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7/21　街頭献血運動



長い歴史を歩み、長野中央ライオンズクラブは今期55周年を迎えます。激動の昭和・平

成・令和と ここまでクラブを築いて頂いた先輩方々に感謝と敬意を表し また一歩と歴史

を刻んでいかねばなりません。そこで改めて先人方の構築されて来たクラブの在り方を今

一度振り返って、学び直す良い節目ではないかと思います。先の当クラブ結成50周年式典

もまだ記憶に新しい所では有りますが、すでに５年の月日が過ぎようとしております。そ

んな中、ここ数年当クラブも様々な形で世代交代が進み、古き良き伝統の継承が難しくなっ

てきております。私自身もクラブに入会して以来多くの先輩方に接しクラブの歴史はもと

より、クラブの在り方、楽しみ方まで色々御指導頂きましたが、ここ近年は機会が減少しているように見受けます。

しかしながら伝統のみに捕らわれたクラブ運営ではクラブ縮小へと向かってしまうのも現実で、時代・世代に沿ったク

ラブ運営が大切なのは事実です。会員増強を掲げる当クラブも時代に沿った、伝統を生かした斬新な運営を模索し、クラ

ブの魅力をアピールし会員増強を実現して次の世代、又次の世代へとつなげていかねばなりません。新会員・在会員の世

代を越えた交流が気軽に出来るクラブ像を描き・取組、固い絆で結ばれ、共により良い充実感の有る奉仕活動・アクティ

ビティが実行され、会員相互の友愛が深まるクラブにして参りたいと思います。

皆様の御指導、御協力を平にお願い致します。

�会長　L.原田　浩道

�会計　L.野田　正葊
長野中央ライオンズクラブの55周年という節目の今期、L.原田会長の『伝統を重んじ 

固い絆で We Serve』のスローガンのもと、L.徳武幹事とともに会計の重責を担っていく

所存です。クラブ会員の皆様のご協力をお願いいたします。私もクラブ在籍36年を経過

する中、L.原田会長とともにクラブで初めて三役（会長・幹事・会計）をすべて経験する

ことになりましたが、当クラブの会計はいかにも軽い感じがします。ライオンズ必携に「会

計は財務委員会の委員長を務める」となっていますが、このあたりにも原因があるかと思

いますが、会計附則委員会で検討していただければと思います。

長野中央ライオンズクラブ　55期新役員の挨拶

第55期幹事を務めさせて頂きます徳武好春です。『伝統を重んじ 固い絆で We Serve』

長野中央ライオンズクラブの古き良き伝統の継承・クラブ内の固い絆並びに時代、世代に

沿った運営を私自身勉強しながら、会長のスローガン実現に尽力出来ればと存じます。広

い心で皆様何卒宜しくお願い致します。

�幹事　L.徳武　好春



�第一副会長　L.和田　正彦
このたび、長野中央ライオンズクラブ第55期の第一副会長を拝命いたしました。伝統ある当

クラブに入会以来、奉仕活動を通じて、多くの先輩・仲間の皆様と親睦を深め、かけがえのな

い友情を育んできたことは私の人生の糧となっております。L.原田浩道新会長のもと、第一副

会長の職務を担うのは私にとって重責と感じておりますが、会長をしっかりと支え、意義ある

一年となるよう努力してまいります。皆様のご指導・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

第55期ライオンテーマーを仰

せつかりましたL.傳田と申します。

昨年の５月に入会させていただ

き、やっと会員のお名前と顔が一

致し始めたところに、驚きの役割が回ってまいりました。

しかしながら、私はいつも「自分が楽しまなければ人も楽

しくすることができない」の心情のもと、この役割を楽しん

でやろうと思います。

何せ経験も浅く、皆様にご迷惑をお掛けすることが多々あ

ろうかと思いますが、その時は優しく時には厳しくご指導い

ただきますよう宜しくお願いいたします。１年間頑張ります。

第55期テールツイスターとい

う大役を拝命いたしました。入

会してまだ1年半という状況で

とても不安ですが、やるからに

は目標額を達成できるよう、また少しでも例会を盛り上げ

られるよう尽力いたします。

ご協力よろしくお願い申し上げます。

�ライオンテーマー
　� 　L.傳田　清一

�テールツイスター
　　� L.日置　隆

�第二副会長　L.小林　博
第55期L.原田会長のスローガン『伝統を重んじ 固い絆で We Serve』のもと、第二副会長

の大役を仰せつかりました小林博でございます。「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３委員会からなる事業委員会を担当させていただ

きます。各委員会は、委員長を中心にそれぞれの事業を盛り立てて、楽しく充実した活動を行っ

ていきたいと思います。今期は結成55周年の節目の年でありますので、第28回中学生サッカー

大会、第12回フードドライブ、結成55周年記念例会等の事業が無事に成功できますよう、会

員各位の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。

�第三副会長　L.上田　正昭
節目の第55期、原田会長のもとで第三副会長を仰せつかり身の引き締まる思いでございます。

今期原田会長のスローガン『伝統を重んじ 固い絆で We Serve』の実践として、クラブ内会

員の融和を図ると同時に他クラブとの連携に努め、「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」の増田委員長をサポートし、2020年４月23日実施予定の「結

成55周年記念例会」の計画、実践に真剣に取り組んで参りますので、会員の皆様には一致団結

して一年間ご指導、お力添えを賜りましますよう宜しくお願い申し上げます。



７月第一例会は55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55期長野中央ライオンズクラブのスタートとなりました。

新しい会長のL.原田浩道より会長スローガン『伝統を重んじ かたい絆
で We Serve』についてのお話をいただき運営員会・事業委員会・特別
委員会に関する会長方針が発表され、新しい期のクラブ活動方針が明確
となりました。年間例会が発表され、活動のスケジュールも確認されま
した。

今期も新会長を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お願いいたします。

その後、第28回長野市長杯・長野中央LC杯中学生サッカー大会につ
いて新YCE・少年少女指導・LCIF委員長L.関博、街頭献血運動について
新視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長L.大橋晃、趣味の会について新
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.増田隆雄の説明などがありました。当クラブが今期さらに発展されま
すように、よろしくお願いいたします。

各委員長・地区役員のご紹介

７月第一例会　≪会長方針・年間計画発表例会≫ � ７月1１日（木）　18：30

� ライオンテーマー　Ｌ．傳田　清一

例会ニュース例会ニュース

7月の誕生ライオン

計画・財務
L. 若林秀幸　委員長

出　席
L.勝田貴子　委員長

会員・会員増強（GMT）・家族会員（FWT）
L.中島英明　委員長

視聴覚障がい者福祉・四献推進
L.大橋　晃　委員長

地区GMT・GLT・GST
L. 有賀良和　委員長

地区FWT
L. 中島しず枝　委員長

地区副幹事兼ユース
L. 田中博明　委員長

PR・情報・記録保存・会報・IT
L. 末岡和広　委員長

市民奉仕・環境保全
L. 小林旭洋　委員長

YCE・少年少女指導・LCIF
L. 関　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. 増田隆雄　委員長



連日の猛暑日が続く中、７月第二例会（納涼例会）が、一年ぶりにホテル犀北館
にて開催されました。納涼例会に先立ち、入会式が行われ、新たに３名のライオン
が誕生しました。大久保健ライオン、大塚紀江ライオン、田部孝治ライオン、皆様
のご活躍を祈念いたします。

今年の納涼例会のアトラクションは、松宗栄里先生率いるタヒチアンダンスス
クール ｢ＨＥＲＥ ＨＩＶＡヘレヒヴァ｣ 様による南太平洋の楽園タヒチを感じさ
せる艶美なダンスでした。ＨＥＲＥは ｢愛｣、ＨＩＶＡは ｢仲間・一族｣ という意
味で、タヒチアンダンスとは、名前の通りタヒチ、ポリネシア諸島に伝わるフラダ
ンスの原点の伝統舞踊で、タヒチアンダンスの種類として伝統的な打楽器トエレ（タ
ヒチアンドラム）の速いリズムに合わせて 腰を激しく振って踊る情熱的な"Ote'a"

（オテア）とウクレレやギターに合わせ、 アップテンポやスローテンポの曲に手の
動きで歌詞の内容を表現し優雅に踊る"Aparima"（アパリマ）があるそうです。会
場は次第に盛り上がり、ご参加していただいたライオンの皆様の心を魅了し、一緒
になって踊り、とても癒やされたひと時になりました。

最後は、和やかなムードの中、ソングリーダーのもとに ｢また会う日まで｣ を大
きな輪になり歌い、ライオンズクラブの団結がはかられた納涼例会になりました。

７月第二例会　≪納涼例会≫ � ７月25日（木）1８：30

ホテル犀北館� 市民奉仕・環境保全委員長　Ｌ．小林　旭洋

８月第一例会　≪委員会年間計画発表例会≫ � ８月８日（木）1８：30

　� ライオンテーマ―　Ｌ．傳田　清一
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。各委員会

からの発表の前に、８月誕生ライオンへの誕生日プレゼント贈呈が行われ、本
来は会長からお送りするようになっていましたが、今回は原田会長、和田第一
副会長、小林第二副会長、上田第三副会長が誕生月でしたので、プレゼンター
としてL.竹内前会長にお願いをしました。

委員会年間計画発表では、「運営委員会」４委員会、「事業委員会」３委員会、
「特別委員会」１委員会よりそれぞれ各委員長から心のこもった言葉で１年間
の計画発表が行われました。会長スローガン『伝統を重んじ 固い絆で We 
Serve』を合言葉に活発な活動にしていきましょう。

334-E地区2R・3Zガバナー公式訪問 合同例会が８月27日に当ライオンズク
ラブが当番幹事により実施されるにあたり、当日のタイムスケジュール及び役
割分担についてL.勝田委員長より説明がありました。

７月上旬にイタリアミラノにおいて実施されました国際大会の報告をL.竹内
前会長より写真映像により発表していただきました。

地区委員の皆様

８月の誕生ライオン ミラノ国際大会より



55期がスタートして１回目の「街頭献血運動」を青木島ショッ
ピングパークで実施を致しました。

例年９月中旬に長野駅前にて実施していましたが、５月に長
野赤十字血液センターへ挨拶に行った時に今回の日程と場所で
出来ないかとの相談があり実施を決めました。当日は、23名の
ライオンとガールズスカウト19名と保護者の方からご協力を頂
き、ありがとうございました。

梅雨が明けず気温も湿度も高い中、ティシュのかごやプラ
カードを片手に「献血にご協力をお願いします。」と大きい声で
呼びかけるライオン、ティッシュを配りながら寄り添い献血車
まで案内するライオン、最初は声が小さいかったガールズスカ
ウトの小学生が慣れてきたら笑顔でティッシュを配る姿に感動
と感激を覚えました。目標献血者40名を合言葉に頑張りました
が、受付44名献血者37名でした。協力して頂いた皆様には感
謝しています。

当クラブの献血運動に参加出来ていなかったので準備不足や
進行等々問題もありましたが、先輩ライオンの方々から助言と
指導をいただき何とか役割を果たすことができたかなと思いま
す。また、重要なアクティビティという事も教わり、今後の献
血運動も頑張りたいと思いますのでご協力をお願い致します。

８月27日、当クラブがホストクラブを務めるガバナー公式訪問が行われま
した。今回はご経験豊富な先輩ライオンのお力もお借りし、７月からの新体制
が始まると同時に会議を開催しました。出席委員長＝実行委員長いうことか
ら、私が実行委員長を引き受けさせていただき、右も左も分からないまま準備
が始まりました。それぞれの担当を分け、ガバナー公式訪問の進行がスムーズ
に進むよう、担当者間の確認を繰り返しました。その作業が進む中で、私の不
安は、力強い希望に変っていきました。何があっても諸先輩方が支えてくれる、
そんな安心感は、不安を自信に変えます。暑い夏をより熱く、精一杯頑張って
みよう、と覚悟が決まりました。

そして短い秋の夜長、私はこの会報に掲載された写真を眺めながら、駆け抜
けた夏の充実感を改めて実感するのでしょう…。

皆様のお力をお貸しいただいたおかげで、無事、ガバナー公式訪問を終えるこ
とができました。最後に、このような新人ライオンに委員長を任せてくださった
長野中央ライオンズクラブの懐の深
さに、心から感謝申し上げます。本
当にどうもありがとうございました。

８月第二例会　≪ガバナー公式訪問　2R３Z合同特別例会≫ � ８月27日（火）15：00

� 出席委員長　Ｌ．勝田　貴子

例会ニュース例会ニュース

街頭献血運動　　青木島ショッピングパーク南側駐車場 �７月21日（日）10:00～15:30

� 視聴覚障がい者福祉・四献福祉委員長　　Ｌ．大橋　晃

アクティビティ・レポート1アクティビティ・レポート1



〈開会式〉7月27日（土）
長野市サッカー大会主催、長野中央ライオンズクラブ共催で

第28回を数える歴史ある中学生サッカー大会が北信及び千曲市
などから30チームが参加し、７月６日（土）から決勝戦の８月
11日（日）までの約１ヶ月間、文字通り熱い戦いを繰り広げまし
た。今回予選大会は６会場の中学校で、決勝大会１回戦は２会
場の中学校。決勝、３位決定戦は長野Ｕスタジアムに場所を移
し行われましたが、８月は猛暑が続き熱中症が心配されるなど
関係者の方は気の抜けない開催期間ではなかったでしょうか。

７月27日（土）に豊野中学校で行われた開会式は予選会を勝ち
抜いたチームが参加し、28名の会員の参加のもと開会式の設営
や、予選を勝ち上がってきたチームへの激励を行いました。試合
開始は８時40分からでしたが、当日は最高気温33℃の真夏日の
中、選手たちは懸命にボールを追いかけていた姿が印象的でした。

〈閉会式〉8月11日（日）
８月11日（日）の決勝戦は「戸倉中学校対芹田ＳＣＪ

Ｙ」でした。互いに一歩も譲らない試合展開の中最初
の１点を決めてからの戸倉中学校の攻撃は熱く、やは
り優勝したのは戸倉中学校でした。３位には「昭和Ｆ
ＣＵ－15」４位に「裾花ヴィエント」でした。

ひたむきにボールを追いかけ、負けても笑顔を忘れ
ないイレブンを見ていると爽やかな感動を覚えまし
た。次世代を担う少年少女の健全育成に微力ながら貢
献できている認識を新たにしました。

会員29名の大勢の皆様早朝、猛暑の中ご参加ご協力
ありがとうございました。そして暑い中プレーをした
選手の皆様感動をありがとうございました。

第28回　長野市長杯・ライオンズ中央ライオンズ杯中学生サッカー大会 �

� YCE・少年少女指導・LCIF委員長　Ｌ．関　博

アクティビティ・レポート2アクティビティ・レポート2

長野経済新聞　８月５日発行３面に掲載



L.有賀　良和 3,000円
原田会長、就任おめでとうございます。会員
増強「20名」を目指して、よろしくお願い
いたします。
本日は、キャビネットの仕事で田中ライオン
と一緒に欠席ですみません。

L.増田　隆雄 3,000円
本年度は、ただただ参加・出席をお願い申し
上げる委員長（指導力育成（GLT）・会則付則・
友好親善・接待・大会・会員厚生委員会）を
拝命いたしました。よろしくご支援、ご協力
をお願いいたします。

L.増田　隆雄 3,000円
35年長期在籍アワードをいただきました。
長期間にわたり、お付き合いをいただき、本
当にありがとうございました。

L.三浦　靖雄 3,000円
誕生日を祝っていただき、ありがとうござい
ます。

L.渋谷　一男 10,000円
誕生日祝い、ありがとうございます。
イタリア（ミラノ）の国際大会、無事行って
まいりました。

L.小林　学 3,000円
無事イタリアから戻りました。ありがとうご
ざいました。

合計 98,000円

７月25日　第一例会
L.有賀　良和 3,000円
新入会員３名の皆様、おめでとうございます。
GMT委員会の皆様、引き続き会員増強「20
名」よろしくお願いいたします。

L.大橋　晃 10,000円
献血運動にご協力ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。

L.大橋　晃 5,000円
四葉会、初参加楽しかったです。ありがとう
ございました。

L.関　　博 3,000円
７月誕生日プレゼント、ありがとうございま
した。

合計 21,000円

８月８日　第一例会
L.﨤町　とも子 10,000円
３名の皆様のご入会、おめでとうございます。
心のふれあう、楽しいライオンズ活動をしま
しょう！

L.有賀　良和 2,000円
8/6（火）の『会員増強セミナー』のご参加、
ありがとうございました。
334E地区の会員増強は200名です。GMT委
員会の皆様、よろしくお願いいたします。

L.北村　倢一 10,000円
今まで例会に出られない状況でしたが、今後
ともよろしくお願いいたします。

新入会員
L.大久保　健
綜合地質コンサルタント㈱

スポンサー
L.原田　浩道
所属委員会
市民奉仕・環境保全委員会

L.大塚　紀江
ホテル国際21㈱

スポンサー
L.竹内　伊吉
所属委員会
PR・情報・記録保存・会報・
IT委員会

L.田部　孝治
㈱タベ・インターナショナル

スポンサー
L.﨤町　とも子
所属委員会
視聴覚障がい者福祉・四献
推進委員会

ドネーション

７月11日　第一例会
L.原田　浩道 20,000円
何卒、よろしくお願いいたします。楽しくい
きましょう！

L.徳武　好春 5,000円
第55期「原田丸」、よろしくお願いいたしま
す。

L.野田　正葊 10,000円
今期、会計を務めます。よろしくお願いいた
します。

L.和田　正彦 5,000円
第一副会長の和田です。一年間よろしくお願
いいたします。

L.小林　博 5,000円
第二副会長の小林です。一年間よろしくお願
い申し上げます。

L.上田　正昭 5,000円
第55期第三副会長を仰せつかりました。一
年間よろしくお願いいたします。

L.傳田　清一 5,000円
ライオンテーマ―を務めます。一年間よろし
くお願いいたします。

L.日置　隆 3,000円
テールツイスターを任命されました。一年間
よろしくお願い申し上げます。

L.上野　仁 5,000円
55期、頑張ってください！

L.大前　憲治 10,000円
さぁ～、はりきってまいりましょう!!　
55ゴーゴー！

編集後記
　第55期会報の編集委員長を務めさ
せていただきます、PR・情報・記録
保存・会報・ＩＴ委員長の末岡和広
です。これまで会報の制作に携わっ
たことがなく、何をどこから手を付
けて良いかもわからず、本当に皆様
にお読みいたただけるものができる
のか、たいへん不安でした。
　先輩ライオンのご意見をお聞きき
し、皆様の温かいご協力のもと、第
一号発行までこぎつけました。
　今期４回の発行の中で、歴代の編
集長が作り上げてきた歴史を大切に
しながら、少しでも新しい風を吹き
込めればと思います。
　例会やアクティビティ、懇親会等
では各担当委員長の皆様にはお忙し
い中、原稿を作成いただき、ありが
とうございました。今期当クラブは
55周年を迎えます。この長い歴史を
持つクラブの中で入会して日の浅い
私のようなライオンに不満も多々あ
るとは思いますがご指導、ご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。

 編集委員長　L.　末岡 和広

〔会報第308号〕
2019年9月12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．　末岡 和広
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

L.小林　博 3,000円
誕生祝い、ありがとうございます。

L.増田　隆雄 3,000円
誕生祝い、ありがとうございました。

L.和田　正彦 3,000円
誕生祝い、ありがとうございます。

L.上田　正昭 3,000円
〇〇年の誕生お祝い、ありがとうございまし
た。

L.原田　浩道 3,000円
誕生祝い、ありがとうございます。

合計 37,000円


