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2020年6月　No.311 55期　第４号

6/4　6月理事会にて
三役の皆様お疲れ様でした。次期三役の皆様よろしくお願いします。

検温もしっかり6/4　3密を避けて理事会開催

ささやかな正章引継ぎ

2019年～2020年
ライオンズスローガン（テーマ）
☆国際会長テーマ　　L.ジュンヨル・チョイ
　『We Serve』
☆334複合地区スローガン
　“We Serve”心を合わせ多様な奉仕
☆334-E地区　地区スローガン
　培った絆で『情熱 思いやり 努力』
　　奉仕するセカンドセンチュリー
　～多様性を受け入れた
　　「サーバントリーダーシップ」の推進 ～
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会長　L．原田　浩道

55期の年間活動報告　（八役より）

結成55周年の当期、大役を任され大変身が引き締まる
一方、不安の中での出航でしたが、会員各位の多大なるご
理解とご協力を得て無事その任期を終えんとしておりま
す。誠にありがとうございました。
しかしながら、任期後半はウィルス感染拡大の影響で思
うような運営が出来ず、予定されていた55周年記念例会
はもとより、例会・アクティビティ・事業資金獲得事業（今
期は55周年記念事業）も相次いで中止を余儀なくされ、
準備等々担当して頂いた皆様の労に答えることが叶わず、
ご迷惑をお掛けした事に改めてお詫び申し上げます。
期前半は予定のアクティビティも順調に実行されまし

た。まず第一に会員増強に関しましては当クラブ選出のキャ
ビネット委員長号令の下、会員一丸となって邁進し目標を
達成でき新しいメンバーを迎えられた事、大変うれしく
思います。また、会員増強に伴いクラブメンバーの意
識も高まり例会の出席率が向上したのも歓迎する事実で
した。
事業関係ではクラブ継続事業の中学生サッカー大会も
好天に恵まれた暑い中、開催することができ中学生の技
術と精神力向上に貢献出来た事と感じております。今後

もメンバー各々が青少年健全育成に力を注いでいただき
たいと思います。
今期、第12回目を迎えたフードドライブ事業も各方面
の方々にご協力頂き、長野駅イベントスペースで開催する
運びとなりました。フードドライブも徐々にですが広く一
般に理解され始め、たくさんの支援物資を頂くことが出
来、例年通り支援先にお渡し出来、たいへん喜んでいただ
きました。食料支援はまだまだ見えない所には送り届けら
れない現実もあります。当クラブとしてもなお一層の周
知・ご理解を得る活動を続けてまいりましょう。
献血も当期クラブとして担当委員長中心にご尽力頂き、
予想を上回る成果をあげて頂きました。街頭献血実施に関
して今後は、開催環境の変化もあり更なる知恵を出し随行
する必要性が出てくると思います。
他クラブと友愛を深める意味での交流（チャリティーゴ
ルフ・合同例会等）も残念ながら場面が縮小され楽しみに
していたメンバーには大変残念な事とお察しいたします。
今後、以前にも増してクラブ内外の友愛が深められる事
を祈念し、今期お力添えを頂きました全ての方々に御礼申
し上げご挨拶と致します。感謝申し上げます。

原田会長並びに八役・各委員長・理事の皆様一年間お疲
れ様でした。ご協力頂きまして心より感謝申し上げます。
私が勉強不足の事が多々あったため、会長には幹事職の事
までやって頂いてしまい本当に申し訳なく思っております。
幹事として大切な事、「何でも幹事」という言葉があり
ますが、まさにその通りであり、中でも「段取り・根回し」
が円滑なクラブ運営をおこなう際にはたいへん重要である
と再認識致しました。
事業では、各種の新たな取組がありました。献血活動で
は新たなあり方を実践、フードドライブでの信州子ども食
堂との新たな繋がり、サッカー大会では55周年記念事業
として横断幕を協会へ贈呈、各メディアへのPR活動の強
化、ボッチャ大会への初参加、例会出席率を上げるための
各種取組み、書面理事会・例会の実施、さらに会員増強で
はクラブ一丸となって目標を達成する事が出来ました。ま
た、会員皆の心を一つにしておこなったガバナー公式訪問
ホスト、そしてその勢いをもう一度形にしようとした55
周年記念例会。どうしようもない事情で中止となりとても
残念でありますが、全てが勉強になり、素晴らしい日々で
した。幹事職は、前幹事・副幹事の協力、迷いがある時に
は先輩ライオンから的確な愛の叱咤激励を頂き、非常に心
強く皆さんに支えられていることがよくわかりました。中
でも宮下前幹事・伊藤副幹事に甘える事が多く、その度助
けて頂き本当にありがとうございました。
今後もこの形でいければと思います。最後となります
が、事務局の高橋さんには感謝の言葉しかありません。い
つも無理難題を引き受けて頂き、幹事の立場からみても頼
れる名パートーナーである事は間違いありません。今後と
も宜しくお願い致します。
長野中央ライオンズクラブ　全ライオンに支えられて貴
重な一年を過す事が出来ました。本当にありがとうござい
ました。

6月になり、55期も次期への引き継ぎもままならず終わ
りを迎えようとしております。
55期という節目の年、原田会長のもと、会計という大
役を仰せ付かり大過なく一年間を過ごせたらと思っており
ましたが、年初計画していた55期の記念例会も松山中央
LCとの交流も、新型コロナウイルス感染拡大ですべての
集まりが自粛され、なすすべもなく全てが中止となってし
まいました。
これから、集まることで奉仕活動をしてきたライオンズ
クラブがどのように変わってしまうのか、本当に心配です。
今期のご協力に感謝いたします。

幹事　L．徳武　好春 会計　L．野田　正廣
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第一副会長　L．和田　正彦 ライオンテーマー　L．傳田　清一

55期の活動報告　（八役より）

一年間、ご協力ありがとうございました。原田会長お疲
れ様でした。副会長として、少しでもお役にたてるよう、
自分なりに努力いたしました。一年間、勉強させていただ
き原田会長の方針を引き継いで行きたいと思います。ご指
導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。
また、若林委員長・勝田委員長・中島委員長・末岡委員
長、各委員の皆様、本当に御協力ありがとうございました、
感謝いたします。特に勝田委員長にはご苦労おかけいたし
ました。ライオン歴も浅いのにガバナー公式訪問担当の大
役を担当され、何度も打合せし、仕事をしながら大変だっ
たと思います。勝田委員長の繊細さで癒される優しい「ガ
バナー公式訪問」「新年合同例会」ができたように思います。
いずれにしても、会員皆様の御協力がなければ何もでき
なかったと思います。一年間御協力ありがとうございました。

サプライズ人事により、入会して1年足らずの未熟者が
務めることになり、本当に不安だらけでしたが、会員の皆
様の励ましと、前テーマーの伊藤ライオンの暖かくきめ細
やかな指導と、しっかりとした引継ぎ資料のおかげで、何
とか役を務めさせていただきました。
私なりにテーマーとして気を配ったことは、事務局と当
日出席者の事前把握と議事内容のすり合わせをして、当日
の例会開催が時間内にスムーズに進むようにしたことでし
た。また、当日の例会進行では、皆様に言葉をはっきり伝
えられるように、少しゆっくりとした口調で話すようにし
ました。今期は、通常の例会に加えて、新入会員の入会式
や会員の逝去に伴うお別れ会等各委員会の企画に寄り添う
ことができ、本当に貴重な体験をさせていただきました。
テーマーとして活動して良かったことは、会員の名前と
お顔を全員覚えられたこと、理事会・例会その他会議への
参加により、会の一連の流れが理解できたことです。
皆様、是非一度は体験していただきたいと思います。未熟

な私を支えてくださいました全ての会員の皆様にこの場をお
借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

第二副会長　L．小林　博
第55期の節目に第二副会長を仰せつかり、微力ながら
一年間取り組んで参りました。
ご承知のように、昨年台風19号による東北信の被害に
続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで
に経験したことのない状況で下半期は活動できなくなり残
念であります。当クラブより応募派遣生のYCE夏季派遣も
中止になりました。しかし、アクティビティであります第
28回中学生サッカー大会・第12回フードドライブ・街頭
献血運動等が、予定通り盛大に実行でき継続できました。
これは小林旭洋L・関博L・大橋晃Lの各委員長・委員は
じめ、活動にご協力いただいたライオンの皆様、関係者・
関係企業の皆様のお陰です。あらためて感謝申し上げま
す。誠にありがとうございました。

第三副会長　L．上田　正昭
今期原田会長のスローガン「伝統を重んじ、固い絆で
WeServe」の実践として、クラブ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
員長ライオンをサポートし、並びに「結成55周年記念例会」
実行委員会として、2020年4月23日実施予定でございま
した「結成55周年記念例会」の計画、実践に一年半前か
ら真剣に取り組んで参りました。しかしながら、本年1月
以降に新型コロナウイルス感染拡大の問題が発生致し、2
月の理事会で開催中止を余儀なくされました。これまで長
期間にわたり計画・立案・実施の段取りをお取りいただい
たライオンの皆様方に心からお詫びを申し上げますと同時
に非常に残念に感じ空しい1年間でございました。
この1年間「特別委員会」に対しまして、お力添えご協
力頂きましたライオンの皆様方に心から感謝と御礼を申し
上げます。

テールツイスター　L．日置　隆
第55期、原田会長のもと、テールツイスターを拝命しま

した。自分のような入会年数の浅い者が目標達成のため
に、また例会を盛り上げていくために、どうすればいいの
か思案しておりましたが、今年1年は100％例会出席を目指
して、絶対に他人任せにしないことが一番だと考えました。
その中でも嬉しかったのは、いつも原田会長や三役をは
じめ、多くの会員の皆様が「今日はドネーション集まって
いる？」と気に掛けてくださり、集まりの悪い日は快く協
力してくださったことです。そのお陰で半期の折り返し時
点では予算通り推移しておりました。2月の第二例会が終
わり、このペースで行けば目標額は達成して次年度へ引継
ぎができるだろうと思っていた矢先に、新型コロナウィル
ス感染拡大防止のため、残りの4ヶ月は集まっての例会は
すべて中止になってしまい、目標を遂行することができず
に今期を終えることになり、それだけが心残りです。
しかし、とても良い勉強をさせていただき、いろいろな
ことが見えた1年間でありました。この場をお借りしまし
て、ご協力してくださった皆様に感謝申し上げます。1年
間、本当にありがとうございました。
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計画財務委員長　L．若林　秀幸

55期の年間活動報告　（各委員長より）

第55期の計画財務委員会は原田会長の今期スローガン
に固い絆を築いていきたいという想いがあり、なるべく例
会も飲食を伴う例会を多くし、楽しい例会を企画し出席率
を上げていきたいという希望がありました。
今期は、55周年記念例会の期でもあり、またガバナー
公式訪問のホストクラブとして、篠ノ井LCとの合同例会
のホストクラブとしての行事が重なり、年間予算も限られ
た中で実施計画を立てなければなりませんでした。
また、消費税が10％に上がる予定と、会場費＋食事費

の値上げとなり経費増となることが予想され、予算案を組
むのも苦慮いたしました。そのため、経費アップになり会
員一人当たりの会費も上昇することは目に見えて明らかで
したが、なんとか昨年並みの年会費に抑えることが出来ま
した。これにより、余計な負担を掛けずにできたことは良
かったことと思っています。
担当例会としては、9月第二例会にて「健康を体験する
例会」を実施いたしました。平均寿命では日本一、しかし
健康寿命では十数位と大きな課題が残る中、健康寿命を伸
ばすためには「運動」が大切。日常生活の中で生活習慣と
して「運動」が大切ということで、家で簡単にできるスト
レッチ運動を、カーブスコーチをお呼びし体験することが
出来ました。

3月予定の事業資金獲得例会は、ヒオキ楽器さんとの協
賛で「エレクトーン＆サックス　スペシャルライブ（ヒオ
キ楽器50周年）」を実施する予定でしたが、新型コロナ感
染のため中止となり、非常に残念に思っています。
後半期は新型コロナ感染予防のため例会運営、委員会運
営が予定通り実施できなくなってしまったことは非常に残
念な期でありました。
しかしながら、委員会の皆様、会員の皆様にはご協力得
たことには大変感謝の気持ちで一杯であります。
一年間、本当にありがとうございました。

1．出席率について
55期は、メークアップも含めた出席率100％の目標

を掲げましたが、5月末までで84％の出席率となりま
した。目標にはあと一歩でしたが、会員皆様のご協力
に深く感謝申し上げます。

2．担当例会について
1） 8月第2例会「ガバナー公式訪問」　当クラブがホス
トクラブとして対応しました。
―　 大勢の皆様にご協力をいただき、無事終えること

ができました。
2） 1月第1例会「2R新年合同例会」受付等を行いました。
3） 6月第2例会「新旧役員歓送迎例会」新型コロナの影
響により、残念ながら書面例会となりました。

3．弔事について
・鈴木洋一ライオンのご親族にご不幸がありました。
（ ご葬儀はご親族のみで執り行われたため、受付等の
対応は行いませんでした。）

出席委員長　L．勝田　貴子
1． 第28回長野市長杯・長野中央ライオンズクラブ杯中学
生サッカー大会活動報告
1） 令和1年7月27日（土）に長野市サッカー協会主催、
長野中央ライオンズクラブ共催の中学生サッカー大
会が豊野中学校グランドにて開会式を行いました。
予選AからFまでの6ブロック30チームの中から8
チームが決勝トーナメントに進みました。

2） 8月11日（日）には南長野Uスタジアムにて3位決
定戦及び決勝戦と閉会式が行われました。

2．担当例会報告
1）12月第二例会（家族とともにクリスマス例会）
　 令和1年12月26日にホテル犀北館にてクリスマス例
会を行いました。会員、会員のご家族の皆様、合わせ
60名の参加をいただきました。原田会長サンタ、徳
武幹事トナカイの登場で大いに盛り上がりました。

最後に
皆様方のご協力をいただき、1年間無事に務めることが
できました。本当にありがとうございました。

YCE・少年少女指導・LCIF委員長　L．関　博
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会員・会員増強（GLT）・家族会員（FWT）
委員長　L．中島　英明

PR・情報・記録保存・会報・IT
委員長　L．末岡　和広

55期の年間活動報告　（各委員長より）

1．委員会実施記録・会議への参加・担当例会
・2019. 6. 7 次期55期委員会　開催
・ 2019. 8. 6  334－E地区会員増強セミナー

（松本市）に参加
・2019. 9. 5 第1回委員会　開催
・2019. 9. 12  会員増強例会」（担当例会）開催

～会員増強スピーチ＆友情を深める懇親会
・2019. 10. 3 第2回委員会　開催
・2019. 11. 7 第3回委員会　開催
・2019. 12. 12 「会員スピーチ例会」（担当例会）開催
・2020. 1. 10 第4回委員会　開催
・2020. 1. 23 第5回委員会　開催
・2020. 2. 27 「会員スピーチ例会」（担当例会）開催
・2020. 6. 4 第6回委員会　開催

2．会員に関する内規の改正（10月）
「賛助会員」の取り扱い及び会費について、
「不在会員・優待会員・終身会員に関する内規」へ追加

3．入会者・退会者
＜入会者（正会員）＞
・L．大久保 健（7月） ・L．大塚 紀江（7月）
・L．田部 孝治（7月） ・L．鈴木 洋一（12月）
・L．松本 二三男（12月） ・L．佐々木 浩（12月）
・L．宮尾 貴章（2月）

＜入会者（賛助会員）＞
・L．赤坂 恭子（2月） ・L．駒津 敏（2月）
・L．小林 修稀（2月） ・L．金津 かず子（2月）
・L．富沢 孝子（2月）

＜不在会員からの復帰＞
・L．﨤町 とも子（3月）

＜退会者＞
・L．清水 基弘（10月） ・L．和田 昌剛（12月）
・L．眞田 法海（12月） ・L．増田 隆雄（6月） 

4． 会員数の推移（2019. 7. 1現在⇒2020. 6. 30現在）
・正会員 52 ⇒　58
・不在会員 8  ⇒　 6
・優待会員 0  ⇒　 0
・終身会員 2  ⇒　 1
・賛助会員 0  ⇒　 5

1．当クラブ新体制、アクティビティのPR
 第55期長野中央LCの新体制スタートと中学生サッ
カー大会とフードドライブのPRを目的に、各社を訪問
＜訪問先＞
 信濃毎日新聞/長野経済新聞社/
日本経済新聞社長野支局/長野市民新聞社/
 SBC信越放送/NBS長野放送/テレビ信州/
ABN長野朝日放送/INC長野ケーブルテレビ

2．会報の発行（年4回）
1）第1号（8p）　2019. 09. 12 発行
2）第2号（8p）　2019. 12. 12 発行
3）第3号（8p）　2020. 03. 27 発行
4）第4号（8p）　2020. 06. 30 発行
★振返りコメント
・ 思いもよらぬ新型コロナの影響で、55周年記念例
会も中止を余儀なくされました。第4号は、「55周
年記念例会特集号」を検討していただけに、本当に
残念に思いました。

3．ライオン信濃掲載用アクティビティーレポート提出
＜レポート提出実績＞
1）長野市長杯・長野中央LC杯中学生サッカー大会
2）フードドライブ　　
3）2月の街頭献血運動

4．会員手帳の発行（9月）

5．会報WEB版の作成と当クラブWEBサイト更新依頼
〔当クラブWEBサイト管理は、（株）ロゴス様がご担当〕

6．当クラブの＜facebook＞更新
＜更新実績（アップロードした記事）＞
1）第55期　月2回の毎回の例会
2） 各アクティビティ　（中学生サッカー大会・フー
ドドライブ・街頭献血運動・献血サーブデーなど）

7．例会企画
1） 8月第二例会（2019. 08. 27）　ガバナー公式訪問
―　「合同特別例会パンフレット」作成

2）11月第一例会（2019. 11. 14）　お十夜例会
　：　大勧進にて
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市民奉仕・環境保全委員長 L．小林　旭洋 視聴覚障がい者福祉・四献推進
委員長　L．大橋　晃

55期の年間活動報告　（各委員長より）

＜活動実績＞
2019. 6. 17  次期　市民奉仕・環境保全委員会
 ・ 年間活動方針・担当例会運営につい

て
2019. 7. 11 第1回　市民奉仕・環境保全委員会
 ・ 7月第二例会〔納涼例会〕（担当例会）
 　役割分担検討
 ・フードドライブについて
2019. 7. 25  7月第二例会〔納涼例会〕（担当例会）
 ・ホテル犀北館にて
 　 松宗栄里先生のタヒチアンダンスス

クール「ヘレ ヒヴァ」 による熱いダ
ンス他

2019. 8. 20  第2回　市民奉仕・環境保全委員会
 ・ 9/22・23「信州子どもフェスタ」

について
 ・ 10/10「子ども食堂とフードドライ

ブを学ぶ」運営について
 ・ 10/27「フードドライブ」について

2019. 9. 22・23　「信州子どもフェスタ」参加
 ・ブースにてPR
 ・フードドライブチラシ配り
2019. 10. 10  第55期　10月第一例会（担当例会）
  「子ども食堂とフードドライブを学ぶ」
 講師： ホットライン信州　青木専務理

事様
2019. 10. 23 第3回　市民奉仕・環境保全委員会
 ・ フードドライブ当日の役割分担
 ・ 贈呈式の段取り及び配置・備品確認
 ・司会進行・目録の内容確認

2019. 10. 27 第12回フードドライブ開催
2019. 11. 7 11月第一例会にて
 ・フードドライブ集計結果　報告

1年間、皆様にはたいへんお世話になりました。
ありがとうございました。

1．街頭献血運動（年間2回）
＜1回目＞　2019年7月21日（日）

～青木島ショッピングパークにて
・L23名、ガールスカウト19名参加
・実績　…　受付44名　献血者37名

＜2回目＞　2020年2月15日（土）
～トイーゴ　イベント広場
・L23名、ガールスカウト5名参加
・実績　…　長野血液ルーム献血者　101名

2．献血サーブデイ（年間3回）　場所　長野駅前
＜1回目＞　2019年11月16日（土）
・15名参加　長野血液ルーム献血者86名
＜2回目＞　2019年12月14日（土）
・13名参加　長野血液ルーム献血者75名

3．献眼・献腎
1）献眼募金箱の設置
油や/協栄電気興業/カーブス/鮨仁本店/
花ボケー駅前店/たちばな本店/

2）献腎・献眼登録活動　2019年10月27（日）
フ－ドドライブ会場にて献腎・献眼のお願い

4．担当例会
1） 2020年1月23日（木）　1月第二例会「健康を学ぶ
例会」
第二副会長　L．小林　博よりご講演　「健康と私」

2）2020年2月13日（木）　2月第一例会「献血奉仕例会」
長野赤十字血液センター　献血推進課
牧野課長よりご講演
 「各学校で実施しているセミナー紹介」

5．委員会実施
・第1回　2019年6月13日（木）　
・第2回　2019年9月3日（火）
・第3回　2019年11月28日（木）
・第4回　2020年2月13日（木）

7．その他
1）第1回パラウェーブNAGANOカップへの参加
・2019年11月16日（木）　北信大会準優勝

 上山田体育館にて　　　L5名参加
・2020年2月11日（火）　県大会出場
 安曇野穂高体育館にて　L4名参加

皆様のご協力とご指導により上記の活動を実施すること
ができました。至らぬ点も多々あり反省も多かったのです
が、何とか一年間、役割を果たすことができたかと思いま
す。本当にありがとうございました。
委員会の皆様一年間お疲れ様でした。感謝しております。
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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

55期の年間活動報告　（各委員長より）

1．指導力育成（GLT）関連
「クラブ内の新入会員セミナ－」「2R会員セミナ－」い
ずれも、新型コロナ感染拡大に鑑み開催自粛・中止

2．会則・付則関連
今期よりクラブの会則付則の内規を変更し会員種別に
新たに『賛助会員』を追加、会員増強の一助に致した
い旨の諮問を受け検討試案をまとめる。
・10月定例理事会にて承認決議
・10月第一例会にて承認（2019年10月11日から施行）

3．友好親善・接待・大会関連
1）ライオンズクラブ関連行事
①第58回OSEAL（東洋・東南アジア）フォーラム
2019年11月7日（木）～10日（日）於：広島グリ－
ンアリ－ナ広島国際会議場

　…2名参加　L．有賀・L．田中
② 第66回334－E地区年次大会、③第66回334複合地
区年次大会、④第103回国際大会、
いずれも新型コロナ感染拡大に鑑み開催中止

2）2R・2R3Z内関連行事
①2R3Zガバナ－公式訪問
2019年8月27日（火）
於：ホテル国際21（ホストクラブ：長野中央LC）
担当委員会（出席及びPR・会報委員会）への計画・
企画支援、実施運営支援、実行総括支援
※ 2019. 07. 01～2019. 08. 23まで担当者会議等
11回開催

②2R新年合同例会
2020年1月14日（火）
於：ホテル国際21（ホストクラブ：長野りんどうLC）
クラブ会員への参加要請　…　38名参加

③2R3Zボウリング大会（ホスト：長野りんどうLC）

2020年2月22日（土）　ヤングファラオにて6名参加
④ 2R会員セミナ－、⑤北信地区聴覚障がい者ボウリン
グ大会いずれも新型コロナ感染拡大に鑑み開催中止

3）姉妹友好クラブ・親子クラブ周年＆合同例会行事
①長野篠ノ井LC合同例会＜RC・ZC表敬訪問＞
2019年11月28日（木）ホスト：長野中央LC
② 松山中央ライオンズクラブ55周年記念大会、③上越
中央ライオンズクラブ合同例会
いずれも新型コロナ感染拡大に鑑み開催中止

4）チャリティ－ゴルフコンペ関連
① 長野千曲LC　2019. 09. 25　長野CCにて　4名参加
② 長野りんどうLC　2019. 10. 09　長野CCにて　1名
参加
③ 長野グリーンシティLC　2019. 10. 23　長野国際
CCにて　　4名参加
④ 長野白樺LC、⑤仁科Cab主催、⑥長野篠ノ井LC、⑦
長野LC、⑧長野みすずLC、⑨上越中央LC、
台風19号被害または新型コロナ感染拡大に鑑み開催
中止

4．会員厚生関連
会員相互の親睦を深めるために『趣味の会』の募集を
行い、その運営実施支援

5．担当例会の詳細実施計画と運営
① 10月第二例会『55周年を考える例会』2019. 10. 24
 於：ホテル国際21　18：30～
② 11月第二例会『長野篠ノ井LC合同例会』＜RC・ZC表
敬訪問＞
③4月第二例会『結成55周年記念例会』

6．結成55周年記念例会関連
2019年年2月第一例会の決議に基づき、実施要綱骨子
をまとめ執行部に提案し、第三副会長（特別委員会）
内に【長野中央ライオンズクラブ55周年記念例会実行
委員会】を設置・実施推進に支援する
※ 2019. 09. 01～2020. 03. 16まで複数回、実行委
員会責任者会議及び登録受付部会・例会資料事業紹
介部会・祝宴部会・エクスカ－ション部会を開催、
実行予算策定・実行計画・実施計画を立案＆準備実
施

〇LCIF寄付ピンと楯の授与
　＜ピン＞
　　・L.有賀　良和（３回目） ・L.上田　正昭（７回目）
　　・L.上野　　仁（５回目） ・L.渋谷　一男（21回目）
　　・L.野田　正廣（４回目） ・L.原田　浩道（３回目）
　　・L.宮下　正典（２回目）
　＜ピンと楯＞
　　・L.小林　　博（１回目） ・L.田中　博明（１回目）
　　・L.徳武　好春（１回目） ・L.西野　　明（１回目）
〇献血推進アドバイザーの証の授与
　L.田部　孝治
〇 2019年～2020年度
　マイルストーン・シェブロン・アワード　〔長期在籍〕
　・40年　…　L.小口　範夫　
　・35年　…　L.林　　時男
　・20年　…　L.笠原　哲三
　・10年　…　L.草間　実、L.有賀　良和

〇国際会長アワード　̶　国際リーダーシップ賞
　・地区GMT・GLT・GST委員長　…　L.有賀　良和
　・副幹事兼地区ユース委員長 …　L.田中　博明

〇年次表彰　̶　クラブ賞
　・グッドスタンディング賞【銅賞】
　・会員増強賞
　・献血賞

〇表彰状授与
　・会員増強個人賞（２名入会）
　　…　L.上田　正昭、L.﨤町とも子、L.原田　浩道
　・敬老会員賞　…　L.安藤　邦雄
　・LCIF寄付優秀賞（MJF５回目）…　L.上野　仁

授与関係・表彰関係　おめでとうございます！授与関係・表彰関係　おめでとうございます！

長野ライオンズクラブ55-4_mCS6_責.indd   7長野ライオンズクラブ55-4_mCS6_責.indd   7 2020/07/03   8:502020/07/03   8:50



新入会員
L.佐々木　浩
㈱富屋
入会年月日
2019.12.26 
スポンサー
L.伊藤　博
所属委員会
PR・情報・記録保存・会報・
IT（56期）

L.宮尾　貴
きしょう

章
宮尾鉄筋 (株) 
入会年月日
2020.２.13
スポンサー
L.上田　正昭
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（56期）

L.赤坂　恭子（賛助会員）
松栄寿司
入会年月日
2020.２.13
スポンサー
L.上田　正昭
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（56期）

L.金
かな

津
つ

かず子（賛助会員）
自営業
入会年月日
2020.２.13
スポンサー
L.西野　明
所属委員会
市民奉仕・環境保全（56期）

L.小林　修
のぶき

稀（賛助会員）
㈱大久保西の茶屋
入会年月日
2020.２.13
スポンサー
L.宮下　正典
所属委員会
会員・会員増強（GMT）・
家族会員（FWT）（56期）

L.駒津　敏（賛助会員）
アップルテクノス(株)
入会年月日
2020.２.13
スポンサー
L.和田　正彦
所属委員会
YCE・少年少女指導・LCIF 
（56期）

L.富沢孝子（賛助会員）
ガールスカウト
長野第19団　団委員長
入会年月日
2020.２.13
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（56期）

新型コロナウィルスの影響（当クラブ関係）

・３月14日 「献血サーブデイ」　中止
・３月15日 「資金獲得例会（３月第一例会）」　中止
・３月26日 「結成55周年決起例会（３月第二例会）」　⇒　書面例会に変更

・４月２日 「４月定時理事会」　⇒　書面理事会に変更
・４月９日 「交通安全例会（４月第一例会）」　⇒　書面例会に変更
・４月23日 「結成55周年記念例会（４月第二例会）」　中止　⇒　書面例会
 に変更
・４月24日 「結成55周年エクスカーション」　中止

・５月７日 「５月定時理事会」　⇒　書面理事会に変更
・５月14日 「結成55周年記念想い出例会（５月第一例会）　⇒　書面例会に
 変更
・５月28日 「八役年間活動報告例会（５月第二例会）　⇒　書面例会に変更

・６月４日 「６月定時理事会」　十分な感染対策を実施して開催
・６月11日 「委員会年間活動報例会（６月第一例会）」　⇒　書面例会に変更
・６月18日 「新旧歓送迎例会（６月第二例会）」　⇒　書面例会に変更

〔会報第311号〕
2020年6月30日2020年6月30日

長野中央ライオンズクラブ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PR・情報・記録保存・会報・IT委員会
L．　末岡 和広L．　末岡 和広
長野市妻科426-1長野市妻科426-1
長野県建築士会館6階長野県建築士会館6階
☎ ☎ 026（235）3988026（235）3988

http://nagano-chuo-lions.logos.jp

３月　第二例会
L.鹿熊　彰 5,000円
誕生祝、ありがとうございます。

４月第二例会
L.田中　博明 5,000円
誕生日プレゼントありがとうございます。
新型コロナウィルスにより大幅自粛、皆さん
と何事もなくお会いできる日を楽しみにして
います。

６月　第一例会
L.原田　浩道 10,000円
１年間、ご協力ありがとうございました。

L.野田　正廣 10,000円
１年間、ご協力ありがとうございました。

６月　第二例会
L.伊藤　博 10,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございます。
原田会長をはじめ、八役の皆様、委員長の皆
様、地区役員・委員の皆様、１年間お疲れ様
でした。

ドネーション

編集後記
　「コロナ禍」や「ウィズコロナ
（with-corona）」という言葉もいつの
間にか毎日当たり前のように聞かれ
るようになり、今や私たちの日常で
コロナを意識しない日はありません。
　本来であれば、今期４号は、「55
周年記念例会」を中心とした内容を
考えておりましたが、皆様ご承知の
とおりの状況下、55期八役、各委員
長からの１年の活動報告を掲載し
て、何とか会報４号を発行すること
ができます。
　なお、今年度は自身の病気治療の
ため、後半は例会などに参加できず、
会長はじめ皆様にご迷惑をお掛けし
てしまいました。また、３月以降例
会が書面例会に変更されたこともあ
り、会報の編集については副委員長
にたいへんご苦労いただきました。
　最後に、１年間皆様のご協力のも
と、無事に４号分の会報が発行でき
ましたこと、あらためて感謝申し上
げます。ありがとうございました。

 編集委員長　L.　末岡 和広
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