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第53期クラブ会長

L.中城

秀樹

7/22 中学生サッカー大会
開会式

2017年～2018年
ライオンズスローガン（テーマ）
☆国際会長プログラム ナレシュ・アガワル
『We Serve』
☆334複合地区スローガン
『輝く未来へ進化するライオニズム・ウィサーブ』
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『積極的な挑戦を！』
Let’s Challenge more Aggressively to Serve
～新たなる山を求めて～

第53期クラブ新八役

長野中央ライオンズクラブ 53期新役員の挨拶
スローガン「感謝と奉仕」

会長

Ｌ.中城

秀樹

第53期を迎えた長野中

この３つがうまく働けば、目の前にある困難に対して、常に変

央ライオンズクラブの会

わらぬ全力で立ち向かう気持ち・気迫が会員各位皆に理解して

長を務めさせていただき

もらえると考えます。

ます。１年間、皆様何卒

私は、この中から「感謝」と、ライオンズクラブ会員の共
通する目的意識の「奉仕」の２語を選び、今期53期のスロー

よろしくお願いいたします。
ライオンズクラブは、入会する会員が入会式で「奉仕」す
ることを誓って入会する組織であります。会員の共通する目的
意識は、いうまでもなく「奉仕」ということです。
会員各位は「目標を共有し、自分が果たすべき役割をしっ

ガンを「感謝と奉仕」といたしました。
「感謝」は、心よりありがたいと思うこと、仕事・人様・品物、
すべてのことにありがたいと思う気持ち、尊敬する気持ちのこ
とです。

かりと持つ」と認識しなければなりません。この認識が共同作

「奉仕」は、社会や人のために尽くすことです。人は裸で生

業を進める上では、たいへん大きな力になります。今後将来に

まれ育ち、このときから人様の世話になって今日まで生きるこ

向かって求められるライオンズクラブの新たな役割は、我々の

とができるのです。その恩顧に報いることが必要なのです。

掲げる目標よりもさらに「高いもの」「大きなもの」になって

長野中央ライオンズクラブは、今日まで社会から求められ
る多くの奉仕活動を実施してまいりました。皆で力を合わせる

くると思います。

ことにより、個々で行うよりもずっと大きなインパクトを与え

１）チームワーク

ることができることを実感してきました。

２）感謝の心

今期もクラブ52年間の伝統を引き継ぎ、チームワークと個

３）個性を生かす

性を生かすことを常に意識して、楽しく明るい奉仕活動ができ

ライオンズクラブへの期待も年々大きくなる中、組織内で

るよう、精進してまいります。

幹事

Ｌ.中島

英明

第53期の幹事を務めさ

すが、L.中城会長のスローガン「感謝と奉仕」の心を皆様と共

せていただくことになり

有し、皆様のご協力をいただきながら、より意義のある社会奉

ました中島英明です。

仕の実現に取り組んでまいりたいと考えております。

歴史と伝統のある長野

この一年、クラブがより発展していくよう、精一杯努力し

中央ライオンズクラブ幹事という大役を仰せつかり、今更なが

てゆく所存でありますので、ライオン各位のご指導とご鞭撻の

ら責任の重大さを痛感しているところでございます。

ほど、どうかよろしくお願い申し上げます。

ライオン歴も浅く、すべてにおいて経験不足な私でありま

会計

Ｌ.鹿住みよ子

第53期の会計を仰せつ

ブ国際教会334-E地区３役、事務局員セミナー」に出席してま

かりました鹿住でござい

いりました。あらためて大役の重みを痛感しております。理事

ます。皆様のご指導とご

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。

協力をいただきながら、

L.中城会長のスローガンであります「感謝と奉仕」を皆様と

一生懸命務めてまいりたいと思います。何卒よろしくお願いい

ともに協力して進めてまいりたいと思います。これからも、な

たします。

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

６月14日、松本ブエナビスタにて開催の「ライオンズクラ

とさせていただきます。

第一副会長
Ｌ.竹内 伊吉

第二副会長
Ｌ.塚田 勝彦

第53期 L.中城会長の「感謝と奉

歴史ある我が長野中央ライオンズ

仕」のスローガンのもと、第一副会

長の大役を仰せつかりました竹内で
す。よろしくお願いいたします。
担当は、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委員会からなる運営委員会であり、それぞれクラブ
運営の本質を担う重要な役割を持った委員会であります。幸い各
委員長をはじめ、優秀なライオンが各委員会のメンバーとなって
おりますので、たいへん心強く期待もしております。
長年の懸案でありました「不在会員、優待会員、終身会員の
年会費見直し」については、計画・財務委員会が中心となり検
討委員会を立ち上げ、見直し案を検討していただきました。皆
様には、第53期最初の例会にて早々にご承認いただき、あり
がとうございました。
我がクラブが現在直面している緊急の課題は、「退会防止」
と「会員増強」であります。それには、まずライオンズクラブ
の目的・綱領の啓蒙を積極的に行い、特に入会したばかりの会
員には「クラブに入会して良かった」と感じてもらえるような
雰囲気作りが必要だと思います。各委員長をはじめ、各委員会
の皆様と横の連系を強め、問題解決に取り組んでまいりますの
で、この一年よろしくお願い申し上げます。

クラブも第53期を迎え、今期第二副
会長（事業委員会担当）を拝命しま
した塚田でございます。
年々各会員の高齢化及び休会会員が増えるなか、事業委員会と
しては、L.中城会長のスロ−ガン「感謝と奉仕」のもと、多くの
会員がアクティビティに参加できるよう、積極的に事業の企画と
実施に取り組んでまいりたいと思います。
それには、やはり会員同士のコミュニケーションが必要不可
欠です。事業委員会所属の市民奉仕・環境保全、YCE・少年少
女指導・LCIF、視聴覚障がい者福祉・四献推進の各委員会にお
いて、各委員が明るく楽しく充実した委員会活動が送ることが
できるようフォロ−していきたいと思います。
今期一年間ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

第三副会長
Ｌ.小林 博
このたび、第三副会長の大役を仰

ライオンテーマ―
Ｌ.前田 裕子

せつかりました小林博でございます。
担当は特別委員会であり、指導力
育成（GLT）
・会則付則・友好親善・
接待・大会・会員厚生委員会の委員会名が示すとおり、広範囲
な活動が求められる委員会です。

テールツイスター
Ｌ.松本 節子

今期の特別委員会の会長方針にもありますように、
・さまざまな機会と通じて、会員のスキルアップを図る
・適切な会則の整備に努める
・他クラブとの適切な交流を図る
この３点を重点目標に活動してまいりたいと思いますので、
会員各位の温かいご支援、ご協力をお願い申し上げ、新任のご
挨拶とさせていただきます。

各委員長・地区委員のご紹介

計画・財務

Ｌ．村上義徳

委員長

市民奉仕・環境保全

Ｌ．原田浩道

委員長

出

Ｌ．小林

席

学

委員長

会員・会員増強（GMT）
・家族会員（FWT）

Ｌ．中島しず枝

委員長

〔2R レオ・青少年・ライオンズクエスト・
薬物乱用防止委員〕

YCE・少年少女指導・LCIF

視聴覚障がい者福祉・四献推進

〔LCIFコーディネーター〕

〔日本フィリピン合同医療奉仕活動実行委員〕

Ｌ．坪根正晃

委員長

Ｌ．有賀良和

委員長

PR・情報・記録保存・会報・IT

Ｌ．伊藤

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

Ｌ．竹内邦雄

委員長

例会ニュース
◆７月第一例会 ≪会長方針・年間計画発表例会≫
ライオンテーマ― Ｌ.前田裕子
７月13日（木）
18：30
７月第一例会は、新しい第53期の最初の例会「会長方針・年間計画発表例会」が開催され、第

53期の本格的なスタートとなりました。

新会長のL.中城秀樹からは、会長スローガン「感謝と奉仕」に関するお話しをいただき、運営・

事業・特別の各委員会に関する会長方針が発表され、新しい期のクラブの活動方針が明確となりま
した。他、年間例会計画等が発表され、活動のスケジュールも確認されました。また、終身・優待・
不在会員の年会費の改正についても承認されました。今期も新会長はじめ新八役の皆様を中心に充
実した活動ができますよう、会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

なお、今回例会のゲストとして、フランスから７月10日(月)より夏期来日中のYCE派遣生ニーナ・

プロスペリーニさん（17）をお招きし、歓迎の場を設けました。花束の贈呈や英語での自己紹介が

行われ、会場全体が和やかなムードに包まれました。滞在中は、ニーナ・プロスペリーニさんには

良い想い出をたくさん作ってもらえるよう、
宿泊先のL.東澤ファミリー、
L.有賀ファミリーをはじめ、
多くの会員で受け入れの対応が予定されています。存分に長野を楽しんでください！

７月誕生ライオン

◆７月第二例会 ≪納涼例会≫
７月27日（木）
18：30

視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長

Ｌ.有賀良和

毎日暑い日々が続く中、7月第二例会
（納涼例会）
が、長野ホテル犀北館にて、

開催されました。

白鳥バレエ学園講師の塚田まゆり先生率いる『ダンスシタジオ ブロード

ウェイ ジュニアチーム』による、猛暑を吹き飛ばすような華麗な子どもたち
の踊りに、会場のライオンの皆さんも次第に盛り上がって行きました。

フランスからの夏期来日YCE派遣生のニーナ・プロスペリーニさんも目を

まるくしての踊りの参加や、ライオンズクラブメンバーとの国を越えての討
論会も開催させていただきました。

暑い夏の夜を一段と盛り上げて、楽しく無事に終了することになりました。
ご協力頂きました委員会のメンバー及び、ご参加していただきましたライ

オンズクラブメンバ−含めて感謝申し上げます。

◆８月第一例会 ≪委員会年間計画発表例会≫
８月10日（木）
17：30

ライオンテーマ―

Ｌ.前田裕子

８月第一例会は「委員会年間計画発表例会」が開催されました。

今回の例会は「第26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３位決定戦・決勝戦に先立って、南長野運動公園総合球技場内の特設会場にての開催となり
ました。

各委員長からは、それぞれの委員会の年間計画や意気込みが力強く発表され、今期もクラブ全

体の活動の全容が見えてきました。今年度も１年間、各委員会、力を合わせてがんばってまいり
ましょう。

また、昨年度に引き続き、L.有賀良和に「日本フィリピン合同医療奉仕活動実行委員」が委嘱

されました。今年度もよろしくお願いいたします。

L.有賀良和

８月誕生ライオン

2017年夏期来日YCE派遣生受け入れの記録

ようこそ
ようこそ

YCE・少年少女指導・LCIF委員長

NINAPROSPERINI

（ニーナ・プロスペリーニ）


さん

Ｌ.坪根正晃

７月10日（月）～８月３日（木）
、フランスからの夏期来日YCE派遣生、ニーナ・
プロスペリーニさん（17）の受け入れを行いました。宿泊先のL.東澤一也、L.有賀
良和はじめ、大勢のライオンにご対応いただきました。ありがとうございました。

長野経済新聞9月5日発行 1面に掲載

ニーナさん滞在スケジュール
月

日

7月10日

イベント

宿泊先

7月11日

もんぜんプラザにて生花教室参加

7月12日

須坂クラシック美術館見学 ⇒ 竹風堂で昼食 ⇒ 地獄谷野猿公苑見学

送迎・引率者

L.東澤一也
L.東澤一也
ファミリー

L.東澤一也
L.前田裕子
L.鹿住みよ子

7月13日

ウィンドショッピング(ながの東急百貨店･again) ⇒ 長野高校生徒と交流
⇒ 例会にてYCE生の紹介

7月14日

西の茶屋(野菜収穫と調理･そば打ち体験) ⇒ 戸隠神社、奥社

L.東澤一也
L.小林一彦

7月15日～16日

フリー・休み

L.東澤一也

7月17日～24日

ユースキャンプ 参加

7月25日

松本 ホテルブエナビスタへ出迎え ホストファミリーと共に歓迎会参加

L.有賀良和

休み

L.有賀良和

7月27日

国際交流センターにて書道教室 ⇒ 浴衣に着替えて七夕祭り ⇒ 納涼例会に参加

L.駒津

7月28日

眞田家にてアメリカ在住の家族とともに ⇒ 四葉会参加

L.有賀良和

7月29日

フリー（松本方面）

7月30日

休み

7月31日

新幹線乗車体験 ⇒ 旧軽井沢(白糸の滝･トリックアートミュージアム)
⇒ 軽井沢ショッピングプラザ

L.田中博明

8月1日

フリー

L.徳武好春

8月2日

休み

8月5日

長野県望月少年自然の家 長野中央 WCE委員会送迎にて
キャビネットキャンプ
中部国際空港より帰国

L.有賀良和
ファミリー

竹元ゆみ様

L.徳武好春
L.小林 学

7月26日

８月３日～４日

通訳

L.東澤一也

ホテル国際21にてお出迎え
（L.中城会長 L.中島幹事 L.坪根委員長 L.徳武副委員長 L.東澤一也 L.有賀良和）

敏

竹元ゆみ様

L.有賀良和
L.有賀良和

L.有賀良和

竹元ゆみ様

例会ニュース
◆８月第二例会 ≪334-E地区2R・3Zガバナー公式訪問 合同特別例会≫
聴覚障がい者福祉・四献推進委員長 Ｌ.有賀良和
８月25日（金）
15：00

L.山邉正重 地区ガバナー

長野りんどうライオンズクラブがホストクラブを務める「334-E地区2R3Z ガバ
ナー公式訪問合同特別例会」がホテル国際21にて開催され、当クラブからも大勢
のライオンが参加しました。
合同特別例会では、2017年−2018年地区ガバナーの L.山邉正重（上田城南LC
所属）より、ガバナースローガン『積極的な挑戦を！』Let's Challenge more
Aggressively to serve ～新たなる山を求めて～の説明ほか、基本方針表明が行わ
れ、2017年−2018年のライオンズクラブ活動の方針が確認されました。
７月に334-E地区からは初となる国際理事に選出された L.佐藤義雄（戸倉上山田
LC所属）からのご挨拶もいただきました。
記念祝宴は、加藤長野市長のご祝辞、ソプラノ歌手の小橋麻美さんとピアニスト
の瀧澤ヒトミさんによるアトラクションに始まり、和やかな交流が行われ、最後は
2R3ZゾーンチェアパーソンL.徳武良彦のご発声で、豪快なライオンズ・ローアが
行われて閉会となりました。

L.佐藤義雄 国際理事

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！

■ライオンズクエスト・プログラム（Lions Quest Program）
／レオ・青少年・ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員
ライオンズクエスト・プログラムは、薬物乱用防止を含めた
青少年健全育成のための教育支援プログラムのこと。
1984年にクエスト・インターナショナルとライオンズクラ
ブ国際協会が共同で開発し、現在はLCIF（ライオンズクラブ国
際財団）がすべての権利を所有している。プログラムは３種類
あり、
日本語版は小学校低学年用の「小学生版」と小学校高学年・
中学生用の「思春期版」が開発され、NPO法人青少年育成支
援フォーラム（JIYD）が運営している。最新情報は、http://
www.jiyd.org のウェブサイトに掲載されている。
〔以上、ライオンズ必携より〕
な お、 当 ク ラ ブ よ りL.中 島 し ず 枝 が、2017〜2018年 度
334-E地区キャビネットの「2R レオ・青少年・ライオンズク
エスト・薬物乱用防止委員」に就任。
■LCIFクラブコーディネーター
来年2018年に、LCIF（ライオンズクラブ国際財団 - Lions
Clubs International Foundation） 創 立50周 年 に 向 け て、
2017〜2018年度から各クラブごと、LCIFコーディネーター
の任命が必須となる。また、
任命されたLCIFクラブコーディネー
ターは理事会の構成員となる。
主な任務としては、LCIFに対する会員の理解を深め、クラブが
積極的にLCIF献金や交付金の活用に参加されるよう促すこと。
〔以上、LION誌 2017年５月号 参照〕
なお、2017〜2018年度、当クラブの初代LCIFクラブコー
ディネーターには、L.坪根正晃が任命されました。

事務局員 宮本佳代子さん

お疲れ様でした！

このたび、事務局員の宮本佳代子さんが退職されることになり

ました。宮本さんは、
2008年８月から当クラブ事務局に勤務され、

９年１ヵ月の長きにわたり、当クラブの運営に多大なご支援ご協
力をいただきました。ありがとうございました。

後任には、高橋美智子さんが勤務されます。高橋さん、よろし

くお願いいたします。

宮本さん
「長い間、お世話になりました。皆様との
たいへん楽しい時間を過ごさせていただ
きました。ありがとうございました。
」

高橋さん
「まだわからないことが多く、皆様にご迷
惑を掛けしますが、何卒ご指導・ご鞭撻
のほど、よろしくお願いいたします。
」

アクティビティ・レポート
第26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

当クラブにおいては、青少年健全育成を活動の柱の一つに据えて
継続しておりますが、毎年恒例の主要なアクティビティであり、ま
た第53期の最初の大行事である「第26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が7月
22日(土)～8月10日(木)の日程で各会場にて開催されました。
好天にも恵まれた7月22日(土)の開会式は、予選大会を勝ち抜いた
チームが参加して、長野市立豊野中学校グランドにて行われました。
15名のライオンが参加し、開会式の設営と予選リーグを勝ち上がっ
てきた選手たちの激励を行いました。朝から夏の暑さが厳しい中、
開会式後はさっそく選手たちは元気にボールを追ってグラウンドを
駆け回りました。
最終日の8月10日(木)には、選手憧れの会場、南長野運動公園総
合球技場にて、3位決定戦、優勝決定戦、表彰式、閉会式が行われま
した。30名余りのライオンが参加し、試合の応援と表彰式、閉会式
の設営を行いました。決勝トーナメントを勝ち抜いた強豪同士の対
戦とあって、両試合とも大熱戦となり、特に決勝戦はゴールキーパー
の好セーブなどで無得点が続き、終了間際に劇的なゴールが決まる、
手に汗握る展開で、会場も大いに盛り上がりました。
大熱戦の結果、
優勝「リベルタス千曲FC」
、
準優勝「川中島中学校」
、
３位「東北中学校」
、４位「裾花ヴィエント」となりました。表彰式
では、L.中城会長から優勝チームと準優勝チームにそれぞれ優勝カッ
プと準優勝カップが、第3位と第4位のチーム並びにMVPの選手には
盾が送られました。また、出席のライオンより、選手それぞれにメ
ダルの授与が行われました。
今やこの中学生サッカー大会は、サッカーに打ち込む少年少女の
間ではすっかり定着した大会に位置付けられており、当クラブはも
とより、社会全体がスポーツを通じた少年少女の健全育成に貢献し
ていることを実感した次第です。
当クラブ事業委員会の皆様、各会員の皆様には、多大なご協力を
いただき、誠にありがとうございました。選手の皆さん、暑い中の
全力プレー、本当にお疲れ様でした。たくさんの感動プレー、あり
がとうございました！

長野経済新聞8月25日発行 3面に掲載

YCE・少年少女指導・LCIF委員長
Ｌ.坪根正晃

７月27日
（第二例会）

ドネーション

L.鹿熊彰

5,000円

７月13日（第一例会）

サッカー大会開会式、無事の開催、おめでと
うございます。ドタキャンして申し訳ござい
ません。

L.中城秀樹

L.眞田法海

10,000円

１年間、よろしくお願いいたします。
L.中島英明

5,000円

53期のスタート、おめでとうございます。
幹事として、１年頑張らせていただきます。
どうかよろしくお願いいたします。
L.竹内伊吉

10,000円

今期、
第一副会長を務めさせていただきます。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
L.塚田勝彦

5,000円

第二副会長を拝命しました塚田です。事業委
員会を担当させていただきます。
頑張ります。
L.小林博

5,000円

第三副会長を務めさせていただきますが、１
年間よろしくお願いいたします。
L.前田裕子

5,000円

ライオンテーマ̶として、１年間よろしくお
願いいたします。
L.齋藤栄嗣

10,000円

4,000円

皆様から多大なご支援ご協力を賜り、テール
ツイスター無事円成させていただきました。
心より感謝申し上げます。
L.中島英明

3,000円

中学生サッカー大会開催、おめでとうござい
ます。ニーナ、いろいろありがとう！
L.北村倢一

3,000円

ゆかたで参加。
L.駒津敏

3,000円

今日はニーナと竹本さんと「両手に花」で、
一日楽しんできました。
L.有賀良和

2,000円

ニーナを迎えて、楽しくやりましょう！
Let's have fun with Nina!
L.東澤一也

3,000円

ニーナ、ジャパニーズゆかた。ビューティフ
ル！トレビアン！
L.小林学

1,000円

フードドライブ、
よろしくお願いいたします。

７月第一例会は、出席率80％超えとなりま
した。ありがとうございました。

L.原田浩道

L.小林一彦

10,000円

5,000円

市民奉仕・環境保全委員長、１年間よろしく
お願いいたします。フードドライブ、よろし
くお願いいたします。

我が家の農産物が信濃毎日新聞、有線TV、
農業公社の冊子に取り上げられ、話題を呼び
ました。

L.有賀良和

合計

3,000円

皆さん、献血に献眼活動にご協力をよろしく
お願いいたします。〔四献推進委員会より〕
L.大前憲治

10,000円

酷暑の中の出航、おめでとうございます。
L.駒津敏

5,000円

長野東高校吹奏楽部定期演奏会が盛大に開催
されました。応援、ご協力いただいた皆様、
ありがとうございました。
L.渋谷一男

5,000円

誕生日祝い、ありがとうございます。
L.高田茂

2,000円

誕生日祝い、ありがとうございます。
L.三浦靖雄

2,000円

誕生日祝い、ありがとうございます。
L.﨤町とも子

3,000円

新役員の皆様、１年間頑張ってください。
ニーナちゃんいらっしゃい！長野を楽しんで
くださいね！
L.金守秀夫

10,000円

中城会長、中島幹事、休会中でごめんなさい。
皆さん、一致団結でがんばりましょう！
L.和田正彦

3,000円

松本テールツイスターのお祝いで。
合計

103,000円

29,000円

８月10日
（第一例会）
L.中島英明

5,000円

第26回中学生サッカー大会閉会式、おめで
とうございます。昨日も行われたような気が
しておりますが、どうかお許しください!!
L.坪根正晃

10,000円

YCE派遣生ニーナは、無事８月５日に帰国し
ましたが、中学生サッカー大会の閉会式で
は、皆様方にたいへんご迷惑をお掛けしまし
た。
L.坪根正晃

10,000円

８月２日の亡き母ひでの葬儀にあたりまして
は、公私ともお忙しい中を御焼香いただきま
して、誠にありがとうございました。
L.村上義徳

5,000円

クラブ運営が困難な状況になり、不在会員・
優待会員・終身会員の会費を値上げいたしま
した。ご理解をいただき、ありがとうござい
ました。
L.小林博

3,000円

誕生日祝い、ありがとうございます。
L.林時男

3,000円

誕生日祝い、ありがとうございます。
L.上田正昭

2,000円

誕生日祝い、ありがとうございます。
L.原田浩道

5,000円

誕生日祝い、ありがとうございます。
また、フードドライブ、ご協力お願いします。
合計

43,000円

編集後記
第53期会報の編集委員長を務めま
すPR・情報・記録保存・会報・IT
委員長の伊藤博です。歴史ある長野
中央LCの会報、区切りの「第300号」
から担当させていただきますこと、
たいへん光栄に存じます。
会員増強が今期の大きな課題の１
つである中、この会報が現会員の皆
様にも、これから入会される会員の
皆様にも、当クラブの活動の様子が
よくわかる「クラブのガイド」のよ
うな存在になれば良いと考えており
ます。それには、毎回の会報の内容
を充実されることが必須となります。
毎回の例会、各種のアクティビ
ティについて、写真を多く取り入れ
ながらわかりやすく記録し、楽しく
読める会報を目指していきたいと思
います。１年間、役員、各委員長を
はじめ各会員の皆様のご協力を何卒
よろしくお願いいたします。

編集委員長

L.

伊藤

博

〔 会 報 第 300号 〕
2017年9月14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． 伊

藤

博

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

