例会」が開催されました。
市民奉仕・環境保全副委員長 L.野田正廣の司会進行により、
１）市民奉仕・環境保全委員長 L.小林一彦の挨拶
２）前2R3Zゾーンチェアパーソン（ZC）L.上田正昭の挨拶「フードドライブの
各地区への広がりついて」
３）フードドライブアドバイザー L.若林秀幸より「フードドライブの内容及び
当クラブにおけるフードドライブ事業の歴史について」のお話
４）L.北川哲男、L.大日方尚よりご挨拶「フードドライブに寄せる期待」
などが行われ、最後にフードドライブの益々の広がりと奉仕活動の意義が確認
され、10月2日の第９回フードドライブの大成功を誓い合いました。

９月 誕生ライオン

334-E地区長野県連携協定
推進室長 L.北川哲男

2R3Z ZC
L.大日方尚

9月第二例会 ≪会員増強例会≫
9月21日（水）
1８：30
会員・会員増強
（GMT）
・家族会員
（FWT）
委員長

L.有賀

良和

今期のGMT委員会の目標として「退会者を出さないようにしながら、純増５名」を掲げました。７月第二例会では幸
先良く３名の新入会員を迎えることができました。本日の会員増強例会では、新たな会員確保のためにはどのような方法・
アプローチが良いのかなど、出席者は４テーブルに分かれて、各チームリーダーを中心に討論会形式で活発な意見交換を
行いました。さっそく５名程の候補者のお名前が上がり、その中の１名の方からは入会候補者届もいただけることになり
ました。本日の結果をもとに、GMT委員会の中で検討を重ね、目標達成のために努力して参ります。今後とも皆様のご
協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
１．新会員獲得の意義 (会員セミナーのしおりより抜粋)
クラブの現状が、どんなに立派でも、何年も何年もそのまま放
置してはいけない。どのような組織でも循環的に新しい血液を注
入しなければ、その地域社会における指導的地位をさらに向上さ
せ、
維持していくことはできない。
新会員は常に新しいアイデア、
新しい感化力、新しい意見、そして新しい友情をもたらすもので
ある。役員と会員が絶えず積極的に新会員の獲得を心がけていな
いクラブは沈滞するはずである。
２．討論内容
「会員増強の必要性はなんでしょうか？」
⇒ 「どうしたら、会員増強できるとお考えでしょうか？」
⇒ 「思い当たる人物を挙げて下さい。
」
３．会員増強チームとチームリーダー
・チームＡ（執行部）

… L.北村倢一 会長

・チームＢ（特別委員会）… L.中城秀樹 第一副会長
・チームＣ（運営委員会）… L.中島しず枝 GMT副委員長
・チームＤ（事業委員会）… L.有賀良和 GMT委員長

10月第一例会 ≪３クラブ合同親睦例会≫
10月18日（火）
1８：30
指導力育成
（GLT）・会則付則・友好親善・接待・大会・会員厚生委員長
信州新町ライオンズクラブ、長野篠ノ井ライオン
ズ、長野中央ライオンズクラブによる３クラブ合同親
睦例会がホテル信濃路にて開催されました。
ホストの長野篠ノ井ライオンズクラブの司会進行に
より、各クラブ会長の挨拶、ZC L.大日方尚の挨拶に
続き、各クラブの委員会報告、幹事報告等が行われま
した。
引き続き合同懇親会が開催され、
塩入幸恵さん
（サッ
クス演奏）と中川真由美さん（ピアノ演奏）による記
念コンサートも行われました。お二人の伴奏で「見上
げてごらん 夜の星を」を合唱するなど、和やかな雰
囲気の中、各クラブ会員相互の交流も盛んに行われま
した。
最後は、GMTコーディネーター L.宮下満栄、３ク
ラブの会長、ZC L.大日方尚による豪快なライオンズ・
ローアと参加者全員の「また会う日まで」合唱で幕を
閉じました。

L.和田

正彦

特集

〜食の支援活動〜

第９回「フードドライブ」
10月2日
（日）
9：30〜16：00

市民奉仕・環境保全委員長

L.小林

一彦

長野中央ライオンズクラブが主催する「第９回フードドライブ」が、10月最初の日曜日の2016善光寺表参道秋祭
りに合わせて、TOIGO WEST歩行者天国道路沿いの指定ブースにて開催されました。
この活動は、市民の方々の善意に基づき持ち寄っていただいた食品を、それを必要とする福祉施設などに寄付する
食を通じた奉仕活動です。昨今、社会を取り巻く「貧困問題」や「食品ロス問題」などが顕在化し、食を通じたさま
ざまな活動がクローズアップされてきています。フードドライブもそうした背景を源泉として始められましたが、私
たち長野中央ライオンズクラブは、今の社会的な潮流のはるか以前からこの問題に着目し、９年前からこの「食の奉
仕」に取り組んでおります。
当初は食品そのものを寄付するという一般的な意識が低いためか、なかなか物品が集まらない状態でありました
が、経年に亘り地道に活動を重ねるうちにやがて市民の関心も高まるようになり、そこへ前述のような社会的な潮流
も手伝って、多くの食品が集積されるようになってまいりました。

この日は心配された天候も回復し汗ばむような陽気となり、設置した特設のブースには一人また一人と心ある市民
の方々が足を運んでくださいました。ある方は自宅の食棚で購入したまま眠っている食品をお持ち寄りいただき、ま
たある方は告知広告を見て、矢も楯もたまらず近所のスーパーで食品を購入してご持参くださるなど、それぞれに手
法は異なれど、食を通じて困っている方々に手を差し伸べてあげたい！という「慈愛の心」は共通のうちに、時間を
追うごとに食品が集まってきます。
カップルが笑顔を添えて食品を差し出しながら「今度、仲間でフードドライブしてみようと思います。
」などと心
強い言葉を残してくれていました。また今回フードドライブを後援してくださったガールスカウトのお嬢ちゃんたち
も、おうちの方と相談をしてそれ
ぞれの家庭にある食品を持ち寄っ
てくれていました。将来ある子ど
もたちが、活動を通じて「食の大
切さと助け合いの心」を学んでく
れるのは誠に意義深いところであ
り、私たちも冥利に尽きたところ
でした。

さて、今回のフードドライブは単一クラブの枠を超え、
2R14のライオンズクラブにも「共催」の形をとっていただき、
それぞれに食品を持ち寄っていただきました。共に奉仕の精神
で活動に挺身する仲間が私たちの活動に共鳴してくださり、快
く協力いただけたことは非常にありがたいところであります。
今回の共催を契機に、このような「食の奉仕活動」の輪がさら
に大きく広がることを期待するばかりです。会場には、長野市
長も自ら食品を抱えて足を運んでくださり、長野市としても
共々にフードドライブを広めていくことを確認してくださいま
した。やがて時間となり、会場の一隔をお借りして贈呈式を行
ない、市民の方々の「善意の集積」を代弁する形で市内の社会
福祉施設に寄付させていただきました。
第９回を数えたフードドライブは、大きな成果を伴いなが
ら、無事のうちに開催することができました。この間、お寄せ
いただいた多くの善意に、心からなる感謝を申し上げるところ
であります。本当にありがとうございました。また、今回は単
一クラブのアクティビティの枠を越えて、334―E地区２R14
グラブのご理解とご協力をいただきましたこと、あらためて御
礼申し上げます。
私たちライオンズクラブは、これからも変わりゆく社会情勢
を見据えながら、真に社会から必要とされ、時代に即した奉仕
活動を行ってまいります。フードドライブも県内はもとより、
全国、
やがては世界規模に拡大していくことを祈念いたします。

■フードドライブ集計結果
１）当日参加者・協力者

４）食品総数

◇

会員

…… 44

社

◇

一般参加協力者

…… 81

名

◇

他クラブ・その他

…… 23

名

計 148

名

合

２）参加企業（一般企業・他） ： 11社

※クラブ内企業は除く

ソロプチミスト長野みすず ／ 米子瀧山不動寺 ／
堀内心身療院 ／ 千鶴美容院 ／ 戸隠松本製麺(株) ／
富岡ゴルフクラブ ／ 長野市役所 ／ 集いの広場OBABA ／
(株)大伸 ／ 長野市割烹調理師会 ／ ムロガ商事(株)
３）寄付先施設 ： ７施設
◇児童養護施設

8,182個

〔数内訳〕
食

品

名

◇乾麺
◇乾物（のり・椎茸・麩など）

数

量
663個
168個

◇インスタント・レトルト食品

3,785個

◇調味料

1,837個

◇野菜（ジャガイモ）

2箱

◇飲料

301個

◇米（米もみを含む）

160㌔

「更級福祉園」
「恵愛学園」
「三帰寮」

◇お茶

「円福寺愛育園」
「松代福祉寮」

◇もち

3袋

◇缶詰

215個

◇菓子類

933個

◇障がい者福祉施設 「ライフサポートりんどう」
◇在日フィリピン支援施設 「カトリック長野協会」

49個

■共催・後援
＜共 催＞
14ライオンズクラブ
長野ライオンズクラブ ／ 須坂ライオンズクラブ ／ 長野篠ノ井ライオンズクラブ ／ 長野松代ライオンズクラブ ／ 中野ライオンズクラブ ／
長野白樺ライオンズクラブ ／ 長野千曲ライオンズクラブ ／ 飯山ライオンズクラブ ／ 長野みすずライオンズクラブ ／
長野グリーンシティライオンズクラブ ／ 長野山ノ内ゆけむりライオンズクラブ ／ 長野りんどうライオンズクラブ ／
小布施ライオンズクラブ ／ 信州新町ライオンズクラブ
＜後 援＞
５団体
長野市／長野市社会福祉協議会／長野市教育委員会／長野商店会連合会／ガールスカウト北信地区協議会

例会ニュース
10月第二例会 ≪講演例会「最近の青少年に関する諸情勢について」≫
10月27日（木）
1８：30
YCE・青少年指導・LCIF委員長 L.徳武

好春

長野中央警察署生活安全課第一課長の山田文夫様をお招きして、「最近の青少年に関する諸情勢について」と題して、
青少年が関係し年々手口も巧妙となっていく犯罪である「特殊詐欺（オレオレ詐欺）」の実態と対策などを中心にお話を
い た だ き ま し た。
「 特 殊 詐 欺 か ら 両 親 を 守 っ て！」
（家族で
STOP作戦）を念頭に普段から家族の中で、詐欺の電話への対
策について話をしておきましょう！、クイズに答えていくと自
ずと詐欺の手口や詐欺への対策がわかる「特殊詐欺STOPクイ
ズ」など、私たちもさっそく家族で実践できそうな、たいへん
10月誕生ライオン

山田課長様

ためになるお話でした。

なお、山田課長様は、このたび特殊詐欺被害防止ソング「真田歌姫 詐欺を斬る」を作詞作曲されて、話題となっております。
長野県警察／長野中央警察署のホームページから視聴することができます。
〈http://www.pref.nagano.lg.jp.cache.yimg.jp/police/keisatsusho/chuo.html〉

11月第一例会 ≪講演例会「善光寺平の用水と水利系統を学ぶ」≫
11月10日（木）
1８：30
視覚障がい者福祉・四献推進委員長 L.小林

博

長野県善光寺平土地改良区の赤沼副理事長様をお招きして、「善光寺平
の用水と水利系統を学ぶ」をテーマにお話しをいただきました。
１）善光寺平用水「六ケ郷」は約600年前に高井郡の高梨氏の善光寺平
への進出を機に始まったこと
２）江戸時代の初期には、裾花川は西から東へと千曲川に流れ込んでお

赤沼副理事長様

11月誕生ライオン

2015-2016年ZC優秀賞受賞
L.上田正昭

代打！L.宮下正典

り、その後水害や水不足の被害を減らすために、旭山麓の白岩を切
り抜き、流れを変えて犀川へ合流させる大工事が行われたこと
３）松代藩主となった真田信之が千曲川や犀川等の新田開発を奨励し、
水田を増加させ、米の収穫量が上がったこと
など、地域の用水と水利系統について、はじめてお聞きする貴重なお話
ばかりでした。

11月第二例会 ≪１日役員例会≫
11月24日（木）
1８：30
YCE・青少年指導・LCIF委員長

L.徳武

好春

「１日役員例会」が開催され、以下の皆様に１日役員を務め
ていただきました。
○会

長

…

L.竹内伊吉

○幹

事

…

L.宮下雅彦

○会

計

…

L.鹿熊

○前会長

…

L.中島しず枝

彰

○第一副会長

…

L.フリッシュ

○第二副会長

…

L.村上義徳

○第三副会長

…

L.野田正廣

ジェイソン

○ライオンテーマ―

…

L.大前憲治

○テールツイスター

…

L.増田隆雄

１日役員の皆様には、１日役員を務める感想や、ライオンズ
活動の思い出などをお話いただきました。

MJF 献金者へのバッチ・盾の授与
L.北村倢一 L.上田正昭 L.中城秀樹 L.眞田法海 L.渋谷一男

100周年記念 会員増強賞
L.倉野立人

日本アイバンク協会 サポーター認定
L.小林博

アクティビティレポート
街頭献血運動・献血サーブデイ
9月17日（土）
9：30〜16：00 視覚障がい者福祉・四献推進委員長

L.小林

博

９月中旬の３連休の初日、長野駅前にて「街頭献血運動・献血サーブデイ」を実施いたしました。22名の会員及びガー
ルスカウトの皆さんにご参加をいただき、それぞれに長野駅前から二線路通り付近でポケットティッシュを配りながら献
血を呼びかけ、献血にご協力いただける方を献血車が控えるながの東急百貨店の第一駐車場まで誘導しました。
３連休で行楽地へお出かけの方が多いのか、休日の長野駅前にしては人通りが少なく、二線路通りも買い物客より長野
でも流行り出したポケモンGOに夢中の若者や親子などが目立ちましたが、
「献血運動」には多くの方々に関心を持って
いただけたと思います。特に、男女問わず若い世代の献血に対する意識が思った以上に高く、「献血は興味があるけど、
やる機会がなくて…」「献血やってみたいけど痛くないですか？」など、前向きな20歳前後の若者を何人も献血車までお
連れすることができました。
また、今回は２週間後に迫った「フードドライブ事業」のPRチラシも一緒に配布しましたが、
「フードドライブってな
んですか？」「献血は無理だけど、これなら協力できますよ」というように興味を示される方が多く、市民の方々の奉仕
活動への関心の高さがうかがえました。午後３時過ぎごろから急な雨が降り出し、最後の追い込みの呼びかけが十分でき
ずに残念でしたが、
「400ml

献血28名」の実績となりました。ご協力、ありがとうございました。

秋のゴミゼロ運動
10月16日（日）
9：00〜10：00
「みんなの手でつくろう美しいまち

市民奉仕・環境保全委員長

L.小林

一彦

長野」をテーマに実施されている「秋のゴミゼロ運動」に参加してきました。

ゴミゼロ運動は、クリーン長野運動推進本部
の主唱、長野市の協賛により、多くの参加団体
の協力を得て昭和57年から春と秋の２回実施
されており、今回の「秋のゴミゼロ運動」は
69回目となるそうです。
15名の会員にご参加をいただき、全体セレ
モニーのあと、担当の地域に分かれて空き缶・
ゴミ拾いを中心として一斉清掃を行いました。
参加された皆さん、お疲れ様でした。

新人会員のための

知っておきたい ライオンズ用語・略語

ライオンズの活動の中で良く出てくる用語や
略語は意味を確認し、理解を深めましょう！

◇会員増強（GMT）の「GMT」は、Global Membership Teamの略
◇家族会員（FWT）の「FWT」は、Family and Women Teamの略
◇指導力育成（GLT）の「GLT」は、Global Leadership Teamの略
◇YCE・青少年指導・LCIF委員会の「YCE」及び「LCIF」
・
「YCE」は「ユースキャンプ及び交換プログラム」のこと。Youth Camp and Exchangeの略
・
「LCIF」は「ライオンズクラブ国際財団」のこと。Lions Clubs International Foundationの略
◇「MJF」は、Melvin Jones Fellow（メルビン・ジョーンズ・フェロー）の略。――相当額を寄付した個人に贈られる称号
◇日本・フィリピン合同医療奉仕活動「J＆P JMM」は、Japan and Philippines Joint Medical Missionの略

Ｌ.有賀良和

ドネーション
９月８日（第一例会）
Ｌ.上田正昭

2,000円

フードドライブ決起例会に大勢のゲストライ
オンにご参加いただき、ありがとうございま
した。
Ｌ.小林一彦
3,000円
フードドライブ、
よろしくお願いいたします。
Ｌ.若林秀幸
5,000円
実のあるフードドライブへ（希望と期待）
Ｌ.中島英明
2,000円
お誕生日、ありがとうございます。９月の献
血デーのご成功をお祈りいたします。10月
のフードドライブのご成功をお祈りいたしま
す。テールツイスターＬ.真田の代役、あり
がとうございました。
Ｌ.中城秀樹
3,000円
千曲チャリティー、25位でした。
Ｌ.駒津 敏
3,000円
本日は９月第一例会でした。次回９月第二例
会もお忘れないよう、ご出席をお願いいたし
ます。
Ｌ.北村倢一
10,000円
千石街の防災訓練で、テレビに映りました。
Ｌ.村上義徳
5,000円
娘が「毎日書道展」に入選して、東京都美術
館に展示されました。長野県書道展にも入選
しました。自慢の娘です。
Ｌ.伊藤 博
3,000円

1,000円

LION 11月号 最後の頁の「食料支援をし
よう」に小さく有賀が写ってます。見てくだ
さい。
合計

18,000円

L.徳武好春

マカオのギャンブルで少し稼ぎました。

1,000円

先月の講演例会ありがとうございました。所
用により欠席させていただき、申し訳ありま
せんでした。
L.有賀良和
3,000円

ゾーンチェアパーソン優秀賞、ありがとうご
ざいました。
L.北村倢一
5,000円
大学のゴルフコンペで優勝しました。
L.北村倢一
5,000円
本日欠席で申し訳ありません。
★タオルドネーション（JMM）

4,000円

（L.和田正彦、L.徳武好春、L.田中博明、
L.伊藤 博）

10,000円

L.松本節子

3,000円

10,000円

献血多数集まりました。ありがとうございま
した。
Ｌ.小林 博
1,000円
静岡の年次大会の写真、ありがとう！渋谷ラ
イオン
Ｌ.鹿住みよ子
1,000円
渋谷ライオン、素敵な思い出になる写真、あ
りがとうございます。
Ｌ.前田裕子
1,000円
渋谷ライオン、素敵な思い出、ありがとうご
ざいました。
Ｌ.有賀良和
1,000円
渋谷ライオン、写真ありがとうございます。
合計

20,000円

10月27日（第二例会）
Ｌ.上田正昭

10,000円

このたび、
国税庁長官表彰をいただきました。
Ｌ.塚田勝彦
3,000円
やっと69歳になりました。ありがとうござ
います。
Ｌ.村上義徳
3,000円
大台になりました。長生きします。
Ｌ.中島英明
1,000円
LION 11月号 29pの「ライオンズの食料
支援」に中島が写ってます。見てください。

66,000円

誕生日祝をいただき、ありがとうございまし
た。
L.小林一彦
5,000円
フードドライブ盛況！関係各位のご協力、あ
りがとうございました。
L.上田正昭
3,000円

L.三浦靖雄

生きております。ご安心ください。合掌
Ｌ.北村倢一
6,000円

合計

誕生祝い、ありがとうございました。イチロー
の背番号と同じ51歳になりました。
L.竹内伊吉
2,000円

合計

Ｌ.大前憲治

１日役員を快く引き受けていただき、ありが
とうございました。
L.倉野立人
2,000円
一日役員の皆さん、お疲れ様でした！
L.北村倢一
10,000円

合計

９月21日（第二例会）

3,000円

長男に第二子（男子）が生まれました。
L.徳武好春
2,000円

11月10日
（第一例会）

会報第52期１号、はじめて担当させていた
だきました。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
36,000円

L.増田隆雄

28,000円

11月24日
（第二例会）
先日、皆様にご案内を申し上げましたが、こ
の度フォトスタジオ「シャレニーながの東急
百貨店」がオープンしました。よろしくお願
いいたします。
L.竹内伊吉
5,000円
一日役員例会、お蔭様で皆様のご協力により
会長の職を務め上げることができました。
L.竹内伊吉
5,000円
無尽の会、スナップ写真（米寿を祝う会）を
ご提供いたします。全メンバーの長寿を祈念
いたします。
L.宮下雅彦
3,000円
本日は、一日役員、ありがとうございました。
L.鹿熊 彰
3,000円
入会以来、初めて会計の大役に指名されまし
た。ありがとうございます。
L.フリッシュ・ジェイソン
5,000円
ご無沙汰です。
L.村上義徳

52期会報第２号が皆様のご協力に
より、無事発行の運びとなりまし
た。これも寄稿に協力頂いた皆様の
おかげであります。誠にありがとう
ございました。
２号はアクティビティ等、多くの
記事が満載のため、２頁増ページす
ることとにしました。特にフードド
ライブ事業が今回334−E地区２R、
14クラブの共催をいただき、集食品
数も八千点を超えるまでになりまし
たことを「特集」として大きくと取
り上げております。この多くの方々
の「善意」を、
日本国内はもとより、
世界規模にまで拡大できればと思い
ます。
６月に始まりました52期もあとわ
ずかで折り返し点になります、会報
発行もあと２回ありますので、PR
委員会といたしましては会報を通し
て、
例会報告、
アクティビティレポ̶
トなどできるだけ、きめ細やかな情
報を掲載してまりたいと思いますの
で、引き続きご理解とご協力をお願
いいたします。

編集委員長

L．竹内

伊吉

〔 会 報 第 297号 〕

3,000円

強制的にL.上田に頼まれ、数年ぶりに第二副
会長をやりました。
L.野田正廣
3,000円
初めて第三副会長になれました。
L.大前憲治

編集後記

3,000円

本日のライオンテーマ̶を務めさせていただ
きます。
L.増田隆雄
3,000円
11年ぶり、そして25年ぶりに調和・友好・
活気作りの経験、ありがとうございました。
正テールツイスターのご苦労を感じました。
L.増田隆雄
3,000円
長女の娘（孫）が就職内定いたしました。

2016年12月8日

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．竹

内

伊

吉

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

