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一年間ありがとうございました。

　「笑顔で奉仕・ひと・もの・心」のスローガンに社
会奉仕活動を続けた一年間でしたが、みなさまのご
協力により、ようやくゴールが見えてきました。
　市民教育環境保全・青少年健全育成・保健社会福
祉の３つの継続アクティビティとして行うことがで
きました。
　当初計画にはなかった「長野みすずライオンズク
ラブ杯第 1 回 SBC 長野県ジュニアゴルフ大会」は
年次大会において「アクティビティアイデア賞の金
賞」という最高の賞を受賞しました。関係者のみな
さまに感謝いたします。
　国際会長の植樹キャンペーンについては、準備不足
と不手際で混乱を来したことに深く陳謝いたします。

　また、先輩達の努力により 5 周年事業で完成した
「ふれあいの塔」につきまして、永い年月の中で修理
修繕を続けてきましたが、今般修繕し時計交換し、
今後も維持管理に努め、社会的責任を果たしていき
たいと思います。
　東日本大震災支援活動については、３回の支援活
動に当クラブからも毎回参加し、活躍していただき
ました。
　最後に事務局の滝崎かおるさんには、田中泰子さ
んよりしっかりと事務引き継ぎされ、大変助けられ
ました。感謝致します。
　本当にありがとうございました。



2

一年を振り返って

　北川次期役員指名委員長に「伊倉さん、会長と幹事長どっちにする。」と言わ
れたのが一昨年の 2 月、この言葉で逃げられない状況をとっさに判断した私は、
つい幹事と言ってしまったのが悪夢の始まりでした。
　「イバラ」の道をただ「ガマン、ガマン」とつぶやきながら今日までやってき
ました。
　皆様一年間本当にありがとうございました。夢のような一年でした。

一年を振り返って

　クラブ会計の大役をお引き受けして早いもので一年が過ぎようとしています。
　改めて一年を振り返ってみますと、会計に関する殆どを松野会長、伊倉幹事そ
して事務局の滝崎さんの方でやって頂いた形になってしまい、もっと積極的に関
わるべきだったと反省しているところです。任期も残りわずかとなりましたが、
この一年クラブ会員の皆様には、ご指導・ご協力を頂き大変ありがとうございま
した。

一年を振り返って

　入会５年目のまだまだ経験不足のわたしを、一年間、皆様に暖かく見守ってい
ただきまして、誠に有難うございました。ライオンテーマーとしての仕事は、十
分に果たせず皆様にはご迷惑をおかけしたと思いますが、しかしながら、自分の
ライオンとしては、たいへん良い経験をさせていただきました。ライオンテーマー
の大きな役割である、月２回の例会の進行や、アクティビティ、理事会、例会など、

一年を通してのライオンズの活動をやらせていただいたこの経験の中で、ますますライオンズクラブの
良さや、ライオンズマンとしてのあり方を教えられました。
　今回の経験を、今後のライオンズ活動に役立て、これからの長野みすず LC の活動を盛り上げて少し
でもクラブに貢献できるよう頑張ってまいりたいと思います。
　一年間本当に有難うございました。

ライオン・テーマー　 L. 山 室 健 三

一年を振り返って

　昨年から一年間テール・ツイスターという大役を務めさせて頂きました。皆様
のご協力とご支援を頂きまして、なんとか一年間頑張ってこられました。東日本
大震災や不況の中でも皆様の温かいご支援の中、なんとか目標額をクリアできそ
うな気配でございます。
　力不足なテール・ツイスターだったとは思いますが、私自身はいろいろな勉強

をさせて頂いてすこし成長できたと思います。
　一年間本当にありがとうございました。
　皆様のご協力に感謝いたします。

テール・ツイスター　 L. 山 岸 敬 子

会　計　 L. 松 木 　 茂

幹　事　 L. 伊 倉 順 治
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一年を振り返って
　　とうとう新年度が目の前に迫ってくる時期となりました。今年度は、日程に
迫られて十分な審議が尽くせないまま、執行に至ってしまう事例が数多くあった
ように思います。来期は、3役を中心に理事会の皆様のご協力を仰ぎ、事前の準
備を怠りなく、全会員が家族のようにみんなで協力し、楽しい奉仕活動に精進で
きるよう進めていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

第一副会長　 L. 田 中 信 臣

一年を振り返って
　皆さん大変ご無沙汰しております。仕事の関係で第二副会長職を最後迄全う出
来ず、ご迷惑をおかけ致しました。
　年間を通して事業を実施させて戴き、多くの会員の皆様の参加ご協力により成
功裡に終える事が出来ました。そんな中で印象深いのは新規事業である『ジュニ
アゴルフ大会』の開催でした。会長方針の柱である「青少年育成」「会員相互の親睦」
を目的に企画・実施致しました。

　不慣れな点も多くご迷惑をおかけしましたが、皆様の絶大な協力のもと大成功、県内ジュニアゴルフ
関係およびマスコミ関連からも多大な評価を受ける事が出来ました。最後に 4 年間大変お世話になった
事への御礼と今後の皆様方のご活躍とクラブの益々のご繁栄を祈念致します。

第二副会長　 L. 島 田 壮 二

一年を振り返って
　第三副会長を仰せつかり、間もなく任期が終わろうとしています。つい先日「就
任にあたり」の原稿を書いたようなアッという間の一年でした。
　この一年、会員の皆様のご意見やご希望をお聞きしましたが、なかなか思うよ
うに進めることができず、歯がゆい思いをしたことと思います。恒例の家族合同
納涼例会やクリスマス例会等は皆様のご協力により無事盛会に開催することがで
きました。メンバーの皆様のご指導・ご鞭撻に感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。

第三副会長　 L. 宮 本 文 世

ご支援とご協力に感謝 !!

　地区三部門の委員長を拝命し、１年があっという間に経過しました。
　日本・フィリピン合同医療奉仕活動は、諸事多難を乗り越えておよそ１万人の
受診者を数え、ＬＣＩＦは、ＭＪＦ２００口拠出の目標に対して２１５口の成果
を得、アラート部門は３回にわたる石巻市への復興支援活動を行うなど、すべて
の部門で責任を果たすことができました。
　これも、クラブと会員の皆さんのご支援とご協力があればこそ、と心より感謝
申し上げます。　
　ありがとうございました。

地区国際関係・ＬＣＩＦ・アラート委員長　 L. 北 川 哲 男
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会　長
L. 田 中 信 臣

幹　事
L. 池 田 　 剛

ライオン・テーマー
L. 金 澤 正 明

会　計
L. 髙 野 善 生

テール・ツイスター
L. 岩 﨑 　 豪

第一副会長
L. 河 田 育 畝

第三副会長
L. 飯 田 重 光

第二副会長
L. 遠 藤 紀 夫

そ し て 次 期 へ（八役の顔ぶれ）

ご支援とご協力に感謝 !!

　今年度キャビネット地区委員長という大役を仰せつかり、昨年 6 月に前任の委員長
よりキャビネット事務局にて引き継ぎが行われ以下の計画が立てられました。
●献血アドバイザー認定講習について
●臓器移植推進普及全国街頭キャンペーンについて
●チャリティーゴルフについて
●献血事業普及キャンペーン実施について

長野県下の献血会場にキャラバンカーでアナウンサー、アシスタント等のスタッフを出前してミニイベントを行い、
チラシやポケットティッシュを配布する。などしながら献血の啓蒙、啓発活動をおこなう。
以上の計画のもとにスタート致しました。
尚、以下の実施となりました。
○第 31 回臓器移植街頭キャンペーンは 10 月 2 日、県下 32 カ所で実施いたしました。
○献血アドバイザー認定講習会は 10 月 5 日塩尻総合文化センターにて実施いたしました。
尚、チャリティーゴルフ及び献血キャラバンは東日本大震災と重なり次年度へ繰り越し課題となりました。
　委員会並びにクラブメンバーの皆様のご協力を頂き無事終わらせて頂きますことに感謝申し上げます。

一年を振り返って
　2011 〜 2012 年度地区協力委員長兼副幹事として、地区国際関係 LCIF アラー
ト委員会（以下地区国際という）、地区献血・骨髄移植委員会（以下地区献血という）
を補佐しました。地区国際のフィリピン合同医療奉仕活動は事前の調査時の医薬
品の現地調達、カルテ・処方箋と薬袋も現地発注した。海上輸送は、早期の対応
にもかかわらず、今回も手続き上のアクシデントがあり、北川委員長は眠れない
日が、一ヶ月以上続いたのでは？又、医療奉仕活動の実施面・現地医師、通訳の
確保等の問題点もあるが書面では言い尽くされない。しかし、現地二日間はなん

のトラブルも無く過去最高の 9,929 人受診することができました。それには、現地の細微にわたり配慮
された会場作りなど支援があったことを忘れてはいけない。地区献血につきましては、丸山委員長の計
画は予算、期間等で実行できない面があったが、臓器移植街頭キャンペーンは、県下 32 カ所で実施、
献血アドバイザー認定講習会を行い 60 名認定の実績を残しました。
　メンバー各位のご理解、ご支援で達成できました。有り難うございました。

地区献血・骨髄移植委員長　 L. 丸 山 英 明

地区協力委員長兼副幹事　 L. 南 波 克 彦
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　昨年 12 月4日に開催されました長野みすずライオン
ズクラブ杯争奪剣道大会は第 25 回目となり650 名の若
き剣士が力いっぱい戦う場面が多々ある記念すべき大会
となりました。

　巡った場所は、すべてが初めてで、大変興味深い
旅行だった。特に伊達政宗ファンの私としては、伊
達家の菩提寺「瑞厳寺」と平泉の「わんこそば」が、
良かったし、たくさん食べた。

2011

10　    16 ゴミゼロ運動
イトーヨーカドー付近

2011

 11    5～
　　　　   6

2011

12　    4
第25回 長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会

運動公園体育館

がんばれ！東北

世界遺産の中尊寺と鳴子温泉を巡る旅

　平成23年度のゴミゼロ運動への参加は昨年秋
のみでしたが、長野市権堂地区の美化に貢献す
ることができました。多くのクラブ員に参加を
頂き感謝を申し上げます。
　この様な地道な活動の中で、今後も市民の皆
様にライオンズ活動の姿が印象づけられればと
思います。

（市民教育環境保全委員長　上原英二）
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2011

12　    22 家族合同クリスマス例会
ホテル国際 21

2012

 1　   22

2012

  2    9～
　　　　   12

第37回 日本・フィリピン合同医療奉仕活動

第28回 養護施設三帰寮一日里親ボウリングの集い
ヤングファラオ

　元ネスバンドの参加演奏で会場一杯の
盛り上げができました。とても楽しいひと
ときを過ごせました。

1月22日三帰寮の皆様 80 名あまりを招いての
ボウリングと食事会でした。また来年もぜひお願
い、という声が多く聞かれた1日でした。

　第 37 回日本・フィリピン合同医療奉仕
活動が 2月9日から2月12日の4日間フィ
リピンのマニラ近郊にて実施され、当クラ
ブからの7名のメンバーが参加しました。（診
察人数は過去最多の 9,929 名でした）



2012

 4　   28

2012

 5　   27

第58回 地区年次大会　　　長野市ビッグハット

334複合地区 第58回 年次大会　長野市ビッグハット

7 

2012

 4　   18 長野みすずLC チャリティーゴルフ大会
長野カントリー

　今年の第58回地区年次大会は長野市ビッグハッ
トで盛大に行われ、L.宮下満栄から新ガバナーの
L.山下徹静への引継ぎも無事終わりました。

　334複合地区第58回年次大会はウインクン・タム国際
会長を迎えての開催となり、複合8県からも約2800名の
ライオンが参加して大変有意義な年次大会となりました。

4月18日すばらしい天候にめぐまれ
た春の陽ざしの中、192名の参加
者で盛大に行えました。
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　２回目のＰＲ会報編集委員長を受け、早や一年が
経ちました。内容的にはまだまだ不満足ですが、な
んとか型になりホっとしています。又、ライオン信
濃の委員としてもこの一年間、他クラブの各委員と
の強力の下、例年になく評判の良いライオン信濃を
発刊できましたことも付け加えておきます。
　一年間、ありがとうございました。

（PR・会報編集委員会一同）

ＰＲ・会報編集委員会
◎池田　　剛
　塩瀬　利雄
　堀内　英治

◯室井　明美
　伝田　正彦

　北村　秀雄
　冨田　泰治
　

新 会 員 紹 介

鈴
す ず

  木
き

  哲
て つ

  也
や

S42.6.17 生

入会：H24.5
（スポンサー：仁科良三）
自宅：長 野 市 三 輪 5-1-
24 アミティエ三輪 202
　会社：㈱損害保険ジャ
パン（損害保険）長野支

店自動車営業課長　〒380-0816長野市三輪
武井1313-11　☎235-8011 FAX235-9312　
○携 090-2168-2403

掛
か け

  谷
や

  嘉
よ し

  則
の り

S25.4.25 生

入会：H24.5
（スポンサー：北川哲男）
自宅：長野市篠ノ井岡田
3241-605 ☎292-6653　
会社：㈱不動産システム
研究所（コンサルティン

グ）代表取締役　〒380-0838長野市県町484-1
センターボア6F　☎233-2525 FAX233-5051　
○携 090-8490-7806

竹
た け

  内
う ち

  重
し げ

  也
や

S27.7.14 生

入会：H24.3
（スポンサー：松野是邦）
自宅：長野市大字風間
705-7 ☎221-4464 
FAX221-4774
長野市議会議員

〒380-8512長野市緑町1613　☎224-5057
○携 090－3333-9238

経 過 報 告

今後 　予定の

6月 1日㈬ 第3回事務局固定化管理委員会
3日㈬ 事務局内文章等整理について
3日㈮ 出席奨励委員会
6日㈪ 第12回（6月）定例理事会
8日㈬ 次期クラブ三役・事務局員セミナー 
9日㈭ 第2回ライオン信濃編集委員会
9日㈭ 第37回ＪＭＭ打合せ

10日㈮ 6月第一「引継ぎ例会」
12日㈰ 334複合地区第57回年次大会
14日㈫ 現・次期地区委員長引継ぎ打合せ
14日㈫ 次期事業合同委員会
15日㈬ 次期ＺＣ・地区委員長セミナー
15日㈬ 次期運営合同委員会・特別合同委員会
17日㈮ 6月第二「最終年次例会」
17日㈮ 第3回事務局固定化実行委員会
19日㈰ 「共生の森2000」を育てる会 現・次期役員総会
22日㈬ 第1回次期リサーチ・長期計画委員会
23日㈭ 次期クラブ委員長セミナー
24日㈮ 出席奨励委員会
28日㈫ 次期準備理事会
30日㈭ 第30回ふれあいまつり第一回実行委員会
30日㈭ 2010 〜 2011年度会計監査

7月 1日㈮ 会員厚生接待親善委員会
4日㈪ 7月（第1回）定例理事会
6日㈬ 第3回ライオン信濃編集委員会
6日㈬ クラブ親睦ゴルフ
8日㈮ 7月第一（年頭）例会

14日㈭ 歴代会長会及び歴代幹事会
15日㈮ 定例副幹事・副会計会議
16日㈯ 「共生の森2000」管理作業
19日㈫ 第1回複合地区ガバナー協議会報告会
21日㈭ 現地区ガバナーの慰労と地区ガバナーエレクトを励ます会
22日㈮ 第1回地区名誉顧問会議
24日㈰ 桜坂の桜の手入れ（第二例会振替）
25日㈪ 第4回ライオン信濃編集委員会
27日㈬ 長野白樺ＬＣ7月第二「納涼例会」
28日㈭ 第1回地区ガバナー・キャビネット会議
29日㈮ 出席奨励委員会
31日㈰ 飯綱山登山・クリーン活動

8月 3日㈬ クリーン長野運動推進本部定期総会
3日㈬ 市民教育環境保全委員会
6日㈯ 第1回ＪＭＭ実行委員会タ
8日㈪ 8月定例理事会

11日㈭ ＭＥＲＬ委員会・長期計画財務委員会
12日㈮ 8月第一（納涼）例会

13日㈯〜 16日㈫　クラブ事務局夏季休暇
18日㈭ 第5回ライオン信濃編集委員会
20日㈯ 第1回献血広報
22日㈪ 第1回新世代セミナー
22日㈪ 第1回3Ｚガバナー諮問委員会
26日㈮ 3Ｚガバナー公式訪問（例会振替）
31日㈬ 第2回クラブ親睦ゴルフ

9月 2日㈮ 出席奨励委員会
2日㈮ 第1回地区献血・骨髄移植委員会
5日㈪ 第3回9月定例理事会
5日㈪ 第6回ライオン信濃編集委員会
6日㈫ 2Ｒ・1Ｚガバナー公式訪問
9日㈮ 9月第一例会

14日㈬ 長野千曲ライオンズクラブチャリティーゴルフ大会
16日㈮ 出席奨励委員会
17日㈯ 「共生の森2000」第2回草刈り作業
21日㈬ LCIFセミナー
22日㈭ ジュニアゴルフ大会打ち合わせ
24日㈯ 第30回ふれあいまつり前日準備
24日㈯ 第30回ふれあいまつり野菜切り準備
25日㈰ 第30回ふれあいまつり（例会振替）
25日㈰ 第37回JMM医療関係者打合せ会
25日㈰ 第2回JMM実行委員会
27日㈫ 長野篠ノ井ライオンズクラブチャリティーゴルフ大会
28日㈬ 長野りんどうライオンズクラブチャリティーゴルフ大会
28日㈬ 2Ｒ・2Ｚガバナー公式訪問
29日㈭ 出席奨励委員会

10月 1日㈯ 日本ライオンズ女性会員フォーラム
2日㈰ 臓器移植推進全国街頭キャンペーン
3日㈪ 第4回10月定例理事会
5日㈬ 献血推進アドバイザー認定講習会
7日㈮ 10月第一例会

7日㈮ 東日本大震災第一次復興支援打ち合わせ会
11日㈫ ‘11ライオンズ女性の集い
13日㈭ 長野白樺ライオンズクラブチャリティーゴルフ大会
14日㈮ 出席奨励委員会
14日㈮ 第1回臨時ZC会議
15日㈯ 第2回献血広報

15日㈯〜 16日㈰　第一次東日本大震災復興支援
16日㈰ 秋のゴミゼロ運動
21日㈮ クラブ創立記念例会
22日㈯ 第13回臓器移植推進国民大会
24日㈪ 長野みすずLC杯第1回SBC長野県ジュニアゴルフ大会第

1回実行委員会
25日㈫ 334-Ｅ地区 MERL会員増強大会
27日㈭ 第7回ライオン信濃編集委員会
28日㈮ 出席奨励委員会

11月 4日㈮ 副幹事・副会計会議
4日㈮ 長野みすずLC杯第1回SBC長野県ジュニアゴルフ大会打

合せ、決起大会
5日㈯〜 6㈰　親睦旅行「がんばれ！東北・世界遺産の中尊寺と鳴子

温泉を巡る旅」
7日㈪ 長野みすずLC杯第1回長野県ジュニアゴルフ大会 帯同マ

ーシャル研修会
7日㈪ 第5回11月定例理事会

10日㈭ 第2回地区名誉顧問会議
11日㈮ 第4回ふれあいまつり実行委員会
11日㈮ 11月第一例会
13日㈰ 長野みすずLC杯第1回SBC長野県ジュニアゴルフ大会
14日㈪ 第2回新世代セミナー／ 18:30 〜ホテル国際21
16日㈬ 第8回ライオン信濃編集委員会
17日㈭ 第2回地区ガバナー・キャビネット会議
17日㈭ 第25回長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会打ち合

せ
18日㈮ 出席奨励委員会
19日㈯ 第3回献血広報
22日㈫ シドL.スクラッグスLCIF理事長セミナー

24日㈭〜 27日㈰　第50回東洋・東南アジアフォーラム（マニラ）
28日㈪ 11月第二例会

12月 2日㈮ こども親善大使交歓レセプション打合せ会
2日㈮ 出席奨励委員会
2日㈮ 第6回12月定例理事会
3日㈯ 第37回日本・フィリピン合同医療奉仕活動支援物資荷造

り作業
4日㈰ 第25回長野みすずＬＣ杯争奪長野少年剣道大会（例会

振替）
5日㈪ 第2回第2Ｒ第3Ｚガバナー諮問委員会
6日㈫ 第2回地区会則・リサーチ長期計画委員会
8日㈭ 第1回臨時334複合地区ガバナー協議会
9日㈮ キャビネット役員忘年会
9日㈮ 出席奨励委員会

10日㈯ 北信地区聴覚障害者の人たちとのふれあいの集い ボウリ
ング大会打合せ会議

12日㈪ 第9回ライオン信濃編集委員会
12日㈪ 家族合同クリスマス例会打合せ
13日㈫ 薬物乱用防止教育認定講師養成講座
14日㈬ 第58回地区年次大会第1回役員会
18日㈰ 献血キャンペーン
20日㈫ 長野りんどうLC家族合同クリスマス例会
21日㈬ 長野白樺LC家族合同クリスマス例会
22日㈭ 12月第二家族合同クリスマス例会
26日㈪ 出席奨励委員会

29日㈭〜 1月5日㈭　クラブ事務局年末年始休暇
1月 6日㈮ 第7回1月定例理事会

6日㈮ クラブ新年会
11日㈬ キャビネット副幹事・副会計打合せ会議
13日㈮ 2Ｒ新年合同例会
14日㈯ 第4回献血広報
15日㈰ 長野国際親善クラブ2012年新年祝賀会
16日㈪ 第3回新世代セミナー

17日㈫〜 22日㈰　LCIFスタディツアータイ旅行　
18日㈬ 第3回地区名誉顧問会議
19日㈭ 出席奨励委員会
22日㈰ 三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い（例会振替）
23日㈪ 第1回334複合地区年次大会役員会（Ｅ地区）
23日㈪ 第3回地区ガバナー・キャビネット会議
25日㈬ 第58回地区年次大会式典部会
25日㈬ 第1回指名委員会
27日㈮ 出席奨励委員会
27日㈮ 第3回334複合地区ガバナー協議会報告会
29日㈰ 第3回ＪＭＭ実行委員会
30日㈪ ライオンズ「はしかイニシアティブ」セミナー

2月 2日㈭ 上期会計監査
3日㈮ 権堂秋葉神社節分追儺祭

6日㈪ 第3回第2Ｒ第3Ｚガバナー諮問委員会
6日㈪ 第8回2月定例理事会

9日㈭〜 12日㈰　第37回日本フィリピン合同医療奉仕活動
13日㈪ 2月第一例会
17日㈮ 出席奨励委員会
18日㈯ 第3Ｚコミュニケーション・ボウリング大会
21日㈫ 第58回地区年次大会 クラブ対抗チャリティゴルフ大会運

営委員会
22日㈬ 第58回地区年次大会 アワード選考についての会議
22日㈬ 第2回第58回地区年次大会役員会
24日㈮ 第10回ライオン信濃編集委員会
24日㈮ 2月第二例会

3月 2日㈮ 出席奨励委員会
5日㈪ 第9回3月定例理事会
9日㈮ 第2回334複合地区年次大会役員会
9日㈮ 3月第一例会

10日㈫ 第25回北信地区聴覚障害者の人たちとのふれあいの集い
“ボウリング大会”

13日㈫ 現・次期委員会打合せ（地区国際関係・LCIF・アラート
委員会）

16日㈮ 出席奨励委員会
16日㈮ 現・次期委員会打合せ（地区献血・骨髄移植委員会）
16日㈮ 第11回ライオン信濃編集委員会
21日㈬ 第4回地区名誉顧問会議
22日㈭ 長野ＬＣ結成50周年記念式典及び祝宴
23日㈮ 第2回 第58回地区年次大会 クラブ対抗チャリティーゴル

フ大会役員会
28日㈬ 第4回地区ガバナー・キャビネット会議
30日㈮ 出席奨励委員会
31日㈯ 第4回JMM実行委員会

4月 2日㈪ 第10回4月定例理事会
3日㈫ 第4回334複合地区ガバナー協議会報告会
4日㈬ 次期委員会合同会議
6日㈮ 4月第一例会

7日㈯〜 8日㈰　第三次東日本大震災復興支援活動
9日㈪ 長野みすずLCチャリティーゴルフ大会打合せ会議

10日㈫ 第4回第2Ｒ第3Zガバナー諮問委員会
11日㈬ 第2回第58回地区年次大会式典部会
12日㈭ 第58回地区年次大会 クラブ対抗チャリティーゴルフ大会
12日㈭ 第2回334複合地区LCOF・国際関係委員会
13日㈮ 出席奨励委員会
16日㈪ 臨時ライオン信濃編集委員会
17日㈫ 第2Ｒ・会員セミナーと新会員オリエンテーション
18日㈬ 長野みすずLC 2012チャリティーゴルフ大会
23日㈪ 地区年次大会　実務部会全体会議
28日㈯ 第58回地区年次大会

5月 7日㈪ 第11回5月定例理事会
10日㈭ 出席奨励委員会
11日㈮ 5月第一例会
14日㈪ 次期地区国際関係・LCIF準備委員会
15日㈫ 334複合地区第58回年次大会打合せ会議
16日㈬ 第4回第2Ｚガバナー諮問委員会
17日㈭ 334複合地区第58回年次大会式典部会・代議員部会打

合せ会議
18日㈮ 出席奨励委員会
21日㈪ 臨時理事会
22日㈫ 長野LC結成50周年記念第9回チャリティーゴルフ大会
25日㈮ 5月第二例会
26日㈯ 334複合地区第58回年次大会前日準備
26日㈯ 334複合地区第58回年次大会国際会長歓迎懇親会
27日㈰ 334複合地区第58回年次大会
27日㈰ 春のゴミゼロ運動

6月 1日㈮ 第1回次期地区レオ・ライオネス・青少年指導委員会
4日㈪ 第12回6月定例理事会
5日㈫ 次期クラブ三役・事務局員セミナー
6日㈬ 次期八役および次期正副委員長会議
8日㈮ 次期ＺＣ・地区委員長セミナー
8日㈮ 6月第一「引継ぎ例会」

12日㈫ 次期事業合同委員会
13日㈬ 第12回ライオン信濃編集委員会
14日㈭ 次期運営合同委員会・特別合同委員会
14日㈭ 出席奨励委員会
15日㈮ 次期クラブ委員長セミナー
15日㈮ 6月第二「最終年次例会」

22日㈮ 出席奨励委員会
27日㈬ 次期準備理事会
29日㈮ PE・ライオンズ情報委員会・編集委員会反省会

経 過 報 告

今後 　予定の


