
  

 

 

 

「互いを大切にしながら、みんなでウィ・サーブ」
をスローガンに掲げ、2012 年７月にスタートした
１年間のゴールが、見える時期となりました。皆
様のご協力に心より感謝申し上げます。
会員や家族のコミュニケーションを強め、更に

アクティビティへ力が注げるようにとの思いをこ
めたスローガンでしたが、まずは８月に家族合同
納涼例会を皆様に盛り上げて頂きながらのスター
トとなりました。
第２回となりました長野みすずLC杯 SBC長

野県ジュニアゴルフ大会も、前年の反省点を踏ま
えつつ、盛大に執り行うことができました。ふれ

あい祭り、長野みすず杯争奪剣道大会、三帰寮一
日里親ふれあいボーリングの集い、チャリティー
ゴルフ大会、献血広報と献血キャンペーンなどの
継続事業も滞りなく行うことができ、皆様のご協
力、本当にありがとうございました。
ふれあいの塔も何とか無事に稼動するようにな

りました。地区年次大会では、YCE賞、地域社会
アクティビティ賞、会員増強賞、国際アクティビ
ティ賞の年次表彰を頂きました。事務局をはじめ
メンバーのご協力に心より感謝申し上げます。本
当にありがとうございました。

会  長  L. 田 中 信 臣
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一年を振り返って
入会して、５年そこそこの私にテール・ツイスターという大役をやらせて頂

き本当にありがとう御座いました。
最初のうちは、良く分からずにやっていましたが、先輩方が色々アドバイス

をしてくれたおかげで何とかやり通す事が出来ました。
余り景気の良くない中、沢山のドネーションして頂き目標金額を達成する事

が出来そうです。
何より普段余り話をした事のないメンバーと話が出来たり、ライオンズのい

い勉強になったと思います。
一年間皆様のご協力本当にありがとうございました。

一年を振り返って
クラブ幹事の大役を仰せつかり身の引き締まる思いを感じながら早や一年が

過ぎようとしています。当初はクラブの方向性を考えながら何が大切か、何を
やらなければならないのか、の模索の一年でした。
至らない幹事でしたが、なにはともあれ幹事の大役を果たす事ができたのも

会員皆様のご協力のお陰です。特に後半は仁科会員委員長に励まされながら大
変お世話になりました。改めて御礼を申し上げます。
最後にクラブの発展をお祈り申し上げ一年間の感謝とします。
ありがとうございました。

一年を振り返って
会計の髙野です。一年間お世話になりました。関東信越税理士会・常務理事

及び日本税理士会連合会の公職を兼ねていたためクラブ例会に欠席することも
多く、皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなりました。クラブ会計を担当
して、クラブ運営の基本や組織などを学ぶ機会が得られたことは私にとって大
きな収穫でした。特に事業費会計と運営費会計の厳格な区別は理解が難しいと
ころです。クラブ事業（アクティビティ）の概念は日頃の活動を規定するもの
であり、安易な寄付金事業を禁止する理念はよくできていると思いました。我々
の活動の基本は奉仕であるということを再確認した一年でした。

ライオン・テーマを拝命して

当クラブに入会させて頂いて、早いもので５年が過ぎました。そろそろ大役
がまわって来るかと戦々恐々、ビクビクしていたところまわってきましたライ
オンテーマ。諸先輩方に例会を構成するのはテーマの仕事と言われ、毎回時計
を睨み大汗をかきながら司会進行をしております。早いものでつつがなく任期
を終えることができそうです。これもひとえに皆様のご協力の賜物と感謝する
次第です。田中会長、フィリピン、ドタキャンして申し訳ありませんでした。
諸事情にもよりますが、今後も与えられた職務を淡々と全うして行きたいと

思います。
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会 計  L. 髙 野 善 生

ライオン・テーマ  L. 金 澤 正 明

幹 事  L. 池 田 剛

テール・ツイスター  L. 岩 﨑 豪

 

  

 



  

  

一年を振り返って
今回第一副会長を退任するにあたり、一年間運営委員会及び会員メンバー皆

様のご協力により、何とか無事に終われることを感謝申し上げます。ありがと
うございました。
ライオン誌にアクティビティを投稿する予定でしたが、お約束を守れなかっ

た事を心よりお詫び申し上げます。反省しています。これを教訓として今後は
言ったことは必ず実行したいと思っています。重ねて一年間ありがとうござい
ました。

一年を振り返って
一年を振り返ってみれば、桜坂の下草刈りから始まって、共生の森の手入れ、

ふれあいまつり、第２回ジュニアゴルフ大会、長野みすずLC杯争奪長野少年
剣道大会、三帰寮一日里親ふれあいボウリング等々の事業を行いました。長野
みすず LC杯争奪長野少年剣道大会は年々大会に参加する少年少女が増加し、
規模が大きくなってきました。また少年少女の真剣な戦いに感動を覚えました。
三帰寮一日里親ふれあいボウリングは、園児達の楽しそうな顔を見てこの事業
を長年行ってきて本当に良かったなと思いました。一年間無事、事業を行うこ
とができたのも皆様のご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
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第一副会長  L. 河 田 育 畝

第二副会長  L. 遠 藤 紀 夫

感 謝
田中会長から「納涼・クリスマス例会を楽しく盛り上げる！」との指示を受け、

限られた予算の中で工夫をして頂き、ご参加頂いたLLの皆様にも少しは楽し
んで頂けた例会になったかな？と思っております。
会員厚生接待親善の有田委員長が転勤になり、滝沢副委員長には大変ご苦労

をおかけ致しました。
しかし、そこはさすが「L. 滝沢！」各種調整をして頂き、見事に仕上げてく

れました。
これからも、長野みすずライオンズクラブらしく、創意工夫をしてクラブ活動が更に活発になるよう

に皆で一丸となって行きたいと思います。
一年間皆様方には大変お世話になり心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。

第三副会長  L. 飯 田 重 光

報 告
五月の空、山、川、新緑の美しさ又気分の爽快さを感じる気候と成り「ウッオー」
と手を上に伸ばして深呼吸をすると気持が爽やかになります。さて会報に一筆
となると数多くの事項があります。然し挙げれば３３４－Ｅ地区では事務局の
固定化を進める為試行事務局を塩尻市に設け三年間で是非の判断をしようとし
て参り諸経費又会議の時間等の節約を考え当地区年次大会で決議し固定事務局
の松本市周辺と成りました事を報告し増々の今後のライオンズ活動に御精進さ
れます事をお願い致し一筆と致します。

地区名誉顧問・元地区ガバナー L. 松 本 東



4

任期を振り返って

２年間、地区ＬＣＩＦコーディネーターとしてお世話になりました。
この間、印象的であったのは、ＬＣＩＦのはしかイニシアチブへの取組みです。
麻疹は、非常に伝染しやすい深刻なウイルス性疾患で、５年前には世界で16万

4000人の死亡が報告されていましたが、今年の１月に世界保健機構は、2000～
2011年の間に予防接種の効果で死亡者数が71％も減少したと発表しました。
この減少効果にＬＣＩＦが多大な貢献をしたのはいうまでもなく、私の任期

中の 2011 年１月から 2012 年 10 月までの間にＬＣＩＦでは、ＭＪＦ献金を中心に 1000 万ドルの献金目
標を達成し、３３４－Ｅ地区においても多額の献金協力をいただきました。
このような世界規模の奉仕は、クラブ又は地区レベルのみで行うことは困難ですが、ＬＣＩＦは、私

たちの想いを繋いでくれることを実感した次第です。
２年間のご協力ありがとうございました。

一年を振り返って

本年一年を振り返ってみると地区委員の大変さがよく分かりました。２Ｒに
１Ｚ、２Ｚ、３Ｚと３つのＺがあり、ガバナー諮問委員会に出席となると３Ｚ
×４回＝ 12 回の会議に出席し、しかも同じ報告を３ヶ所で行うことの煩わしさ
を考えると中途で放り出したくなるのが本音です。
それでも気を取りなおしてみすずライオンズの為、その名を汚さないように

と心がけ精一杯一年やり通しました。勉強になりましたが感想です。ありがと
うございました。

一年を振り返って

地区レオ・ライオネス・青少年指導、ライオンズクエスト、薬物乱用防止委
員を仰せつかり早いもので一年が過ぎようとしています。
本年度は、３委員会が独立した形で活動してきました。特にライオンズクエ

スト委員会は、ガバナー基本方針の「ライオンズクエストの推進」を受け、委
員会において議論する中、委員を含め、ライオンズメンバーのライオンズクエ
ストに対する理解を深める為、リジョン毎でしたが、セミナーを開催しました。

１回のセミナーでしたが、来年度以降に向けての第一歩が、踏み出せたと思います。
クラブメンバーの皆様には、この一年間、ご理解、ご協力を頂き、本当にありがとうございました。

地区ＬＣＩＦコーディネーター L. 北 川 哲 男

地区ＧＭＴ・ＧＬＴアラート委員  L. 伊 倉 順 治

地区レオ・ライオネス・青少年指導、ライオンズクエスト、薬物乱用防止委員 L. 松 木 茂

一年をふりかえり
一年前、長期計画財務委員長を仰せつかり、どうしたら良いか悩みましたが、

クラブの方々のご指導を頂き、なんとか役を終えることが出来ました。私が今
まで疑問におもっていたことを表に出すことが出来ました。又皆様より貴重な
ご意見を頂きありがとうございました。
これからも、クラブの皆様と共に努力をおしまず行きたいと思っております。
一年間、本当にありがとうございました。

長期計画財務委員 L. 芦 田 均
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会 長
L. 河 田 育 畝

幹 事
L. 山 室 健 三

ライオン・テーマー
L. 冨 田 泰 治

会 計
L. 宮 本 文 世

テール・ツイスター
L. 室 井 明 美

第一副会長
L. 遠 藤 紀 夫

第三副会長
L. 西澤裕美子

第二副会長
L. 芦 田 均

そ し て 次 期 へそ し て 次 期 へ（八役の顔ぶれ）（八役の顔ぶれ）

昨年12月 2日に開催されたみ
すずライオンズクラブ杯争奪長
野少年剣道大会は、今回で26回
目を迎え、多くの豆剣士が力一杯
戦う場面があり盛大に開催され
ました。

20122012

12 ２
長野みすずLC杯争奪長野みすずLC杯争奪

第26回 第26回 長野少年剣道大会長野少年剣道大会 運動公園体育館
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20132013

１ 20
第29回 養護施設三帰寮第29回 養護施設三帰寮

一日里親ボーリングの集い一日里親ボーリングの集い ヤングファラオ
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20122012

12 14 家族合同家族合同クリスマス例会クリスマス例会
ホテルJALシティ

矢沢ぴょん吉さんのもの
まねコーナーもあり、大変盛
り上がりました。LLの皆さ
んも大勢参加して頂き楽し
いひとときを過ごせました。

この日は、子供達や先
生方、我がクラブ員も大
勢参加して、とても盛大
に開催することができま
した。賞に入った子供達
がうれしそうに賞品を受
取り、とても和やかな一
日でした。

20132013

２ 8～
11

第38回 日本・フィリピン合同医療奉仕活動第38回 日本・フィリピン合同医療奉仕活動

今回の活動は、２月８日から11日までの４日間の日程で実
施され、参加者は177名（当クラブからは６名）、支援物資総
額は212万円余でした。
ここ数年来のフィリピン国税関での輸入手続きのトラブル

に踏まえ、今回は医薬品を含む支援物資のほとんどを現地で調
達する方法を採りました
が、その結果、大きな事
故等もなく、大きな感動
とともに受診者総数9123
名の実績を残して無事終
了することができました。

（L.北川 哲男）
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20132013

３ 2 ～24～
25

国会見学会と会員親睦旅行国会見学会と会員親睦旅行

当初、参加人数が少なく心配しましたが発起人の皆さ
んのおかげで多数の参加者となり、２日間楽しい親睦旅
行となりました。クラブ会員でもある、若林健太参議院
議員の計らいで国会見学及び首相官邸も見学することが
できました。

20132013

５ 19
第59回 地区年次大会第59回 地区年次大会

キッセイ文化会館

第59回地区年次大会は松本市の
キッセイ文化会館で行なわれ、L.山
下徹静から新ガバナーの L. 甘利直
和の引継ぎも無事終わりました。

生憎の大雨と風の最悪
のコンディションの中で
も参加者は 188 名で盛
大に行なわれました。

20132013

４ 24 長野みすずＬＣチャリティゴルフ大会長野みすずＬＣチャリティゴルフ大会
京急ゴルフ場

20132013

５ 26 春のゴミゼロ運動春のゴミゼロ運動
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ゴミゼロ運動を毎年行っており
ますが、年々ゴミも少なく美化意
識が地域の皆様に浸透して来てい
るのを感じます。継続する事は大
切だと思いました。（L.東方 正道）



9日㈫ 第4回10月定例理事会
11日㈭ 第1回ライオンズクエスト特別委員会
11日㈭ 献血推進アドバイザー認定講習会
12日㈮ クラブ創立記念例会

13日㈯～14日㈰ '12 ライオンズ 女性の集い
14日㈰ 第2回献血広報
16日㈫ ジュニアゴルフ大会SBC合同実行委員会及び帯同マーシ

ャル講習会
17日㈬ 334-E地区 GMT会員増強大会
18日㈭ 長野少年剣道大会打合せ
18日㈭ 長野白樺ライオンズクラブチャリティーゴルフ大会
19日㈮ 出席奨励委員会
20日㈯ 第2回JMM実行委員会
21日㈰ 第31回「ふれあいまつり」
21日㈰ 秋のゴミゼロ運動
24日㈬ 第1回地区国際関係・LCIF委員会
25日㈭ 第2回地区名誉顧問会議
26日㈮ 出席奨励委員会
28日㈰ 長野みすずLC杯第2回SBC長野県ジュニアゴルフ大会

11月 1日㈭ 第2回地区ガバナー・キャビネット会議
5日㈪ 薬物乱用防止教育指導者講習会
6日㈫ 薬物乱用防止教育指導者講習会

8日㈭～11日㈰ OSEALフォーラム・福岡
12日㈪ 11月第一例会
13日㈫ 第2回ライオンズクエスト特別委員会
14日㈬ 第2回1Zガバナー諮問委員会
16日㈮ 出席奨励委員会
18日㈰ 第3回献血広報
21日㈬ 第2回2Zガバナー諮問委員会
21日㈬ 11月第二例会
26日㈪ 第2回3Zガバナー諮問委員会
26日㈪ 長野みすずLC杯第2回SBC長野県ジュニアゴルフ大会反省会
30日㈮ 出席奨励委員会

12月 1日㈯ 第26回「北信地区聴覚障害者の人たちとのふれあいの集
い」ボウリング大会打合せ会議

2日㈰ 第26回長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会（例会振替）
3日㈪ 新会員セミナー
3日㈪ 第6回12月定例理事会
4日㈫ 薬物乱用防止教育認定講師養成講座
7日㈮ 出席奨励委員会
14日㈮ 12月第二「家族合同クリスマス例会」
18日㈫ 長野りんどうLCレディ・レオ合同クリスマス例会
19日㈬ 長野白樺LC家族合同クリスマス例会
21日㈮ 出席奨励委員会
22日㈯ 献血キャンペーン
26日㈬ クラブ忘年会

29日㈯～1月6日㈰ クラブ事務局年末年始休暇
1月 7日㈪ 第7回1月定例理事会

7日㈪ クラブ新年会
11日㈮ 第1回地区長期計画・アラート合同委員会
11日㈮ 2R第二副地区ガバナー候補推薦委員会
11日㈮ 2R新年合同例会（例会振替）
13日㈰ 第4回献血広報
17日㈭ 上期会計監査
18日㈮ 出席奨励委員会
20日㈰ 三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い（例会振替）
25日㈮ 出席奨励委員会
25日㈮ 第1回次期役員指名委員会
26日㈯ 第3回JMM実行委員会
29日㈫ 長期計画・財務委員会

2月 3日㈰ 権堂秋葉神社節分追儺祭
4日㈪ 第8回2月定例理事会

8日㈮～11日㈪第38回日本・フィリピン合同医療奉仕活動
14日㈭ 第3回地区名誉顧問会議
15日㈮ 2月第一例会
16日㈯ 第3Zコミュニケーション・ボウリング大会
21日㈭ 第3回地区ガバナー・キャビネット会議
22日㈮ 出席奨励委員会
22日㈮ 2月第二例会
25日㈪ 第2回次期役員指名委員会
26日㈫ 第4回GLT委員会

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」
11日㈫ 2012年度八役会
12日㈫ 次期事業合同委員会
12日㈫ 第58回年次大会実務部会反省会
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」
17日㈰ 「共生の森2000」を育てる会現・次期役員総会
22日㈮ 出席奨励委員会
25日㈪ 第12回ライオン信濃編集委員会
25日㈪ 次期準備理事会

22日㈮～26日㈫ 第95回国際大会（韓国:釜山）
27日㈬ 第1回国際交流団体情報交換会
29日㈮ PR・ライオンズ情報委員会・編集委員会反省会

7月 2日㈪ 第1回7月定例理事会
2日㈪ 2011～2012年地区キャビネット構成員反省会
4日㈬ 第31回ふれあいまつり第1回実行委員会
6日㈮ 7月第一「年頭例会」
10日㈫ 会員厚生・接待親善委員会
11日㈬ 歴代会長会及び歴代幹事会
13日㈮ 出席奨励委員会
14日㈯ 第1回JMM実行委員会
19日㈭ 第1回地区名誉顧問会議
21日㈯ 「共生の森2000」を育てる会第1回管理作業
22日㈰ 桜坂の桜の木手入れ（第二例会振替）
25日㈬ 長野白樺LC7月第二「納涼例会」
26日㈭ ウインクン タムLCIF理事長セミナー並びに歓迎晩餐会
27日㈮ 出席奨励委員会
27日㈮ 第1回地区ガバナー・キャビネット会議

8月 2日㈭ 運営委員会
6日㈪ 第2回8月定例理事会
9日㈭ 第1回GMT・GLT委員会
10日㈮ 第1回2R・2Zガバナー諮問委員会
10日㈮ 8月第一「家族合同納涼」例会

13日㈪～16日㈭ クラブ事務局夏期休暇
17日㈮ 出席奨励委員会
19日㈰ 第1回献血広報
20日㈪ 第1回3Zガバナー諮問委員会
23日㈭ 第1回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止合同委員会
24日㈮ 3Zガバナー公式訪問
27日㈪ 第1回1Zガバナー諮問委員会
31日㈮ 出席奨励委員会
31日㈮ クリーン長野運動推進本部定期総会
31日㈮ 第1回長野県ジュニアゴルフ大会実行委員会

9月 3日㈪ 第3回9月定例理事会
7日㈮ 1Zガバナー公式訪問
7日㈮ 9月第一例会
12日㈬ 長野千曲ライオンズクラブチャリティーゴルフ大会
12日㈬ LCIFセミナー
14日㈮ 出席奨励委員会
19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
20日㈭ 第2回GMT・GLT委員会
21日㈮ 9月第二例会
22日㈯ 「共生の森2000」を育てる会第2回管理作業
26日㈬ 2Zガバナー公式訪問
26日㈬ 第31回ふれあいまつり正副係長及び担当委員会会議
27日㈭ ガバナー公式訪問打ち上げ慰労懇親会
28日㈮ 第2回地区レオ・ライオネス・青少年指導・ライオンズクエ

スト 薬物乱用防止合同委員会
28日㈮ 出席奨励委員会

10月 1日㈪ 会員委員会
3日㈬ 第3回GMT・GLT委員会
4日㈭ 長野りんどうLC結成30周年記念チャリティーゴルフ大会
7日㈰ 第32回臓器移植推進街頭キャンペーン
9日㈫ 若年会員を対象とするセミナー
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PR 会報編集委員長を仰せつかり早や一年が
経ちました。振り返ると委員長というのは名ば
かりで、しっかり役目を果たせず、会員の皆様
に迷惑をかけてしまいましたが、L. 池田幹事、
事務局をはじめ会員の皆様に助けて頂いて一年
が過ぎた次第です。大変お世話になりました。
一年間、本当に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
◎金井 文彦
小林 正
北澤 早苗

◯横山 利一
山岸 敬子

上原 英二
伊倉 順治

経 過 報 告

新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介

3月 1日㈮ 出席奨励委員会
4日㈪ 第3回3Zガバナー諮問委員会
4日㈪ 第9回3月定例理事会
5日㈫ グローバルリーダー（GL）会議
8日㈮ 3月第一例会
9日㈯ 第26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㈬ 第3回2Zガバナー諮問委員会
15日㈮ 出席奨励委員会
18日㈪ 第3回1Zガバナー諮問委員会
21日㈭ 第2Rライオンズクエストセミナー
22日㈮ 3月第二例会
23日㈯ 丸子LC結成50周年記念式典

24日㈰～25日㈪ 国会見学会と会員親睦旅行
28日㈭ 信州新町LC結成25周年記念例会
28日㈭ 長野中央LC50周年記念事業ディナーコンサート
29日㈮ 出席奨励委員会
29日㈮ ファーストセミナー

4月 3日㈬ 次期地区委員会合同会議
7日㈰ 第4回JMM実行委員会
8日㈪ 第3回ライオンズクエスト特別委員会
8日㈪ 第2R会員セミナーと新会員オリエンテーション
8日㈪ 第10回4月定例理事会
10日㈬ 第1回地区視覚障害者福祉・献眼・献腎・糖尿病教育委員会
12日㈮ 4月第一例会
18日㈭ 第4回地区名誉顧問会議
18日㈭ 出席奨励委員会
19日㈮ 長野りんどうLC結成30周年記念式典及び祝宴（例会振替）
21日㈰ 「共生の森2000」を育てる会第4回管理作業と観桜会
24日㈬ 長野みすずLC2013チャリティーゴルフ大会
25日㈭ 第4回地区ガバナー・キャビネット会議
26日㈮ 出席奨励委員会

5月 7日㈫ 第11回5月定例理事会
9日㈭ 地区IT委員会
10日㈮ 第4回1Zガバナー諮問委員会
10日㈮ 5月第一例会
13日㈪ 第4回3Zガバナー諮問委員会
14日㈫ 第59回地区年次大会クラブ対抗ゴルフ大会
15日㈬ 第4回2Zガバナー諮問委員会
17日㈮ 出席奨励委員会
17日㈮ 長野LC第10回チャリティーゴルフ大会
19日㈰ 第59回地区年次大会
21日㈫ 第 3回地区レオ・ライオネス・青少年指導・ライオンズ

クエスト・薬物乱用防止合同委員会
21日㈫ 第1回地区国際関係・LCIF委員会
21日㈫ 第39回JMM特別委員会
24日㈮ 5月第二例会
26日㈰ 「春のゴミゼロ運動」
30日㈭ 次期ZC・地区委員長セミナー
31日㈮ 出席奨励委員会
31日㈮ 次期正副委員長会議

6月 3日㈪ 334複合地区次期地区役員研修会
3日㈪ 第12回6月定例理事会
4日㈪ 次期クラブ三役・事務局員セミナー
7日㈮ 6月第一「引継例会」
9日㈰ 334複合地区第59回年次大会
13日㈭ 出席奨励委員会
14日㈮ 6月第二「最終年次例会」

6月 17日㈪ 次期クラブ委員長セミナー
17日㈪ 新旧2R ZC会議
18日㈫ 次期運営合同委員会・特別合同委員会
19日㈬ 次期事業合同委員会
21日㈮ 出席奨励委員会
24日㈪ 次期準備理事会

今後 予定の
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