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2/16　街頭献血運動

2018年～2019年
☆国際協会公式テーマ　グッドラン・ビュート・イングバドター
　『We Serve』
☆334複合地区スローガン
　「We Serve」前向き思考で真の奉仕と大きな感動
☆334-E地区　地区ガバナースローガン
　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

12/20　家族とともにクリスマス例会

2/9　上原彩子ピアノ・リサイタル



１月第一例会は毎年恒例の「334-E地区2R 新年合同例会・祝賀会」として、ホ
テル国際21にて開催され、多くのライオンが参加いたしました。

合同例会はホストクラブであります長野みすずライオンズクラブ L.高野会長の
ご挨拶から始まり、ご来賓の中島恵理長野県副知事、加藤久雄長野市長、国際理事
のL.佐藤義雄より祝辞をいただき、最後に334-E地区ガバナーの L.菅沼哲夫より年
頭のことばをいただきました。

祝賀会では雰囲気ががらりと変わりまして、ジャズバンドのヘブンス・フォーの
お二人の演奏により和やかで楽し気な雰囲気の中、それぞれ会員同士が懇親を深め
ることになりました。最後は恒例の「また会う日まで」をライオン全員で熱唱しま
して楽しい祝賀会が閉会となりました。ホストクラブの皆様、お疲れ様でした。

例会開催に先立ち、当クラブの発展に大変ご尽力をされた
故L.坂原宏の追悼式が執り行われました。ご遺族、八役、友
人代表による献花が行われたのち、L.竹内会長より弔辞、友
人を代表してL.上野仁よりお別れの言葉が捧げられました。

最後にご遺族を代表してご息女の寺田ひとみ様より御礼の
ご挨拶をいただきました。大変辛いことではございますが、
会員一同、ご冥福をお祈りしております。

続いてスピーチ例会が行われました。今回は「私の仕事・趣味」というテーマで L.末岡和広、L.徳武好春のお二人より
スピーチをいただきました。普段はクラブ活動を中心に交流をしているため、改めてこのような機会を通じて仕事や趣味
についてお話しいただくことにより、新たな一面が発見できた、とても良い機会になったと思います。何かと多忙な日々
を過ごされている中、とても前向きにご協力をいただきましたお二人には、感謝を申しあげます。

12月第一例会　≪会員スピーチ例会≫
12月13日（木）　18：30� PR・情報・記録保存・会報・IT委員長　Ｌ．小山　卓延

1月第一例会　≪334-E地区2R　新年合同例会　ホストクラブ：長野みすずLC≫
1月15日（火）　15：30� 出席委員長　Ｌ．野田　正廣

例会ニュース

故L.坂原宏

12月の誕生ライオンの皆様

中島恵理長野県副知事

加藤久雄長野市長

334-E地区ガバナーL.菅沼哲夫



丸一小助・小時のお二人

例会に先立ち、新入会員の入会式が行われ、本日より新たに西野明様をお
迎えしました。西野ライオン、ご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。

恒例になりました12月第二例会、皆様お楽しみの「家族とともにクリスマ
ス例会」が開催されました。会場はクリスマスにふさわしいお花いっぱいの
雰囲気の中、L.齋藤第二副会長の開会の言葉で開会され、L.竹内会長のあい
さつでスタートしました。オープニングセレモニーでは今回初登場でありま
す「丸一　小助・小時」の太神楽曲芸の披露です。何が始まるのかワクワクムー
ドの中、普段はお目にかかれないパフォーマンスに会場は次第に盛り上がっ
てきたところで、L.原田第一副会長のウィサーブで宴席がスタートしました。
歓談のあとメインセレモニーであります「丸一　小助・小時」に引き続き曲
芸を披露していただきました。会場のゲストとともに、蛇の目傘の上での球
回しなど簡単そうでなかなか上手くいかない曲芸にチャレンジしていまし
た。

続きまして、お楽しみプレゼント企画であります、「三択クイズ」が行われ、会場全
員参加型で、ラッキーゲストには素敵なプレゼントが贈られ、クリスマス例会にふさわ
しく賑やかな雰囲気となりました。後半には全員で「また逢う日まで」が声高らかに歌
われ、L.駒津会計の言葉で閉会となりました。大勢の皆様のご参加ありがとうございま
した。特に今回はご家族の参加が多く、アットホームの雰囲気の中、和やかに過ごせま
したことを感謝いたします。企画をしていただきました担当会員の皆様、大変お疲れ様
でした。

12月第二例会　≪家族とともにクリスマス例会≫
12月20日（木）　18：30� YCE・少年少女指導・LCIF委員長　Ｌ．小林　学

例会ニュース

アクティビティ・レポート

献血サーブデイ
12月15日（土）　10:00～11:00�

視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長
Ｌ．坪根　正晃

11月に続き献血サーブデイということで雪が
降る中ではありましたが、長野駅周辺にて1時間
程度、献血ご協力のお願いをしました。寒い中で
したが、ポケットからわざわざ手をだしてティッ
シュを受け取っていただくこともあり、ライオン
の熱意が伝わったのではないかと思います。献血
にご協力いただける方々が少しでも増えることを
願い、続けていくことこそが大切なことだと改め
て感じる機会となりました。



例会に先立ち、新入会員の入会式が行われ、本日より新たに大橋晃様、
関博様をお迎えしました。大橋ライオン、関ライオン、ご入会おめでと
うございます。今後のご活躍をご祈念申し上げます。

第二例会は「結成55周年を考える討論例会」がおこなわれました。
例会計画の過程におきまして、11月定例理事会にて55周年検討につい
ては委員を選出したうえで検討する方向で討議され、11月第一例会に
て委員会設置につきましては皆さまにご承認をいただきました。

11月19日に開催されました55周年検討委員会にて、選出された委員
の皆さまにご検討をいただき、本例会では検討委員会委員長のL.上田正
昭より委員会での検討内容を報告し、55周年記念例会検討の方向づけ
とさせていただきました。年間計画では「討論例会」となっておりまし
たが、例会の主旨タイトルが変更となったにも関わらず事前にご案内し
なかったこと、この場を借りて深くお詫び申し上げます。

２月第一例会は「資金獲得例会」として、長野市芸術館メインホールに上原彩子さ
んをゲストにお迎えしてピアノリサイタルを開催いたしました。開場を前に13：30
より長野市役所・喫茶CHOUCHOにて例会を開催、通常例会後、ライオンの皆さん
と運営上の役割分担、注意事項の確認をおこない、14：30からの開場に向けての段
取りに入りました。

本年度の資金獲得事業につきましては「収益金を慈善活動に使う」をテーマとして
掲げ、数々の国際ピアノコンクールに於いてピアノ部門で最高賞を受賞され、国内で
は中村紘子さんと共にピアノ演奏者として第一人者でございます「上原彩子さん」の
ピアノリサイタルを企画させていただきました。

当日の運営段取りは運営委員会系列の４委員会を主体に殆どのライオンのご参加を
いただき、お客様に手落ちのないよう手分けをして開場に備えました。　

当日は小雪模様の大変寒い天候でござ
いましたが、目標の700名近くのお客様

にご来場をいただき「上原彩子さん」の力強い華麗なピアノ演奏を堪能して
いただけたと、担当委員会として胸を撫でおろしたところでございます。　

今回の資金獲得事業に際しましては、主催者でございます株式会社ヒオキ
楽器さんには計画・企画の段階から運営面並びにチケットの販売に大変なお
力添えを賜り感謝申し上げますとともに、全てのライオンの皆様方にチケッ
トの販売にお力添えを賜り、特に54期八役の皆様には多分なご負担をお掛
けいたし心苦しく感じましたが、お陰様で目標といたしていました「資金獲
得」ができ、成功裏に資金獲得例会を終了することができました。心から感
謝と御礼を申し上げ例会報告とさせていただきます。

1月第二例会　≪結成55周年を考える討論例会≫
1月24日（木）　18：30� 視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長　Ｌ．坪根　正晃

2月第一例会　≪資金獲得例会≫　～　上原彩子ピアノ・リサイタル　～
2月9日（土）　15：00� 長野市芸術館メインホール　計画・財務委員長　Ｌ．上田　正昭

例会ニュース

ニューヴォイス表彰状の授与 日本・フィリピン合同医療奉仕
活動参加壮行会

1月の誕生ライオン



例会に先立ち、新入会員の入会式が行われ、本日より新たに近藤恵一様、
寺田ひとみ様をお迎えしました。近藤ライオン、寺田ライオン、ご入会お
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。

今回の例会はライオンズを学ぶ②と題しまして、委員長自ら、「ライオ
ンズと私」というテーマで講演をさせていただきました。

ライオンズクラブは、1917年アメリカ・シカゴで保険代理業を行って
いたメルビン・ジョーンズの、「他人への奉仕」を合言葉にした呼びかけ
により設立されました。そして、ボランティア活動を通じて世界中にライ
オンズクラブの名を広め、より多くの人々にその意義を認めてもらってお
ります。その意思をさら広め、受け継いでいくための会員増強は、永遠の
テーマであります。私は、入会して38年が過ぎ、自分の人生の半分以上
の在籍となりますが、時代の遷り変りとともに、現在の会員数は、入会当
時の半数近くになっております。

ライオンズクラブの継続と繁栄のためには、この時代の変化を真摯に受
けとめ、お互いに手を取り合って協力し合うことが、メンバー数の増加に
繋がってくる鍵になることと思います。

ライオンズクラブが誕生した当時の精神に立ち戻ってのクラブ運営にす
べきと感じております。気の合う仲間との親睦が始まりで「他人への奉仕

（ボランティア活動）」が原点であり、「友愛と相互理解」のライオニズム
の精神を大切にし、時代の変化を見据え、長野中央ライオンズクラブの実
情に合った無理のないクラブ運営を行うべきだと思います。

過密とも思えるクラブスケジュールの状況が続くと、会社運営とクラブ
運営との板挟みとなり、奉仕活動に葛藤を覚え、時には休会から退会へと
繋がって行くと思われます。逆に、素晴しい奉仕が出来た時の達成感、満
足感は、何ものにも替え難いボランティア活動の素晴しい魅力となります。ライオンズクラブの誓いでもある「友愛と相
互理解」の精神を培いながら、長野中央ライオンズクラブが、会員100名を超え、情熱とロマン溢れるクラブへと発展す
るために、これからも努力したいと願っております。

改めて、講演概要を書かせていただきましたが、大変貴重な機会をいただき、ありがとうございました。
本日の例会では、L.駒津会計より54期上半期の決算報告もあり、盛りだくさんの内容となりました。

2月第二例会　≪ライオンズを学ぶ②�GMT≫
2月28日（木）　18：30� 会員・会員増強（GMT）・家族会員（FWT）委員長　Ｌ．渋谷　一男

例会ニュース

知っておきたい ライオンズクラブ入門講座改めて
特
別
編

会員委員会 
会員委員長を議長とし、新たなマーケットに働き
かけ、積極的に会員を勧誘するとともに会員が満足
するように計らうことで、会員が増えるようにする。
この委員会は、会員候補者の資格要件も検証する。

候補者は、クラブ会則第3条第2項にあるように、ク
ラブ理事会により検討される。会員委員会には、前
年度の会員委員長、会員副委員長、並びに新会員勧
誘及び（又は）会員の満足度向上に関心のあるクラ
ブの会員を含めるべきである。
� ※「ライオンズクラブ必携�第58版」より抜粋



アクティビティ・レポート

第44回�日本・フィリピン合同医療奉仕活動　
2月8日（金）～11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

街頭献血運動　
2月16日（土）　10:00～15:30�

視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長
Ｌ．坪根　正晃

ライオンズクラブ国際協会334-E地区の第44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私が代表し、ま
た、NLとして県内在住の在日フィリピン人の皆さま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。今回のJMMはガバナー方針にもある通りに、「予
算も実施規模も縮小して行う」ことにより334-E地区からは、総勢100名程度の
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
に分かれまして、息つく間もなくドクタ－ライオンの指示の下、無事に本年度も
終了できました。天候にも恵まれ、また土日の開催もあって、各会場には多くの
患者さんが集まってきて、診察を受けておりました。その中でも通訳ボランティ
アで参加しました在日フィリピン人の皆さまは、日本のライオンの皆さんと現地
の患者さんとの言葉の架け橋となって、大活躍して会場を飛び廻っておりました。

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、次回以降に持ち越すこととなったと思われます。今後
もライオンズの奉仕活動の心を一つ（価値観の共有）にすれば、必ず成果につな
がると信じて、皆さまと一緒に「We Serve」の精神を心にこめて、活動して行
きましょう。

今回も、ながの東急百貨店様の駐車場の一部をお借りして街頭献血運
動を実施しました。駐車場の西側から東側へ場所を変え、より多くの皆
様にアピールをさせていただけるようになりました。こういった機会を
通じて、献血に興味を持っていただくと同時に、ご協力いただける方が
少しでも増えていくことを願っております。当日、ご協力をいただきま
した皆様、本当にありがとうございました。

■ 献血実施報告
会　　場 受　付 400mL 200mL 合　計

（株）ながの東急百貨店
第一駐車場 33 31 0 31



私が言うまでもなく、我々ライオンズは�Liberty，Intelligence，Our�Nation's�Safety�というスローガンの
頭文字をとって会名とされています。会員は「善良な徳性の持ち主で、地域社会において声望のある成人」か
ら厳選され、アクティビティを行う団体であります。ライオンズの活動は、人間の一生は地位やお金がすべて
ではない。「１人よりも10人、10人よりも100人により大きな成果をあげられる奉仕事業で、みんなでより住
みやすい社会とする」想いがあると解釈しています。昨今、議員活動では「ポスト・トゥルース時代」、つまり、
政策の詳細や客観的な事実より、個人的信条や感情のアピールが重視され、世論が形成されてしまう時代に成っ
て来ているとされています。ライオンズ活動は「社会生活をさせてもらうご恩返し、�会員一人一人が手をつない
で奉仕をする、これがライオンズ�奉仕のよろこびである。」が基であり、まさしく、議員活動を行う上で、粛々
と市民の皆様、ライオンズメンバーのお声を聴き、議員活動行う『想い』と共通するものが有り、その想いを
尊重していきたいと思っています。休会中の私ですが、今日この頃、思っております。We�Serve�！

例会 
ライオンズクラブ会員は毎月の例会に出席する義務があ

る。ライオンズクラブに入会することを考えている人はまず
確認されることの一つだろうし、会員になってからも何度と
なく耳にするはずである。ではなぜそれほど例会が重要なの
だろう。
協議の場として 
例会が重視されるのは、ライオンズクラブが上意下達型の

組織ではなく、すべての会員が平等に意見を述べ、皆で話し
合って物ごとを決定していく団体であり、例会はその出発点
となるものだからである。
クラブが、あるアクティビティを実施しようとした場合、

その事業を行うか否か、ある額の資金を投入してよいか、資
金の調達方法など、会員による決議を得なければならない。
入会したばかりの新会員もベテラン会員も同じ1票を持って、
この決議が行われるのが例会である。もちろん事業のこと細
かな部分まで全員で決定していくことは出来ないので、詳細
は各委員会で話し合われることになるだろうが、委員会で決
定した事項の報告が行われるのも例会である。
友情を育む�
もう一つ、単に物ごとを決定する会議と大きく異なる、ラ

イオンズクラブの例会の特徴がある。クラブ例会は、会員た
ちが定期的に昼食や夕食を一緒に取りながら友情を育み、そ
こから活動の知恵やパワーを生む大切な場なのである。
それゆえにライオンズクラブ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。そのために多くのクラブの例会でライオン・テー
マー、テール・ツイスターといった聞き慣れない名前を持つ
役員が手腕をふるっている。ライオン・テーマーはクラブ備
品の整備、保管、また例会会場の設営などの役割を担い、テー

ル・ツイスターはさまざまなアイデアによって会合を盛り上
げて、会員間の親睦を図る。
例会では新会員の入会式や、国際協会や地区などからの情

報伝達、会員やクラブに贈られたアワードの紹介・贈呈、ゲ
スト・スピーカーを招いての講話なども行われる。
クラブには中心になって例会の準備をしたり、進行役とな

る人がいるが、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。
例会を始め、理事会、委員会ほかライオンズクラブにおけ

るあらゆる議事の進行は「ロバート議事規則」に基づく。こ
れはアメリカ社会において、議事を民主的に、円滑に進行す
るための法典として長きにわたり順守されてきたものであ
る。定足数順守、多数決、少数意見尊重を図る。原則とした
同議事規則には、会議における発言、議長の権限、討議の方
法などが定められている。
メーク・アップ
例会出席は会員の義務だが、時にはどうしても出席出来な

いことがある。そうした時のために、ライオンズクラブでは
メーク・アップという制度を設け、一定の条件を満たした場
合には欠席した例会を出席と「見なす」ことにしている。他
クラブの例会または特別会合への出席、地区年次大会や国際
大会など、正式なライオンズの会合への出席、病気で欠席し
た場合は医師の診断書提出、公務による欠席、近親者の喪に
服すなどがこれに該当する。

※ライオン誌日本語版委員会編�第３版第４刷
　ライオンズ・スクール初級編�ライオンズクラブ入門�より抜粋

次号は「クラブ内の組織���重責を担うクラブ役員」について、
掲載をしたいと考えております。

「 題 名 の な い 会 員 コラム 」

知っておきたい ライオンズクラブ入門講座改めて

誇りとともに長野中央ライオンズクラブに入会して５年になろうとしております。入会のご挨拶で申し上げま
したが、父がチャーターメンバーだったため、物心付いた頃からライオンズという言葉の響きは耳に馴染んでお
りました。その頃は母もネスの会のメンバーだったこともありまして、家族で参加していたかたちでした。他の
クラブのチャーターナイトに参加したり、クリスマス会、または他のメンバーご家族とともに海に行ったり、バー
ベキューをやったり、実に楽しかったことを覚えております。その他、父はゴルフとマージャンに興じておりま
した。お分かりでしょうか。その頃の私の目には、ライオンズクラブはお遊び仲間の集団として映っていたので
す。自分が入会する時にはライオンズの理念は理解しておりましたが、頭で考えることと、自分ができることと
のギャップにいささか戸惑っていたかも知れません。しかし、入会を大変温かく迎えていただき、先輩諸氏のラ
イオンズスピリットに触れる内に気負いは取れ、自分ができることを自分のスタイルで参加して行こうと楽な気
持ちになりました。現在、訳あって不在会員となっておりますが献血、ゴミ０運動、YCE生のホームステイ受入
など、できる範囲で活動させていただいております。　　
来期は正会員に復帰するつもりでおりますが、メンバー諸氏にはまた一層のご指導を賜りたくお願いいたしま

す。そして、いまからITCに参加することをとても楽しみにしております。

不在会員
Ｌ．東澤　一也

不在会員
Ｌ．市川　和彦



L.末岡　和広 3,000円
スピーチ例会、ありがとうございます。
L.徳武　好春 3,000円
講演させていただき、ありがとうございまし
た。

合計� 243,000円

12月20日　第二例会
L.竹内　邦雄 10,000円
娘がようやく結婚しました。これから、又女
房と二人の生活が始まりました。
L.鹿住　みよ子 2,000円
お誕生日祝い、ありがとうございます。
L.駒津　敏 5,000円
YCE委員会の皆様、クリスマス例会の準備、
ありがとうございます。
L.﨤町　とも子 5,000円
楽しいX'mas�ありがとう。
L.宮下　正典 5,000円
メリークリスマス！　あとでトナカイになり
ます。ヨロシクお願いします。
L.鹿熊　彰 5,000円
会報54期第２号に委員会報告の記事を２箇
所、L.小山の執筆で載せていただき、ありが
とうございました。
お花のドネーション 42,000円

合計� 74,000円

１月24日　第二例会
L.竹内　伊吉 10,000円
新年、あけましておめでとうございます。
今日は、二人の入会、ありがとうございます。
L.竹内　伊吉 3,000円
北村ライオン、ご指導ありがとうございまし
た。
L.有賀　良和 3,000円
JMM壮行会、ありがとうございました。
今回も、フィリピンでの奉仕活動、頑張って
きます！！�２月第一例会、欠席ですみません。
L.上田　正昭 10,000円
長野県発注の信濃美術館電気工事、６億
8400万円で落札させていただきました。
ありがとうございました。
L.駒津　敏 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
お正月で52歳になりました。

合計� 29,000円

２月９日　第一例会
L.﨤町　とも子 5,000円
素敵なコンサートをありがとうございます。
L.傳田　清一 3,000円
寒い日ですが、頑張ります!!
L.野田　正廣 2,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.宮下　正典 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.大橋　晃 1,000円
50肩を治してもらいました。

合計� 14,000円

新入会員
L．西野　明
株式会社プレナム

スポンサー
L．竹内　伊吉
所属委員会
会員・会員増強(GMT)・
家族会員(FWT)

L．大橋　晃
有限会社大橋電気サービス

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．関　　博
有限会社タカチホ・
サービス

スポンサー
L．竹内　伊吉
所属委員会
出席委員会

L．近藤　恵一
日本リゾート株式会社

スポンサー
L．渋谷　一男
所属委員会
指導力育成(GLT)・会則付
則・友好親善・接待・大会・
会員厚生

L．寺田ひとみ
スポンサー
L．北村　倢一
所属委員会
指導力育成(GLT)・会則付
則・友好親善・接待・大会・
会員厚生

ドネーション

12月13日　第一例会
故 L.坂原　宏 200,000円
L.鹿熊　彰 10,000円
孫の女子ラグビーの決勝大会の応援を兼ね
て、神戸ルミナリエの点火式に参加し、すば
らしいイルミネーション、おいしい神戸牛の
ステーキで楽しい旅をして来ました。
L.前田　裕子 10,000円
11月24日に長女の結婚式を行うことができ
ました。
L.松本　節子 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.上野　仁 3,000円
誕生日の祝い、ありがとうございました。
L.塚田　勝彦 3,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございました。
L.海野　正信 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.北村　倢一 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
L.小山　卓延 2,000円
本日のスピーチ例会にご協力いただき、あり
がとうございました。

編集後記
　今年は市街地に降る雪が例年に比
べて少なく、雪かきをせずに過ごし、
なんだか物足りないような冬だった
気がいたしますが、それでも山間地
域には多くの雪が降り、スキーやス
ノーボードを楽しんだ方も多かった
のではないでしょうか。
　その様な中、多くの皆様にご協力
をいただき会報第３号を無事に発行
することができました。新入会員が
５名も入会され、当クラブ内に活気
が溢れ、まさに「楽しい例会」の様
子を掲載することができ、会報作成
にあたりこんな嬉しいことはありま
せん。
　早いもので、第54期もあと残すと
ころ３ヶ月少し。会報の発行も第4号
を残すのみとなりました。気を抜く
ことなく、最後まで責務を全うして
参りたいと存じますが、皆さまには
引き続きご協力をお願いいたします。

� 編集委員長　L.　小山�卓延

〔会報第306号〕
2019年3月28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．　小山 卓延
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

２月28日　第二例会
L.渋谷　一男 20,000円
新入会員、入会祝い！
「ライオンズを学ぶ」をテーマにスピーチを
行わせていただきました。
L.眞田　法海 3,000円
陽気にさそわれて
L.駒津　敏 1,000円
上半期決算のご承認、ありがとうございまし
た。
L.有賀　良和 3,000円
第44回JMM無事にミッションを終了しまし
た。皆様ありがとうございました。
近藤ライオン、お帰りなさい！
L.上田　正昭 5,000円
2/9�の資金獲得例会、皆様のご協力で無事
終了させていただき、ありがとうございまし
た。
L.若林　秀幸 3,000円
誕生日祝い、ありがとうございました。

合計� 35,000円


