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「感謝と奉仕」

6/21

53期役員の皆様・地区委員の皆様、
お疲れ様でした

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！』
Letʼs Challenge more Aggressively to Serve
〜新たなる山を求めて〜
5/27

春のゴミゼロ運動

6/3

334複合地区年次大会参加

例会ニュース
◆３月第一例会 ≪新会員スピーチ例会≫
３月８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

３月第一例会は「新会員スピーチ例会」が行われました。比較的取り組み易い企画でしたので、さっ

そく今期入会された３名にお願いし、快諾をいただきました。やれやれと思っていたところ、例会間近

となって予定者の１名が急遽の退会とのことで少々慌ててしまいましたが、昨年10月入会の新入会員
Ｌ.末岡和広，Ｌ.日置隆の２名と３年目のＬ.田中博明にスピーカーをお願いすることになりました。

話の内容は「自分の仕事・趣味・家族・夢、何でもOKで10分にまとめてください」と事前にお伝えし、

ただし当日は時間制限ルールを採用して、
「ちょうど10分で終らない場合、長くても短くても１分につ

き100円のファインをいただく」という、特別ルールを課しました。ストップウォッチでタイムを計測

した結果、
３人で計500円のファインが集まり、
ちょっと緊張感のある楽しいスピーチ例会となりました。
私も30年程前に新会員スピーチをやりましたが、当時大緊張した記憶がありました。今回の３人の

皆様は、当時の私とは比べものにならないぐらい落ち着いて話をされ、その内容もおもしろく10分前後
にうまくまとめていただきました。スピーカーの皆様、ご苦労様でした。

３月誕生ライオン

◆３月第二例会 ≪講演例会≫
３月22日（木）
18：30

市民奉仕・環境保全委員長

Ｌ.原田

浩道

３月第二例会は、長野みすずライオンズクラブより、若林健太様を講

師にお招きして、講演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、本日より新たに渡邉正康

さんをお迎えしました。渡邉ライオン、入会おめでとうございます。ゴ
ルフはプロ級の腕前とのこと、今後のご活躍をご祈念申し上げます。

今例会では、次期第54期役員候補者の指名が行われました。次期役

員指名委員長のL.上田正昭より、次期役員候補者が発表され、会員から
の動議により「次期役員選挙例会」となり、満場一致にてL.上田より発
表のとおり、次期第54期の役員が決まりました。次期役員の皆様、よ
ろしくお願いいたします。

講演例会では、若林健太様より貴重なお話をいただきました。限られ

た時間の中ではありましたが、若林様のわかりやすく、熱い語りに参加

メンバーは皆引き込まれました。若林健太様、お忙しい中、ありがとう
講演に熱が入る若林健太様

新人会員のための
知っておきたい

ライオンズ

ございました。

用語
略語

■アクティビティ（Service Activity）
ライオンズクラブが、その地域社会などに対して行うあらゆる奉仕活
動のこと。クラブが単独で行うのが基本であるが、地域社会の情報化に
伴い、いくつかのクラブが合同で、あるいは他の奉仕団体や地方自治体
と合同で行なったり、地区単位で行なう場合がある。また、地震や洪水
などにより、大災害が発生した場合は、地区が全国のクラブに救援を呼
びかけることもある。
アクティビティは、クラブ存立の根幹にかかわる問題である。各クラブ
は地域の人々から共感を得られるような、すぐれたアクティビティを実施
するために日夜精進している。 （ライオンズ必携 2017-2018 より抜粋）

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！

■アワード（Award）
国際会長または地区ガバナーなどから、個人またはク
ラブに与えられる各種の賞のこと。会員キー賞、エクス
テンション賞、各種功労賞などがある。
（ライオンズ必携2017-2018より抜粋）
当会の今期受賞の「PR・IT賞」
「YCE賞」
「献眼賞」
「地
域社会アクティビティ賞」
「会員増強個人賞」
「マイルス
トーン・ジェブロン・アワード〔長期在籍〕
」などが具
体例。

例会ニュース
◆４月第一例会 ≪長野篠ノ井ライオンズクラブ結成50周年記念式典
４月18日（水）
13：30〜18：00
ホテルメトロポリタン長野
出席委員長

参加≫
Ｌ.小林

学

４月第一例会は、長野篠ノ井ライオンズクラブ様の結成50周年記念

式典への参加例会となりました。このたびは、長野篠ノ井ライオンズク
ラブの皆様、50周年おめでとうございます。

■ 記念式典 3階 浅間 13：30〜16：40

長野篠ノ井ライオンズクラブのL.中島日出造会長の開会のゴングによ

り定刻に記念式典がスタートしました、歓迎の言葉、記念事業の発表な
らびに目録贈呈の後、L.佐藤義雄国際理事よりご祝辞を賜りました、

地区ガバナーのL.山邉正重の祝辞、そして長野篠ノ井ライオンズより

スポンサークラブである当長野中央ライオンズクラブへの感謝状贈呈が

あり当クラブL.中城会長のご挨拶の運びとなり、緊張感を残しつつ、記
念式典が閉会となりました。

■ 講演・アトラクション〜祝賀会 3階 浅間 16：00〜18：00

講演は「演劇で社会貢献」をされている吉祥美玲恵氏の会場を巻き込

んだ迫力ある内容であり、またWelcome musicアトラクションは、サッ
クス・パーカッション・ピアノの三者息の合った素晴らしい演奏でした。

乾杯、歓談を経てライオンズローア、また会う日までの大合唱で再開

を誓い合い、閉会の挨拶で幕が閉じられました。

長野篠ノ井ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。

◆４月第二例会 ≪講演例会≫
４月26日（木）
18：30

YCE・少年少女指導・LCIF委員長

Ｌ.坪根

４月第二例会は、当クラブのL.若林秀幸に講師をお願いして、講演例会が

開催されました。

演題は「ロボットと人工知能について」。近年にわかに注目されていなが

らもなかなか理解が難しい話題について、L.若林の所属企業の事業展開を交

えながら、わかりやすくご説明いただきました。L.若林秀幸、普段聴くこと
ができない貴重なお話、ありがとうございました。

例会では、７月からの来期54期の委員会編成の発表、
「100周年会員増強

賞」の授与なども行われました。（L.渋谷一男、L.上田正昭、L.小林

４月誕生ライオン

博が受賞）

100周年会員増強賞

「ダメ。
ゼッタイ。
」

薬物乱用防止 長野県民パレードDAY

４月１日（日）10：30〜12：00

ライオンズクラブ創立100周年を記念し、ラ
イオンズクラブ国際協会334-E地区の主催で、
長野中央通りエリア一帯で開催された『「ダメ。
ゼッタイ」薬物乱用防止 長野県民パレード
DAY』に参加してきました。
長野県下全域から大勢のライオンの皆様を
はじめ、後援団体等の皆様など、多くの方々の
参加により、盛大なイベントとなりました。
参加された皆様、日曜日の朝早くから、お疲
れ様でした。

参加

正晃

例会ニュース
第64回 334-E地区年次大会

５月1９日
（土）9：15〜

上田市サントミューゼ

代議員提出議案及びシンポジュウムテーマは、以下のとおりです。
委員会

議

案

議事運営委員会

議案１．第64回地区年次大会の議事運営については、第64回地区年次大会議事規則に基づき行うものとし、議案
については、大会誌に記載の代議員会提出議案にそって審議したいので承認されたい。

指名・選挙委員会

議案１．2018〜2019年度334-E地区 地区ガバナーに、1R・2Z 飯田ライオンズクラブ所属 L.菅沼哲夫を選
出されたい。
議案２．2018〜2019年度334-E地区 第１副地区ガバナーに、2R・3Z 長野みすずライオンズクラブ所属 L.仁
科良三を選出されたい。
議案３．2018〜2019年度334-E地区 第２副地区ガバナーに、4R・2Z 佐久ライオンズクラブ所属 L.中村 通
を選出されたい。

分科会

議

案

シンポジュウム

第１分科会
「会則及び付則、政策、
経理、アラート、長野
県連携協定推進」
L.駒津 敏

議案１．2016〜2017年度（自2016年７月１日 至2017年６月30日）の地区会計及び地
区大会の決算報告と監査報告を承認されたい。
議案２．2018〜2019年度の地区一般会計の地区費・地区大会費・地区特別活動費を、次
の通り決定承認されたい。〔地区費 月額950円、地区大会費 月額200円、地区特
別活動費 年額4,000円〕（一部省略）
議案３．公益財団法人長野県アイバンク・臓器移植推進協会の運営に対して、2018年７月
〜2019年６月まで、１会員600円の協力金の拠出をお願いしたい。
議案４．2020年度東京オリンピック・パラリンピックが開催される。2018年〜2019年
度も会員一人当たり1,000円ずつの拠出を承認されたい。（一部省略）
議案５．ライオンズクラブ国際協会334-E地区に緊急災害、その他これに類する事項の応
急的援助のため、「地区緊急援助資金」を設ける。2018年〜2019年度は会員一
人当たり1,000円ずつの拠出決定を承認されたい。（一部省略）
議案６．長野県との連携協定の趣旨の更なる推進に向けて、引き続き協力金として１会員
年額2,000円の特別供出を求めたく提案するところ、これを承認されたい。（一部
省略）
議案７．第58回OSEALフォーラムが2019年11月７日〜10日に広島市で開催されること
が正式に決定され、それを受け、2018年-2019年度会員一人当たり2,000円ずつ
の拠出を承認されたい。（一部省略）
議案８．長野県連携協定推進室からの文書について〔明科LC〕
議案９．長野県連携協定推進に基づき「あいさつ運動」の充実を図っていただきたい。
〔長野りんどうLC〕

・最近の国際協会につ
いて
・ライオンズクラブの
活性化について

第２分科会
「GMT・GLT・ ア ラ ー
ト、FWT」
L.上田正昭

議案１．毎年会員減少に対する危惧が叫ばれています。本年は前半主義で、5W1Hを ・ライオンズを想う
明確にし、会員増強に取り組むことを提案します。（一部省略）〔飯田赤石LC〕 ・奉仕活動における会
員増強

第３分科会
「会報・PR・IT・ライオ
ンズ情報、アクティビ
ティスローガン」
L.宮下正典

議案１．次年度地区ガバナー アクティビティスローガン〔飯田LC〕
価値観を共有し
思いやりと創意工夫
しなやかな奉仕
Share Values Caring and Creative Ingenuity
Supple service

・IT時 代 に ラ イ オ ン ズ
はどう取り組むべき
か？
・100周 年 を 迎 え て、
未来を語ろう

第４分科会
「国際関係・LCIF・レオ・
青少年・ライオンズク
エ ス ト、 薬 物 乱 用 防
止、YCE」
L.小林一彦

議案１．
「日本・フィリピン合同医療奉仕活動」を次年度においても引き続き継続して
実施されたい。〔飯田LC・長野りんどうLC・明科LC・上田城南LC〕
議案２．地区年次大会記念事業として、次年度においても青少年の海外派遣を実施され
たい。（一部省略）〔飯田LC〕
議案３．ライオンズクエストについて、次年度はその継続事業として各リジョンでワー
クショップ、体験会を地区の主管により、各クラブの奉仕事業として開催する
ことを承認されたい。〔飯田LC〕
議案４．薬物乱用防止教育講師認定の為、養成講座を次年度においても継続実施された
い。（一部省略）〔飯田LC〕

・青少年・レオ、ライ
オンズクエストにつ
いて
・日本・フィリピン合
同医療奉仕活動につ
いて・LCIF協力要請

第５分科会
「四献・視聴覚障がい者
福祉・糖尿病教育、環
境保全」
L.中島英明

議案１．市町村連携協定に基づく環境保全活動の推進をされたい。〔辰野LC〕
議案２．献血推進アドバイザー認定制度を継続実施されたい。〔駒ヶ根LC〕
議案３．糖尿病に於ける、疾病・二次疾患・予防法についての講演会、勉強会を実施さ
れたい。〔駒ヶ根LC〕

・四献・視聴覚障がい
者福祉・糖尿病教育
について
・環境保全について

例会ニュース
◆５月第一例会 ≪会員スピーチ例会 （企業創業者）
≫
５月10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
５月第一例会は、会員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、社会保険労務士として

地域でご活躍の傳田清一さんを新たに会員としてお迎えしました。傳

田ライオン、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。

本日の会員スピーチ例会は、
「私のこれまでの人生観」と題して、L.上

田正昭にスピーカーをお願いしました。これまでクラブの活動では、
幹事、会長はじめ、2R3Zのソーンチェアパーソンを歴任されているL.上

田正昭ですが、熊本のご出身で若くして起業され、長野の地でさまざ

まな苦難を乗り越えて事業を展開されたこと、その会社が昨年50周年
を迎えられたことなど、本日は普段聴くことができない貴重なお話を
いただきました。ありがとうございました。

５月誕生ライオン

◆５月第二例会 ≪八役年間活動報告例会
５月24日（木） 18：30
５月第二例会は、「八役年間活動報告例会

大会報告」が開催されました。

年次大会報告≫

ライオンテーマ—

L．前田

裕子

ライオンテーマ—

L．前田

裕子

年次

最初に、L.中城会長はじめ八役のライオンより年

間活動報告が行われ、あっという間の１年を振り
返りました。

続いて、５月19日(土)に上田市サントミューゼ

にて行われた「第64回334-E地区年次大会」に参

加したメンバーより、第１〜５の各分科会からの
報告が行われました。

また、地区年次大会の年次表彰にて、当クラブ

は「PR・IT賞」
「YCE賞」「献眼賞」「地域社会アク
ティビティ賞」を受賞、L.渋谷一男が３名入会の実
績から「会員増強個人賞」を受賞しました。

◆６月第一例会 ≪委員会年間活動報告例会≫
６月14日（木） 18：30
６月第一例会は、「委員会年間活動報告例会」が開催されました。

各委員会の委員長がそれぞれ実感のこもった言葉で、１年の活動の

報告を行いました。各委員長はじめ各委員会委員の皆様１年間の活動

お疲れ様でした。会員の皆様のご協力にあらためて感謝申し上げま
す。今期の反省を踏まえて、当クラブ来期54期の委員会活動に臨んで
まいりましょう。

また、L.渋谷一男が今期中の新入会員スポンサー３名の実績によ

り、「新入会員スポンサーアワード」を受賞しました。

６月誕生ライオン

例会ニュース
◆６月第二例会 ≪新旧役員歓送迎例会≫
PR・情報・記録保存・会報・IT委員長 Ｌ.伊藤
６月21日（木） 18：30

博

６月第二例会は、
「新旧役員歓送迎例会」が開催されました。
L.中城会長はじめ八役の皆様、地区役員の皆様、一年間お疲

れ様でした。ありがとうございました。来月から始まる第54
期の新役員の皆様、よろしくお願いいたします。

通常の例会では、100周年会員増強賞の授与（L.和田正彦）
、

日本アイバンク協会認定サポーター認定証の授与（L.有賀良

和）
、2017年〜2018年マイルストーン・ジェブロン・アワー
ド〔長期在籍〕の贈呈（L.上野仁、L.中城秀樹、L.竹内邦雄、L.北
村倢一、L.若林秀幸、L.内田秀樹）なども行われました。

６月３日（日） ライオンクラブ国際協会334複合地区

「第6４回

年次大会in三重」

津市産業・スポーツセンター「サオリーナ」
及び「メッセウイング・みえ」にて開催

334複合地区の年次大会が三重県津市で開催され、当ク
ラブからも15名が参加しました。
〔８つの複合地区〕
日本のライオンズは、地域によって以下の８つの複合地
区に区分けされている。
〇330複合地区 … 東京都、神奈川県・山梨県・伊豆大島、
埼玉県
〇331複合地区 … 北海道 — 道央、道北・道東、道南
〇332複合地区 … 青森県、岩手県、宮城県、福島県、
山形県、秋田県
〇333複合地区 … 新潟県、栃木県、千葉県・神津島、
群馬県、茨城県
〇334複合地区 … 愛媛県、岐阜県・三重県、静岡県、
富山県・石川県・福井県、長野県
〇335複合地区 … 兵庫県—東、大阪府・和歌山県、滋
賀県・京都府・奈良県、兵庫県—西
〇336複合地区 … 愛媛県・香川県・高知県・徳島県、
岡山県・鳥取県、広島県、山口県・
島根県
〇337複合地区 … 福岡県・対馬・壱岐、大分県・宮崎県、
長崎県・佐賀県、鹿児島県・沖縄県、
熊本県

前日、伊勢神宮を参拝

〔334複合地区について〕
長野県334-E地区は、「ライオンズクラブ国際協会
複合地区」に所属し、その内訳は以下の通り。
〇334-A地区（6,725名）…
〇334-B地区（4,632名）…
〇334-C地区（3,327名）…
〇334-D地区（5,874名）…
〇334-E地区（2,689名）…

334

愛知県
岐阜県・三重県
静岡県
富山県・石川県・福井県
長野県

334複合地区は、2018年３月末現在429クラブ、会員2
万3,247名。年次大会は毎年各地区の持ち回りで開催され、
今年度は三重県（334-B地区）で開催された。

アクティビティ・レポート
献血サーブデイ

３月10日
（土） 10：00〜11：00



視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長

Ｌ.有賀

良和

長野駅前にて今期第53期最後の「献血サーブデイ」の活動が行われました。
このところ春めいた日が続いていたものの、昨夜からは一転、雪が降るほどの寒さが戻っ
た土曜日の午前中でしたが、長野駅前は行事の多い年度末の３月ということもあり人通りも
多く、献血啓発用のティッシュの配布も順調に進みました。ご参加の皆様、お疲れ様でした。

信州あいさつ運動


４月11日（水） ８：30〜９：00 善光寺保育園

長野市内の保育園で行われた、長野県・長野県青少年育
成県民会議・長野県教育委員会・長野県警察本部が主催す
る「信州あいさつ運動」に参加いたしました。
アルクマくん、ライポくん、長野市内のライオンズクラ
ブの皆様、各関係団体の皆様、報道関係者の皆様が、登園
してくる園児と保護者の方々に「おはようございます！」
のあいさつをし、園児の皆さんも少々緊張気味ながら、元
気にあいさつを返してくれました。ご参加の皆様、お疲れ
様でした。

2R

環境保全活動

市民奉仕・環境保全委員長 Ｌ.原田

浩道

「2R 環境保全活動」で小布施橋周辺の河川清掃活動に参加い
たしました。参加された皆様、朝早くからお疲れ様でした。

L.宮下 正典
10,000円
副テールツイスター、ご苦労様です。
L.坪根 正晃
5,000円
YCE・少年少女指導・LCIF委員会の活動にご協力、
ありがとうございました。
L.前田 裕子
5,000円
334複合地区年次大会、お疲れ様でした。
L.伊藤 博
5,000円
１年間、PR・情報・記録保存・会報・IT委員長を務
めさせていただきました。皆様のご協力、ありがと
うございました。
本日は、
誕生日プレゼント、
ありがとうございました。
L.日置 隆
3,000円
誕生日祝い、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

合計

73,000円

Ｌ.原田

浩道

春のゴミゼロ運動

５月26日（土） ７：00〜９：00

ドネーション（次頁より続き）

市民奉仕・環境保全委員長

５月27日（日） 9：00〜10：00

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掛けで開催される市内全域
での環境美化キャンペーン「春のゴミゼロ運動」に参加してまい
りました。
40年以上にわたり開催されてきたこの活動も、今回が最後と
のこと。参加された皆様、朝早くからお疲れ様でした。

６月21日 （第二例会）

L.若林 秀幸
10,000円
５施設目の有料老人ホームを5/1に開所できました。
L.小林 一彦
3,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございます。
L.﨤町 とも子
10,000円
浅妻L、新社屋設立おめでとうございます。
L.駒津 敏
3,000円
54期会計、がんばります!!
L.中島しず枝
5,000円
会員・会員増強（GMT）
・家族会員（FWT）委員
会に皆様方のご協力を頂戴したこと、心より感謝申
し上げます。長野中央LC バンザイ!!
L.前田 裕子
5,000円
塩尻に営業所を開設できました。
L.宮下 正典
5,000円
L.中城会長はじめ、53期役員の皆様、１年間ありが
とうございました。
中島幹事、
長い間ご苦労様でした。

L.北村 倢一
5,000円
20年皆勤、がんばりました！
L.中城 秀樹
10,000円
１年間、ありがとうございました。
L.竹内 伊吉
5,000円
次期会長、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（事業委員会担当）
、１年間ありがとうご
ざいました。
L.小林 博
5,000円
第三副会長を無事終了できました。
１年間ご協力をいただき、ありがとうございました。
L.中島 英明
5,000円
53期、本当に皆様ありがとうございました。
L.鹿住みよ子
5,000円
１年間、ありがとうございました。
お花のドネーション
127,000円

合計

208,000円

4月26日 （第二例会）

新入会員
L．
渡邉 正康（まさやす）

（株）ウィングス

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．
傳田 清一（きよかず）
（株）傳田清一社会保険
労務士事務所
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）

ドネーション
3月8日 （第一例会）

L.小出 靖
5,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございました。
（２月28日）
L.﨤町 とも子
3,000円
素敵なコンサート、ありがとうございました。
係の皆様、お疲れ様でございました。
L.村上 義徳
5,000円
お陰様で「北村源三コンサート」が大成功に終了し
ました。ありがとうございました。
L.鹿熊 彰
5,000円
誕生祝い、ありがとうございます。
L.野田正廣
10,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございます。
古希になりました。
L.若林 秀幸
3,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございます。
L.内田 秀樹
3,000円
誕生祝い、ありがとうございます。
L.坪根 正晃
5,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございます。
L.前田 裕子
3,000円
お誕生日をお祝いしていただき、ありがとうござい
ます。
L.徳武 好春
2,000円
誕生プレゼント、ありがとうございます。
L.田中 博明
3,000円
スピーチをさせていただき、ありがとうございまし
た。
L.中島 英明
2,000円
本日は新会員スピーチ、ありがとうございました。
たいへんおもしろかったです。また、４月１日のライ
オンズパレード、どうかよろしくお願いいたします。
L.伊藤 博
3,000円
53期会報３号を発行させていただきました。
ファイン
700円
（L.田中博明、L.末岡和弘、L.日置隆）

合計

3月22日 （第二例会）

52,700円

L.東澤 一也
2,000円
どなたですか？と言われそうなので。
L.駒津 敏
2,000円
旅行の会、四葉会の宴会、お疲れ様でした。
たいへん盛り上がって、楽しかったです!!
L.上田 正昭
5,000円
次期第54期役員の指名をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
L.小口 範夫
30,000円
①２月に次男がやっと結婚しました。
②２月に新社屋が落成し、移転しました。
③長野県優良技術者（若手部門）で、社員が表彰を
受けました。

合計

4月18日 （第一例会）

長野篠ノ井LCからの記念品として

合計

39,000円
50,000円

50,000円

L.小口

範夫

10,000円

４月12日、喜寿77歳になりました。
L.田中 博明
20,000円
このたび、父の葬儀に際しましては、いろいろとお
世話になりました。皆様には過分なる御厚情をいた
だき、本当にありがとうございました。
ファイン
100円

合計

30,100円

５月10日 （第一例会）

L.上田 正昭
5,000円
私のスピーチをお聞きいただき、ありがとうございま
した。
L.上野 仁
10,000円
長い間ご来店いただきました東急店が、５月６日を
最後に退店いたしました。ご不便をお掛けいたしま
すが、よろしくお願いいたします。
L.北村 倢一
10,000円
義理の兄、堀二郎様の献眼につき、L.中城会長、L.有
賀委員長にはたいへんお世話になりました。また、
生花もいただき、ありがとうございました。
L.安藤 邦雄
3,000円
誕生日祝い、ありがとうございました。
L.中城 秀樹
3,000円
誕生日祝い、ありがとうございました。
L.三浦 靖雄
5,000円
ITCゴルフ、ハンディにも恵まれ、優勝させていた
だきました。
L.和田 正彦
10,000円
100万円目標達成、がんばってください！

合計

46,000円

５月24日 （第二例会）

L.眞田 法海
3,000円
４月の誕生日祝い、ありがとうございました。
L.竹内 邦雄
5,000円
古希になりました。新しいステージの始まりです。
L.中城 秀樹
5,000円
会長の活動報告、ありがとうございました。
L.竹内 伊吉
3,000円
第一副会長の活動報告ができました。これで次期に
引き継ぎができます。
L.塚田 勝彦
5,000円
第二副会長（事業委員会担当）として、１年間あり
がとうございました。
L.宮下 正典
10,000円
テールツイスター、目標達成がんばってください！
L.中島 英明
3,000円
皆様、至らない幹事で本当に申し訳ないです。いつ
も例会出席、ありがとうございます。
L.和田 正彦
8円
ご寄付をいただきました。

合計

34,008円

６月 3 日 （334複合地区年次大会）
L.竹内 伊吉
3,000円
お肉たくさんありがとう。
L.中島 英明
3,000円
334複合地区年次大会、おめでとうございます。
皆様お疲れ様でした。
L.渋谷 一男
10,000円
334複合地区年次大会参加、ご一緒にできてありが
とう。
L.鹿熊 彰
5,000円
松坂牛、本当においしかった。
L.原田 浩道
10,000円
334複合地区年次大会、参加させていただきまし
た。ありがとうございました。
L.斉藤 栄嗣
10,000円
334複合地区年次大会、
参加させていただきました。
L.宮下 正典
10,000円
松坂牛、おいしゅうございました。
L.駒津 敏
2,000円
334複合地区年次大会、
参加させていただきました。
L.伊藤 博
10,000円
334複合地区年次大会、
参加させていただきました。
L.田中 博明
10,000円
334複合地区年次大会、参加させていただきまし
た。たくさん食べました。

L.有賀 良和
10,000円
途中NLも参加させていただき、楽しい三重でした。

合計

83,000円

６月14日 （第一例会）

L.髙田 茂
10,000円
ドネーション百万円、お願いします。
（６月７日）
L.竹内 邦雄
10,000円
ふつつかな指導力育成(GLT)・会則付則・友好親善・
接待・大会・会員厚生委員長で申し訳ありませんで
した。
長野県建築工事務所協会で、昨年に引き続き、最優
秀賞を受賞しました。
L.中島 英明
3,000円
皆様、例会ご出席、本当にありがとうございます。
L.鹿熊 彰
10,000円
願掛けしていますが、今日で400日になりました。
今後も“がんばり”ます。
L.眞田 法海
4,000円
現役員の皆様、
お疲れ様でした。
お世話になりました。
L.塚田 勝彦
3,000円
来期の四献もうまく行きますように!!
L.駒津 敏
2,000円
三重の写真を男前に撮っていただきました。
伊藤さん、ありがとうございます。
L.小林 学
3,000円
出席委員長、１年間務めさせていただきました。
皆様のご協力、ありがとうございました。

前頁に続く

編集後記
今年は雨らしい雨が降らないうち
に、関 東 甲 信 地 方 は6/29に 梅 雨 明
け。６月中に梅雨明けするというの
は初めてとのこと。梅雨明けからは、
さっそく真夏の暑さとなり、何とも
異常な気候が続きます。
皆様のご協力により、53期の会報
４号を発行することができました。
昨年の53期のスタートにあたって、
「会報をクラブのガイドのような存在
に！」を目標に各号の発行を行って
まいりましたが、会員の皆様には少
しでもそのあたりを感じていただけ
ましたら幸いです。
最後になりましたが、今期１年間、
役員・各委員長をはじめ、多くの会
員の皆様にご協力をいただき、編集
委員長を務めることができました。
ありがとうございました。

編集委員長

L.

伊藤

博
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L． 伊

藤

博
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