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10/1　フードドライブ
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』
☆334-E地区　地区スローガン
　『積極的な挑戦を！』
　Let’s Challenge more Aggressively to Serve
　～新たなる山を求めて～

9/16 　街頭献血運動

10/15　秋のゴミゼロ運動



◆９月第一例会　≪フードドライブ決起例会≫
９月1４日（木）18：30 市民奉仕・環境保全委員長　Ｌ.原田　浩道

◆９月第二例会　≪ライオンズの運営についての例会≫
９月28日（木）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 　Ｌ.竹内　邦雄

例会ニュース

当クラブが主催する大きなアクティビティである「第10回 フードドライブ」を
10/1(日)に控えて、「フードドライブ決起例会」が開催されました。

今までの取り組み及び事業当日の運営・タイムスケジュールなどの確認がされ、
特別講師に今回初めて食糧物資の提供先になる『フードバンク信州』より美谷島副
理事長様をお迎えして、「食品ロスの問題」や「フードバンクのしくみ」について
お話をお聞きしました。例年の提供先だった児童養護施設が減校になり、新たな提
供先を模索していた折、末端の貧困家庭まで食糧援助が可能な団体として『フード
バンク信州』様が候補に挙げられ、今回の例会の講師もお願いした次第です。
『フードバンク信州』様の活動としては、我々ライオンズクラブや役所関係団体

では手の出ない領域まで手を差し伸べるというとても悲壮感漂う内容であり、委員
会・理事会の承認を得て今回の提供先に選定いたしました。美谷島様、ご講演あり
がとうございました。

なお、今回の例会には、今後クラブの活動としてフードドライブを計画されてい
る「一宮サウスライオンズクラブ」様より、L.杉本敏之会長ご夫妻にもご参加をい
ただきました。ありがとうございました。

今回の例会は、近年クラブ運営がルールにのっとった形で行なわれていない例が散見される中、これ
を基本にもう一度戻す必要があるのではないかという主旨で設営された例会でした。

二部構成の第一部は「ライオンズクラブ運営の基礎知識・きまり」と題して、ライオンズクラブ入門
をテキストに基本的なルールについて確認を行いました。特に「例会は協議の場であることはもちろん
ですが、もう一つ友情を育む場でもあるということ。従って、会員は義務感からではなく、好んで例会
に出席し、仲間達と楽しい時間を共有する事が望ましい。」と改めて再確認しました。

第二部は「クラブ運営について—パネルディスカッション」として、パネリストにＬ.鹿熊彰、Ｌ.増田
隆雄、Ｌ.浅妻豊、コーディネーターをＬ.若林秀幸が務め、クラブのルール・各委員会活動の意義・現在
のクラブ活動の課題などについて活発な討論が行なわれました。委員会活動がクラブ活動の原点であり、
この活動を通して育まれる友情が大切ということを再確認しました。

予定時間を約10分以上オーバーしましたが、大変有意義な例会となりました。

■ ライオンズクラブの目的
・世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展させる。
・よい施政とよい公民の原則を高揚する。
・地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に積極的関心を示す。
・友情、親善、相互理解のきずなによってクラブ間の融和をはかる。
・一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。
　ただし、政党、宗教の問題をクラブ員は討論してはならない。
・奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するよう

はげまし、また、商業、工業、専門職業、公共事業および個人事業の能
率化をはかり、道徳的水準をさらに高める。

■ ライオンズクラブの会員は、……／例会
　ライオンズクラブという世界最大の奉仕組織の一員と
なることで、一人ではとても実現不可能な事業を実施、
援助を必要とする人々に支援の手を差し伸べることが出
来るし、クラブの仲間や日本中、世界中に同じ目的を持っ
た新しい友人を得て友情を育むことが出来る。
　会員は義務感からではなく、好んで例会に出席し、仲
間たちと楽しい時間を共有することが望ましい。
　すべての会員は自分たちのクラブ例会が楽しく、有益
なものになるように努力すべきである。例会出席はすべ
ての原動力であることを認識して頂きたい。

 

ライオンズ

新人会員のための
知っておきたい 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！
９月第二例会資料
「ライオンズクラブ入門」より

9月誕生ライオン 事務局　宮本佳代子さん
最後の例会出席



◆10月第二例会　≪長野篠ノ井LC ＆ 長野中央LC　合同例会≫
10月26日（木）18：30 指導力育成(GLT)・会則付則・友好親善・

接待・大会・会員厚生副委員長 Ｌ.浅妻　豊

例会ニュース

◆10月第一例会　≪ライオンズスピーチ例会≫
10月12日（木）18：30 会員・会員増強（GMT）・家族会員（FWT）委員長　Ｌ.中島　しず枝

10月第一例会は、「ライオンズスピーチ例会」が開催されました。
例会に先立ち、新入会員の入会式が行われ、末岡和弘さん、日置隆さんが入

会され、あらたに２名のライオンが誕生しました。L.末岡、L.日置、入会おめ
でとうございます。会員増強を目指す今期、新入会員のお二人には大きな期待
が寄せられています。今後のご活躍をご祈念申し上げます。

スピーチ例会では、「私の仕事」（会員増強に向けて）をテーマに、L.若林秀幸、
L.渋谷一男、L.上田正昭、L.和田正彦の４名のライオンから、お話をいただきま
した。

自社の仕事の内容をはじめ、入会からこれまでのライオンズとの関わり方、
会員増強への思いなど、普段の活動ではなかなかお聞きできない内容ばかり
で、もっとお聞きしたいところでした。たいへん貴重なお話、ありがとうござ
いました。

当クラブの設営により、『長野篠ノ井LC・長野中央LC 合同例会』が
ホテル国際21「ブーランジェ」にて、2R3Zゾーン・チェアパーソンL.徳
武良彦をゲストにお迎えして開催されました。 

Ｌ.中城会長のゴングで開会し、長野篠ノ井LCのＬ.中島会長とＬ.中
城会長のご挨拶、公認ガイディングライオン認定証の授与、各委員会
報告、幹事報告等が行われました。また、長野篠ノ井LCからは、50周
年各委員会の状況報告もあり、熱気のこもった例会は、定刻より15分
超過して、閉会のゴングとなりました。 

合同例会後には、合同懇親会が盛大に開催されました。長野篠ノ井
LCのＬ.庭第一副会長の開宴の挨拶、L.徳武良彦の乾杯の『ウィサーブ』
で幕を開け、長野中央ライオンズクラブのマイク・コメンター(MC)Ｌ.田
中博明率いる“ゴッドハンド隊”が奏でるハンドベルの調べとともに楽
しい一時を過ごしました。 

なごやかな雰囲気の中、長野篠ノ井LCのＬ.中島会長とＬ.中城会長
ご両名によるライオンズローアを行い、続いて、両クラブが手と手を
取り合い、一つの輪になって「また会う日まで」を合唱し、最後は、Ｌ.小
林第三副会長のご挨拶で、有意義な交流の場となった合同懇親会が閉
宴となりました。

10月誕生ライオン

長野篠ノ井LC L.中島会長

2R3Z ZCP L.徳武良彦長野篠ノ井LC L.庭第一副会長

昨年クリスマス例会以来の復活「ゴッドハンド隊」



10月1日（日） 10：00～15：00
JR長野駅2F 東西自由通路 
イベントスペース　　　　

～ 食の奉仕活動 ～
『第10回 フードドライブ』

市民奉仕・環境保全委員長　Ｌ.原田　浩道

10月１日(日)、JR長野駅の2F東西自由通路イベントスペースにて、長野市と
の共催で334Eｰ地区2R14クラブをはじめ多くの団体の皆様にご後援・ご協力を
いただき、第10回目となるフードドライブを開催いたしました。

【会場の設営】　8:00～9:30
市民奉仕・環境保全委員会メンバーを中心に、会場となるJR長野駅の事務局

へのご挨拶、当日スケジュールの確認、設営関係物資の搬入などを実施。
受付のテーブル・椅子の配置、横断幕、養生シートの敷設など、早めに集合

した一般会員も加わり、着々と「フードドライブ会場」の準備が進められ、9:30
前には会場の設営が完了しました。

【開会式】　9:45～10:00
はじめに、L.中城会長より、「今日一日、頑張ってまいりましょう！」とのご

挨拶をいただき、参加会員の士気が高まりました。
担当の市民奉仕・環境保全委員会のＬ.原田委員長からは、スケジュールの説

明、役割分担の説明等、本日の活動の具体的な内容の説明がありました。
今回、共催をいただいている長野市より、本日ご参加いただく担当者にもご

挨拶をいただき、いよいよ「フードドライブ」本番の準備が整いました。
【受付】　10:00 ～ 15:00

受付中は、参加メンバーが「受付担当」「仕分担当」
「集計担当」に分かれて、寄付いただいた皆様とお持
ちいただいた食品の対応に当たりました。

好天に恵まれた10月最初の日曜日とあって、買い
物客や観光客でにぎわう中、お子様連れの方、若い世
代の方、外国人の方など大勢の皆様に食品をお持ち寄
りいただきました。

ご後援いただいている2Rのクラブからは、2R3Z
ゾーン・チェアパーソンL.徳武良彦をはじめ、多くの
ライオンの皆様に食品をお持ちいただきました。

また、アイバンク登録に関するPRとお願いも同時
に実施しましたが、こちらも多くの皆様にご登録をい
ただきました。

【閉会式・記念撮影】　15:00 ～ 15:30
閉会式に先立ち、ご来賓でお招きした334-E地区ガバナーのL. 山邉正重、第1副地区ガ

バナーL.菅沼哲夫、第2副地区ガバナーL.仁科 良三、地区名誉顧問L.増田悌造と本日の参
加会員による記念撮影が行われました。ご来賓の皆様、ありがとうございました。

閉会式は、Ｌ.原田委員長の司会のもと、以下の次第で進行されました。
１．長野市 加藤市長ご挨拶
２．集積物の集計結果発表　（L.上田正昭より）
３．目録の贈呈　（L.中城会長より）
　＜贈呈先＞　　 「フードバンク信州」様、「円福寺愛育園」様、「三帰寮」様、「松代福祉寮」様
４．謝辞　　「三帰寮」　西澤武十 寮長様
最後には、本日にご参加いただきました皆様全員による記念撮影が行われ、本日の「フー

ドドライブ事業」が無事終了となりました。

特 集



【最後に】
今回のフードドライブでも、事業当日以前より各方面の御理

解ある方々より物資提供が始まり、当日を待つまでもなく多く
の物資が寄せられました。また、当日も今回の開催場所が公共
交通機関の出入口という初の試みでしたが、例年にも増して一
般市民の方々を始め多くの方が足を運んでいただいたように見
受けられました。

今回開催場所の長野駅東西自由通路を使用するにあたり　共
催をいただいた長野市生活環境課からのご支援はたいへん心強
いものでした。贈呈式には長野市長の御臨席もいただき、実り
ある事業ができたのではないかと思われます。長野中央ライオ
ンズクラブ発信のフードドライブ事業が　今後益々大きな成果
を出して社会奉仕の力添えになって行くよう、今後も取り組ん
で参りましょう！

最後になりましたが、今年も2R14クラブの皆様はじめ、多く
の関係各位の皆様、会員各位にはたいへんなご尽力をいただき
ましたことを厚く御礼申し上げます。

＜集計結果＞
　食品総数　5,272個　　米64kg　　野菜46kg
■内訳

食　　品 個数 食　　品 個数
１．乾麺 646個 ７．米（米もみも含む） 64g
２．乾物（のり、椎茸、麩 等） 308個 ８．お茶 84本
３．インスタント・レトルト食品 1,971個 ９．もち 5袋
４．調味料 251個 10．缶詰 452個
５．野菜 46kg 11．飲料 476本
６．菓子類 1,077個 　 　

＜物資贈呈先施設名＞
　　◇児童養護施設　・・・「円福寺愛育園」「三帰寮」「松代福祉寮」
　　□非営利活動法人 ・・・「フードバンク信州」
＜参加者・協力者数＞
　　参加者・協力者総数　297名（会員41名、一般236名、他クラブ・その他20名）
　　参加企業数　　　　　 11社（一般企業）※クラブ会員企業は除く。

「フードドライブ」と「フードバンク」の違い
■「フードドライブ」

家庭で保存されている（余っている）食料品を持ち寄ったり、企業や団体からの寄付や善意に基づき購入した食品
を、食料の確保が困難な団体（児童養護施設、母子家庭支援施設ホームレス支援団体等）や生活困窮者（家庭）を支援す
るための奉仕活動のこと。「ドライブ」とは、寄付募集の運動、さらに集めるという意味があり、フードドライブとは

「食べ物を集める運動」という意味。個人が自宅の食品を持ち寄るのが特徴であり、「草の根型」の支援活動が特徴。

■「フードバンク」
「フードバンク（食料銀行）」は、集まった食料を活用する取り組みのこと。
主に食品メーカーやスーパーなどの企業から不要な食品を集めて、各施設に寄贈するしくみ。
集められた食品は、支援必要とする生活困窮者や福祉施設・支援団体等に無償で提供。

共催：長野市
後援： ライオンズクラブ国際協会 334-E地区

２リジョン 14クラブ
　　　長野市社会福祉協議会
　　　長野市教育委員会
　　　ガールスカウト北信地区協議会
　　　国際ソロプチミスト長野－みすず
協力：NLSグループ
　　　社会福祉法人廣望会

長野経済新聞　
10月５日号に掲載



◆11月第一例会　≪１日役員例会≫
11月９日（木）18：30 PR・情報・記録保存・会報・IT委員長　　Ｌ.伊藤　博

◆11月第二例会　≪上越中央LC ＆ 長野中央LC　合同例会≫
11月22日（水）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 　 Ｌ.宮下　正典

例会ニュース

11月第一例会は、「一日役員例会」が開催されました。
＜一日役員メンバー＞
・会長：Ｌ.原田　浩道　　　　　・前会長：Ｌ.内田　秀樹
・第一副会長：Ｌ.齋藤　栄嗣　　・第二副会長：Ｌ.駒津　　敏
・第三副会長：Ｌ.宮下　正典　　・幹事：Ｌ.徳武　好春
・会計：Ｌ.小林　　学　　　　　・ライオンテーマー：Ｌ.田中　博明
・テールツイスター：Ｌ．小山　卓延

通常例会とは異なる一日役員メンバーによる進行となった例会は、ライオン
テーマー役のＬ.田中博明の進行のもと、「一日役員就任の挨拶」が行われ、ライ
オンズクラブへの思いや入会からの想い出話、プライベートなお話など、メンバー
それぞれの個性が発揮された挨拶が披露されました。

一日役員の皆様、お疲れ様でした。ご協力ありがとうございました。
なお、今期会員増強がクラブの大きな課題である中、L.渋谷一男より、「入会招

請」について、ライオンズ必携の内容からご紹介をいただきました。

11月第二例会は，当クラブの友好クラブであり、今年４月に創立50周年を迎
えられた上越中央LCとの合同例会が行われました。上越中央LCから9名のご出席
をいただき，また当クラブからも31名が出席して，合同例会及び合同親睦会が盛
大に行われました。

合同例会では，上越中央LC Ｌ.阿部雅洋会長及び当クラブＬ.中城秀樹会長のご
挨拶，両クラブの幹事報告が行われました。　

例会に引き続き開催された合同親睦会では，両クラブのライオンが一つのテー
ブルを囲んで親睦を深めつつ，Mr.MCマジックショーの皆さんによる，豪華かつ
ミラクルなマジックを楽しみました。途中，当クラブの女性Lによる不思議な声
の出演もあり，ショーに華を添えてくれました。最後にはL.阿部会長、L.中城会
長によるライオンズローアが行われ、両クラブで手を携え出席者全員で「また会
う日まで」を歌って別れを惜しみました。

上越中央LCの皆様，遠方よりお越しいただきましてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

■「入会招請」（標準版クラブ会則　第２項）—　ライオンズ必携より
本ライオンズクラブへの入会は、招請のみによる。・・（中略）会員委員会が検討した上で、会

員委員長または幹事はこの推薦状を理事会に提出する。理事会の過半数の承認を得た場合に、新
入会員候補は入会招請を受けて、本クラブの会員となることができる。（以下略）
※招請…（人を）招き迎えること。

11月誕生ライオン

上越中央LC L.阿部会長

上越中央LC L.高倉幹事 上越中央LC L.佐藤出席委員長

上越中央LC L.浅野友好クラブ委員長



アクティビティ・レポート

 視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長
　Ｌ.有賀良和

今年も、ながの東急百貸店第一駐車場をお借りしまして、台風による雨
が心配された９月の3連休の初日、「秋の街頭献血運動」を無事に開催する
ことができました。

17名の会員の皆様及びガ－ルスカウトの皆様にも参加していただき、
人通りはやや少なめでしたが、皆様元気よく声高らかに、ポケットテッシュ
配りながらの献血の呼び込みを行いました。その結果、大勢の方を献血車
までお連れすることができました。このような心を込めた奉仕活動が、い
ずれは社会に根付いていってほしいと感じた一日でした。

長野県赤十字血液センタ－の皆様また関係者の皆様、本当にご協力ご苦
労様でした。今後とも社会貢献に繋がる奉仕活動に力を注いでまいりま
しょう。

 市民奉仕・環境保全委員長
　Ｌ.原田浩道

「クリーン長野運動推進本部」の呼びかけで実施される環境美化キャン
ペーン「秋のゴミゼロ運動」に参加しました。参加された皆様、
日曜日の朝早くからお疲れ様でした。

 視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長
　Ｌ.有賀良和

小雨の中、長野駅前にて「献血サーブデイ」
の活動が行われました。献血啓発用のティッ
シュを配布しながら、献血に対するご理解
とご協力をお願いしました。ご参加のメン
バーの皆さん、お疲れ様でした。

街頭献血運動
9月16日（土）9：30～16：00

秋のゴミゼロ運動
10月15日（日）9：00～10：00 

献血サーブデイ
11月18日（土）10：00～11：00 

　これまで例会でもご案内のとおり、当クラブの「facebook」に毎回
の例会やアクティビティの記事を掲載しておりますので、ご覧ください。
当クラブの「facebook」の記事の閲覧方法は以下のとおりです。
１．「facebook」のアカウントをお持ちの方
「facebook」にログインした状態で、検索フォームから「長野中央
ライオンズクラブ」で検索するなどで当クラブのページを表示します。

　　（https://www.facebook.com/naganochuo/）
２．「facebook」のアカウントをお持ちでない方
　１）インターネットの検索画面から「長野中央ライオンズクラブ」で

検索して、当クラブのホームページを表示します。
（http://nagano-chuo-lions.logos.jp/）

　２）当クラブのホームページより、画面左側の「活動内容」のボタン
をクリックすると、画面中央に「facebook」のページが表示さ
れます。

当クラブの「facebook」をご覧ください！ PR・情報・記録保存・
会報・IT委員会からのお知らせ

facebookの
ページ



L.渋谷　一男 5,000円
新入会員のスポンサーができて！
L.村上　義徳 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.塚田　勝彦 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.眞田　法海 3,000円
高校３年の孫娘。国の補助をいただき、アフ
リカでの40日間のボランティアを成し遂
げ、無事帰国して、安心しています。

合計 　19,000円

10月26日（第二例会）
L.原田　浩道 10,000円
多大なフードドライブへのご協力、ありがと
うございました。また前日、２アンダーを含
む初の70台が出ました。
L.齋藤　栄嗣 10,000円
誕生日祝い、ありがとうございました。
篠ノ井LCチャリティーゴルフにて、ベスト
グロス賞をいただきました。

お花のドネーション 49,000円

合計 69,000円

11月９日（第一例会）
L.原田　浩道 5,000円
１日役員を務めさせていただき、ありがとう
ございました。
L.齋藤　栄嗣 5,000円
１日役員を務めさせていただき、ありがとう
ございました。
L.駒津　敏 2,000円
１日役員例会、貴重な経験をありがとうござ
いました。
L.宮下　正典 5,000円
１日役員を務めさせていただきまして、あり
がとうございます。
L.徳武　好春 2,000円
小山君、お疲れ様です。
L.小林　学 1,000円
１日役員の貴重な経験、ありがとうございま
す。
L.田中　博明 2,000円
１日役員の貴重な経験、ありがとうございま
す。
L.小山　卓延 2,000円
１日役員例会、並びに誕生日プレゼントをい
ただき、ありがとうございました。
L.伊藤　博 3,000円
本日の１日役員例会、ご協力ありがとうござ
いました。
L.竹内　伊吉 5,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.有賀　良和 2,000円
52回目の誕生日を迎えられます。頑張って
人生を楽しみます。

合計 34,000円

11月22日（第二例会）
L.宮下　正典 5,000円
上越中央ライオンズクラブの皆様、ようこそ
お越しいただきまして、ありがとうございま
す。親睦会もよろしくお願いいたします。
L.髙田　茂 5,000円
早く帰りにて、申し訳ございません。
匿名希望 3,000円
ようこそ！　上越中央ライオンズクラブ様
L.鹿熊　彰 10,000円
久し振りで血の流れを良くしてきました。
10年くらい若返ったと思います。

合計 23,000円

新入会員
L．末岡　和広
(有)末岡製本所

スポンサー
L．渋谷　一男
所属委員会
会員・会員増強（GMT）・家
族会員（FWT）

L．日置　隆
（株）ヒオキ楽器

スポンサー
L．和田　正彦
所属委員会
市民奉仕・環境保全

ドネーション
９月１4日（第一例会）
L.安藤　邦雄 5,000円
久しぶりに出席しました。体調も徐々に上向
いています。
L.和田　正彦 5,000円
お誕生日プレゼント、わざわざお届けいただ
き、ありがとうございました。
L.上田　正昭 10,000円
９月16日で、会社創立50周年を迎えること
ができます。たいへんありがとうございます。
L.小林　学 2,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.三浦　靖雄 3,000円
ITCゴルフコンペ、初出場で優勝しました。
L.中島　英明 3,000円
本日は、フードバンク信州 美谷島様、一宮
サウスライオンズクラブ L.杉本会長ご夫
妻、例会ご参加ありがとうございます。
L.伊藤　博 2,000円
2017-2018 会員名簿と第53期１号の会報
を発行させていただきました。

合計 30,000円

９月28日　（第二例会）
L.村上　義徳 5,000円
娘が県展書道の部で入選しました。自慢の我
が子です。
L.北村　倢一 10,000円
フードドライブ、食品を取りに富岡へ６名の
ライオンに行っていただき、ありがとうござ
います。
L.大前　憲治 3,000円
秋らしくなりましたが、季節の変わり目は体
調にどうぞお気を付けください。
L.増田　隆雄 5,000円
９月15日にサファイア婚（結婚45年）を無
事に迎えました。

合計 　23,000円

10月12日（第一例会）
L.若林　秀幸 5,000円
会員スピーチ例会でお話させていただき、あ
りがとうございました。
Pepper がんばります。

編集後記
　９月10月と天候不順が続き、秋を
十分満喫できていない物足りなさを
感じながら初冬を迎える中、皆様の
ご協力により、第53期会報第２号を
発行することができました。
　今号は、９月～11月までの例会・
アクティビティ中心の記事としてお
ります。当クラブの大きなアクティ
ビティである「フードドライブ」（10
月１日開催）が区切りの第10回を迎
えたこともあり、前年同号と同様、
見開きで特集記事として「第10回
フードドライブ」を掲載しました。
今号が「フードドライブ」のPR資
料にもなりましたら、幸いです。
　今後も、盛りだくさんの例会・ア
クティビティが企画されておりま
す。引き続き、各委員長をはじめ会
員の皆様には会報発行へのご協力を
お願いいたします。
 編集委員長　L.　伊藤　博

〔会報第301号〕
2017年12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

合計 23,000円合計 23,000円


