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例会ニュース
◆12月第一例会 ≪会員スピーチ例会
（私の中のLC）
≫
市民奉仕・環境保全委員長 Ｌ.原田 浩道
12月1４日（木）18：30
例会に先立ち、新入会員の入会式が行われ、本日より新たに小出靖(おさむ)様を
お迎えしました。小出ライオン、入会おめでとうございます。今後のご活躍をご祈
念申し上げます。
例会は『私の中のライオンズクラブ』とサブタイトルが付いた会員スピーチ例会
が執り行われました。担当委員会の中で講演者を選抜し L.有賀良和、L.鹿住みよ子、
L.小林博の3名より快諾を得て、それぞれのお立場から普段お聞きすることのできな
い貴重なお話をいただきました。
また、スピーチの進行役を務められた副委員長 L.上田正昭の講演者とスピーチ内
容への絶妙のコメントによって、例会が一段と引き立ちました。
日頃会員同士親しくしている中でも、それぞれのライオンのお話を聞く機会を得
ることは、これからのクラブ活動を進めていく上で大変有意義なことと感じており
ます。今後も講演例会等を含め相互理解をより深め、活発なアクティビティが行わ
れていくよう努力してまいりたいと思います。講演いただきました３名のライオン
には改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

12月誕生ライオン

新人会員のための
知っておきたい

ライオンズ

新入会員スポンサーアワードの表彰
L.渋谷一男 L.和田正彦

用語
略語

■地区・R（リジョン）
・Z（ゾーン）
長野中央ライオンズクラブは、
「ライオンズ国際協会＜334-E地区＞
の2R（リジョン）3Z（ゾーン）
」に所属するクラブです。
１）
＜334-E地区＞とは、334複合地区内の334-Eという準地区の意味で
あり、長野県（全県）を示しています。
２）
2Rとは334-E内を４つのＲ（リジョン）に分けた２番目のRであり、
それぞれのRはおおよそ以下の地区を示しています。
・１R … 南信地区
・２R … 北信地区
・３R … 中信地区
・４R … 東信地区
３）
さらに、各R（リジョン）内はZ（ゾーン）に分けられており、２
R3Zとは、2R内の３番目のＺ（ゾーン）を示しています。
2R（北信地区）の各Zとそれぞれの所属クラブは、
以下のとおりです。
〔1Z〕
（４クラブ）
長野LC、長野松代LC、長野千曲LC、
長野グリーンシティLC
〔２Z〕
（５クラブ）
須坂LC、中野LC、飯山LC、
長野山ノ内ゆけむりLC、小布施LC
〔３Z〕
（６クラブ）
長野篠ノ井LC、長野みすずLC、長野りんどうLC、
信州新町LC、長野白樺LC、長野中央LC
毎年、2R全クラブでの新年合同例会、2R3Z合同のガバナー公式訪問の
特別例会などが開催されます。
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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！

■クラブ内の委員会名などに使用されている略語
◇会員・会員増強（GMT）
・家族会員（FWT）委員会
・
「GMT」は、Global Membership Team（グロー
バル・メンバーシップ・チーム）の略
・
「FWT」は、
Family Women's Team（ファミリー・
ウィミンズ・チーム）の略
◇指導力育成（GLT）
・会則附則・友好親善・接待・大会・
会員厚生委員会
・
「GLT」は、
Global Leadership Team（グローバル・
リーダーシップ・チーム）の略
◇YCE・少年少女指導・LCIF委員会
・
「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（ユース・キャ
ンプ・エクスチェンジ）の略
・
「LCIF」は「ライオンズクラブ国際財団」のこと、
Lions Clubs International Foundation（ライオン
ズクラブズインターナショナルファウンデーション）
の略
◇日本・フィリピン合同医療奉仕活動「J&P JMM」
・
「J&P JMM」 は、Japan and Philippines Joint
Medical Mission（ジャパン アンド フィリピン
ジョイント メディカル ミッション）の略
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例会ニュース
◆12月第二例会 ≪家族とともにクリスマス例会≫
YCE・少年少女指導・LCIF委員長 Ｌ.坪根 正晃
12月20日（水）18：30
12月第二例会は、毎年恒例の「家族とともにクリスマス例会」が開催されました。
クリスマスパーティーは、L.塚田第二副会長の開会のことばで開会され、L.中城会長のあいさつの
あとのオープニングセレモニーでは「丸山みゆきと仲間たち（キーボード：秋山佳一郎、フルート：
渡辺幸絵）
」の皆様から、この日にぴったりなクリスマスソングをご披露いただき、クリスマス例会
の場が整ったところで、L.北村前会長の乾杯ウィサーブで宴席がスタートしました。
「丸山みゆきと仲間たち」の皆様には、引き続きミニコンサートとして、素晴らしい歌と演奏をご
披露いただきました。ボーカルの丸山みゆきさんからは、歌いながら会場内を回り、会員にもマイ
クで歌う機会をいただくパフォーマンスも飛び出しました。
（なお、丸山みゆきさんは当時人気スポ
根ドラマ「スクール・ウォーズ」第2弾の主題歌「FIRE」を歌った、知る人ぞ知る歌手の方です。
）
続いて、アトラクションとして「情熱結集タイム シーズン２」と題して、ビンゴゲーム・ゴッ
ドハンド隊・プレゼントタイムと会場参加型の企画が次々と繰り広げられ、クリスマス例会にふさ
わしく賑やかな楽しい雰囲気となりました。
最後は全員参加の「また会う日まで」が盛大に行われ、L.小林博第三副会長の閉会のことばで幕
を閉じました。今年も大勢のご家族の皆様にご参加をいただき、ありがとうございました。また、
昨年に引き続き、豪華なアトラクションを企画していただいた担当会員の皆様、たいへんお疲れ様
でした。ありがとうございました。

◆1月第一例会 ≪334-Ｅ地区2R 新年合同例会≫
1月12日（金）15：30

出席委員長

Ｌ.小林

学

新年１月12日(金)午後３時30分よりホテル国際21にて、
「334-E地区2R 新年合
同例会・新年祝賀会」が開催され、当クラブからも大勢のライオンが参加いたし
ました。
合同例会では、ホストクラブの長野白樺ライオンズクラブ L.大田会長からのご
挨拶、ご来賓の阿部守一長野県知事、国際理事 L.佐藤義雄からのご祝辞、334-E
地区ガバナー L.山邉正重からの年頭のごとばをいただきました。
祝賀会では、樋口博長野市副市長からのご祝辞、334-E地区第一副地区ガバナー
L.菅沼哲夫の乾杯のご発声で開宴となり、「坂本あゆみ クラシック＆ジャズカル
テット」によるフルート・ピアノ・ギター・ベースの演奏が会場の和やかな雰囲
気を演出しました。
最後は334-E地区第二副地区ガバナー L.仁科良三のご発声で、新春に相応しい
豪快なライオンズ・ローアが行われて閉会となりました。
ホストクラブの長野白樺ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。
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例会ニュース
◆1月第二例会 ≪会員スピーチ例会
（企業創業者）
≫
PR・情報・記録保存・会報・IT委員長 Ｌ.伊藤 博
1月25日（木） 18：30
今回の会員スピーチ例会は、
「企業創業者」をテーマにL.竹内伊吉に講演をお願い
しました。L.竹内伊吉は、昭和39年に起業されて以来、50年以上にわたり、宅地開
発分譲事業・マンション分譲事業・不動産賃貸事業・福祉介護関係事業など幅広く
事業を展開され、長野市を中心に地域発展・地域開発に大きく貢献されてきました。
社名・創立の経緯や社是・経営方針などお話いただいたあと、2014年に創立50
周年を記念して制作されたDVDが上映され、会社の50年の歩みを垣間見ることが
できました。
講演の最後には、新たな分野への取り組みとして、地域開発の事例紹介、福祉関
係事業の紹介が行われ、今後も地域に貢献されていかれる様子がよくわかりまし
た。L.竹内伊吉、たいへん貴重なお話ありがとうございました。
本日の例会では、
L.鹿住会計より53期上半期の決算報告、
L.有賀良和が参加する「日
本・フィリピン合同医療奉仕活動」の壮行会なども行われ、盛りだくさんの内容と
なりました。

■ L.清水邦助 追悼式 18:30〜18:50
例会に先立ち、当クラブで26年にわたり活躍され、昨年
11月10日に逝去されました L.清水邦助の追悼式が行われま
した。
ご遺族、役員八役、友人代表による献花が行われたあと、L.中
城会長の弔辞、続いて友人を代表してL.上野仁よりお別れの
言葉が捧げられ、L.清水邦助を偲びました。最後に、ご子息
様の清水淳一様より御礼のご挨拶をいただきました。
L.清水邦助のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

L.清水邦助 お別れの言葉
謹んでお別れのご挨拶を申し上げます。
清水邦助ライオンは、1992年に久保藤平ライオンのスポンサーにて入会され、26年
にわたりクラブの役職を数々務められ、クラブ運営にたいへんなご尽力、ご指南を賜
りましたことに深く敬意を表します。
人の和の精神、人と人とのつながりを大事にされ、何時も笑顔で人に接し、本当に「昔
風の職人」のお人柄であったと思います。
楽しみのゴルフは、何度もお付き合いさせていただきましたが、スローモーションを
見ているようなゆっくりとしたスイングで正確に的を狙うという独特のプレーは今で
も目に焼き付いております。
昨年11月10日の訃報を耳にして、ただただ茫然をいたしましたが、人の命のはかな
さをあらためて感じた次第です。どうか安らかにお休みください。心よりご冥福をお
祈り申し上げ、お別れのご挨拶をいたします。
合掌
L.上野 仁
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最後の例会出席となった
昨年10月12日の例会の
L.清水邦助
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例会ニュース
◆２月第一例会 ≪資金獲得例会≫ 〜 北村源三 トーク＆コンサート 〜
２月４日（日）15：30 長野市若里市民文化ホール 計画・財務委員長 Ｌ.村上 義徳
２月第一例会は、資金獲得例会が開催されました。計画・財務委員会による年
間例会計画の際、今期第53期の資金獲得例会は「全員参加の事業資金獲得例会に
なるように」という目標から、運営委員会（４委員会）合同の担当で開催するこ
ととしました。
近年ピアノを主体にしたコンサートが続いており、今期は「管楽器のコンサー
トにしたい」との意見が多数あったことから、ヒオキ楽器さんにお願いして、ト
ランペット演奏の第一人者である北村源三さんの「北村源三トーク＆コンサート」
の開催を決定しました。
会場となった長野市若里市民文化ホール内の特設会場にて通常例会が行われた
あと、午後５時より会員家族や近隣のライオンズクラブの皆様はじめ、大勢のお
客様とともに約１時半のトーク＆コンサートを堪能しました。
北村源三さんは、NHK交響楽団の首席トランペット奏者を務められ、56歳で定
年退職されたあとも奥様と全国で演奏活動を続けられており、今年81歳を迎えら
える、まさに「トランペットのレジェンド」
。長きにわたる演奏経験からにじみ出
る人間味あふれるトークと、洗練された素晴らしい演奏に、普段トランペットに
馴染みのない皆様もすっかり魅了され、感動的なトーク＆コンサートとなりまし
た。私も北村源三さんのトークと演奏を聴きながら、改めて一生涯現役で過ごせ
ていけたらと感じました。
当日は、500人以上の皆様ご来場いただき、成功裏に終了することができまし
た。また会員の皆様のお陰で予算を超える資金獲得ができました。ありがとうご
ざいました。

◆２月第二例会 ≪奉仕活動講演例会≫
視覚障がい者福祉・四献推進委員長 L.有賀 良和
２月22日（木） 18：30
２月第二例会は、長野県赤十字血液センター献
血推進課より村田近文課長様を講師にお迎えし「奉
仕活動講演例会」が開催されました。
輸血経験者のメッセージを中心とした献血啓発
のDVD「ありがとうの手紙」を視聴したあと、村
田課長様からは、献血された血液の使われ方、若

村田課長

様

者を中心とする献血者が減少傾向にあること、献
血に関しては私たちライオンズクラブの活動に大
きな期待が寄せられていることなど、献血に関す
る貴重なお話をお聞きしました。ありがとうござ
いました。献血の啓蒙活動の大切さを再認識した
例会となりました。
2月誕生ライオン

例会では、L.有賀より、日本・フィリピン合同医
療奉仕活動（JMM）への参加からの活動報告が行
われ、現地での活動の様子やL.山邉地区ガバナーか
らの「ご協力への御礼」の文書も紹介されました。
〔アクティビティレポート1
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アクティビティ・レポート 1
第43回 日本・フィリピン合同医療奉仕活動

2月９日（金）〜12日（月）

日本・フィリピン合同医療奉仕活動実行委員 L.有賀良和
ライオンズクラブ国際協会334-E地区の第43回目となる、日本・フィリピン合同医療奉
仕活動が実施されて、長野中央ライオンクラブからは有賀が代表して、NL（ノンライオン）
の県内在住の在日フィリピン人の皆様10名と一緒に、この奉仕活動に参加させていただき
ました。
今回は334-E地区からは、総勢180名程の参加となりました。2日間に及ぶマニラでの医
療奉仕活動は、歯科・眼科・内科に分かれて行われ、息つく間もなくドクターライオンの
指示のもと、無事に活動を終了することができました。天候にも恵まれ、各会場には多く
の住民の方々が集まってきてくださり、診察を受けておりました。その中でも一緒に参加
いただいた在日フィリピン人の皆様は、例年どおり通訳ボランティアとして私たちと現地
の人たちとの言葉の架け橋となって、活躍しておりました。
今回もこの国境を越えた奉仕活動ができたことは、大きな成果となり、また新たな経験
と課題等も見えてきたような気がします。
今後も「We Serve」の精神を心にこめて、皆様と一緒に活動して行きましょう。

1日目の会場

1日目の眼科

1日目の歯科

1日目の内科

2日目の眼科

2日目の歯科

2日目の内科

晩餐会

「LCIFへの献金」 ご理解・ご協力のお願い
ライオンズクラブ国際財団（LCIF：Lions Clubs International foundation）は、ライオンズクラブの活動を支援する
ために設立された。LCIFの交付金を活用することで、クラブは個別に行う以上の奉仕を実施することが出来る。
ライオンズクラブは、世界的な活動として、アフリカ及びラテンアメリカでのオンコセルカ（河川失明）症の予防や、
ルーマニアでの心臓病を患う子どもたちへの援助、南アジアの津波災害の被災者救済なども実施。これまでに８億ドル強
をさまざまな活動に交付している。（2016年８月現在）
交付金にはさまざまな種類（一般援助交付金・国際援助交付金・四大交付金・緊急援助交付金・災害準備交付金・地域
復興交付金・大災害援助金・用途指定援助金）があるが、日本のクラブが活用している交付金は、主に「一般援助交付金」
「国際援助交付金」で単一クラブで取り組むには資金的に困難な人道支援事業に活用している。発展途上国での教育支援
など、海外での事業に活用されるケースが多い。

（以上、「初級編

ライオンズクラブ入門」参照）

当クラブでも、LCIFへの献金に関する資料やクラブ会員全員の参加による献金のお願いの文書が提示されていますが、
LCIFについて十分ご理解の上、今後ともLCIFへのご協力をお願いいたします。
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アクティビティ・レポート2
献血サーブデイ

視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長

Ｌ.有賀良和

視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長

Ｌ.有賀良和

12月16日（土） 10：00〜11：00
先月11月に引き続き、長野駅前にて「献血サー
ブデイ」の活動が行われました。朝から気持ちよく
晴れた師走の土曜日とあって、長野駅前は人通りも
多く、献血啓発用のティッシュの配布も順調でし
た。ご参加のメンバーの皆様、お疲れ様でした。

街頭献血運動
２月17日（土）10：00〜15：30

ながの東急百貨店 第一駐車場にて、当クラブ毎年恒例のアク
ティビティ「街頭献血運動」が行われました。
午前中から雪が降りしきるあいにく天候の中、献血PRの
ティッシュを配りながら、献血へのご協力をお願いしました。
午後も、平昌オリンピックフィギアスケート男子フリーの放
映の影響もあったようで、全般に人通りはやや少なめでしたが、
大勢の皆様にご協力をいただきました。ありがとうございまし
た。また、雪の中、朝から参加の会員の皆さん、たいへんお疲
れ様でした。

「骨髄バンク」へのドナー登録について
現在
現在、１年間に約１万人の方が白血病など重い血液の病気と診断さ
１年間に約１万人の方が白血病など重い血液の病気と診断さ
れており、
「骨髄バンク」では白血病などの患者さんへ移植する造血幹
細胞を提供するドナー（提供者）の登録を募集しています。
＜ドナー登録できる方の条件＞
１）骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方
２）18〜54歳で健康な方
３）体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方
※ただし、血圧、病気の既往症などによってはドナー登録をご遠慮いただく
場合があります。

新人会員のための
知っておきたい

ライオンズ

用語
略語

ドナー登録後は、患者さんとHLA型が合い、ドナー候補者に選ばれ
るのは、ドナー登録者の約37％。登録してからすぐに選ばれる方もい
れば、登録したことを忘れてしまうくらい時間がたってから選ばれる
方もいます。
当クラブでも、L.中島しず枝が「ドナー登録説明員」の資格を取得し
ており、2/17の街頭献血運動では、L.中島しず枝を登録説明員とする
ドナー登録窓口を開設しました。会員の皆様のご理解とドナー登録へ
のご協力をお願いいたします。なお、このたびL.有賀良和、L.伊藤博、L.中
島英明の3名がドナー登録を行いました。

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！

■ライオンズクラブのモットーとスローガン
〔モットー〕「We Serve（われわれは奉仕する）
」
このモットーは、1954年、国際協会が募集したコンテストの応募作の中から、カナダ・オンタリオ州フォントヒルライオン
ズクラブのL.スティーブンソンの作品が採択されたものである。主語が「私」ではなく、
「われわれ」であるところにライオンズ
クラブの特徴がよく現れている。皆が力を合わせて人道奉仕を行う。助け合う。そういう組織のモットーである。
〔スローガン〕
「Liberty, Intelligence, Our Nationʼs Safety」
（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる。
）
1919年に行われた第３回大会でコロラド州デンバーのL.ハルステッド・リッターが行った以下の演説により、1917年の最初
の会議で決定した「LIONS」の名称に異議を唱える者はなくなった。
「LIONSの綴りは、我々がアメリカ市民としての真の意義と基盤を持つことを広く国民に宣言するものです。
すなわち、LはLiberty、IはIntelligence、O、N、SはOur Nationʼs Safety、これらの頭文字を組み合わせたものです。
」
そしてこれが、ライオンズクラブのスローガンとなったのです。
（以上、
「初級編 ライオンズクラブ入門」参照）
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L.北村

新入会員
L．
小出

靖（おさむ）

（株）勉強堂
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.鹿熊

12月14日 （第一例会）
1,000円

本日は、ご静聴ありがとうございました。
献血、よろしくお願いいたします。
L.鹿熊

彰

5,000円

会報表紙に３箇所も載せていただき、ありが
とう。
L.北村

倢一

5,000円

75歳になりました。
L.小林

博

3,000円

スピーチ、無事終了しました。
L.鹿住

みよ子

彰

5,000円

夫婦でクリスマスパーティーを（ケンカしな
いで）楽しませていただきました。
お花のドネーション

48,500円

合計

80,500円

L.海野

良和

5,000円

１月25日 （第二例会）

ドネーション

L.有賀

倢一

夫婦でビンゴ、ありがとうございます。

正信

2,000円

12月の誕生日祝い、ありがとうございまし
た。
L.上野

仁

13,000円

誕生日祝い、ありがとうございました。
クラブ例会、欠席が多くてすみません。
L.竹内

伊吉

5,000円

会員スピーチ例会で、企業創業者スピーチさ
せていただきました。
L.伊藤

博

3,000円

会員スピーチ例会、L.竹内伊吉からの貴重な
お話、ありがとうございました。
L.三浦

靖雄

3,000円

クリスマス例会では、急用で早退しました。
3,000円

L.田中

博明

1,000円

お誕生日祝い、ありがとうございます。
スピーチ、ご静聴ありがとうございます。

故清水邦助ライオン、お悔み申し上げます。

L.駒津

合計

敏

3,000円

27,000円

四葉会の旅行の会で、昨日富山へ行ってきま
した。
ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。

２月４日 （第一例会）

L.高田

2,000円

L.村上

3,000円

北村源三コンサート。チケット販売ありがと
うございました。お陰様で、開演ができ、予
算も達成できました。感謝です。

茂

チケット残金
L.中島

英明

小出ライオン、これからライオンズ活動、頑
張ってください。
どうかよろしくお願いいたします。
L.村上

義徳

3,000円

「北村 源三コンサート」が来年２月４日に
開催されます。
チケットの販売、
よろしくお願いいたします。
L.松本

節子

5,000円

お誕生日祝い、ありがとうございます。
合計

33,000円

12月20日 （第二例会）
L.徳武

好春

2,000円

クリスマス例会、皆で盛り上がりましょう！
L.宮下

正典

5,000円

メリークリスマス！
L.上田

正昭

裕子

5,000円

12月13日、ユニバーサル観光バスを御利用
いただき、ありがとうございました。

敏

10,000円

3,000円

１月の誕生日祝い、ありがとうございます。
合計

13,000円

２月22日 （第二例会）
L.小林

学

1,000円

北村源三トーク＆コンサート、大勢の観客の
動員ありがとうございました。
L.有賀

良和

3,000円

本日の奉仕活動講演例会のご静聴ありがとう
ございました。第43回JMMに参加させてい
ただき、感謝申し上げます。
L.宮下

正典

２月下旬からようやく春めいた日
も目立ってまいりましたが、今冬は
近年になく、たいへん寒さの厳しい
日が続きました。
そんな中、皆様のご協力により、
12〜２月の例会・アクティビティの
記事を中心とした第53期会報第３号
を発行することができます。
冬季オリンピックイヤーの今年、
2/9〜2/25 平昌オリンピックが開催
され、日本人選手の大活躍もあり、
大いに盛り上がりました。オリン
ピックは「平和の祭典」
、五輪マー
クは世界の５つの大陸がつながっ
て、世界が一つになっていることを
示しています。オリンピックを見な
がら、「世界平和」を実現する鍵は
スポーツを通じての人々の交流では
ないかと、あたらめて感じた17日間
でした。
会報制作にあたり、毎月の例会・
各アクティビティを追いかけていま
すと１年が経過していくのがとても
早く感じます。
今期53期もあと４ヵ月となり、会
報の発行も４号を残すのみとなりま
したが、引き続き会員の皆様にはご
協力をお願いいたします。

編集委員長

久次郎

10,000円

米寿を迎え、感謝申し上げます。
これからもよろしくご指導の程、お願い申し
上げます。
L.北村

倢一

10,000円

クラブからお見舞いをいただき、ありがとう
ございました。
合計

L.

伊藤

博

〔 会 報 第 302号 〕

5,000円

誕生日祝いをいただきまして、ありがとうご
ざいます。
L.小林

10,000円

(株)長野エネルギー開発で、小水力発電所を
建設いたします。
よろしくお願いいたします。
L.前田

L.駒津

義徳

編集後記

29,000円

2018年3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． 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
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