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L. 遠藤　紀夫会  長

第35代会長として御挨拶申し上げます。
この度、創立35周年という節目の年に会長という大役を仰せつかり、責任の重さを感じております。
私はベテランと新人の方々を繋ぐ中堅クラブ員として、皆様とのコミュニケーションを深めながら、友愛と相

互理解の精神で一生懸命務めさせていただきます。
今年度は「生かされて生きる　奉仕の心」をスローガンとし、様々な奉仕活動に専念し、我々のモットーであ

る「We Serve」の原点に立ち戻り、人と人との繋がりを大切にし、良い年だったと皆様が感じられるような1年
にしたいと思っております。最後に、御無理を申し上げるかと存じますが、皆様の御協力をお願い申し上げま
す。

会報第１１８号をお届けします。
皆様のご協力により、遠藤会長のもと今期を乗り
切りたいと思います。
１年間よろしくお願い致します。

（PR・会報編集委員会一同）
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幹　事 L. 上原　英二

幹事という大役をお引き受けしましたが、正直、入会後、4年足らずでクラブの
理解や諸規定も身に付いていない者がという想いもありました。しかし、遠藤会長
から「クラブを時代の流れに即した組織に改革したい。」との熱意に動かされ、引
き受けることにしました。
改革の柱は、例会の月一回開催、LCIF1,000ドル寄付、次世代に向けての若手の

育成など、問題点や課題も多く、会員皆様もそれぞれの考え方や想いもあるものと
思います。
しかし、組織を発展させ魅力あるものにしていくためには、改革は避けて通れな

い道だと思います。遠藤会長の下、1年間黒子に徹して、会長の想いが形になるよ
う努力したいと思います。併せて、会員相互の融和と明るく楽しいクラブ運営が出
来るよう心掛けていきたいと思います。会員皆様のお力添えを是非お願いします。

会　計 L. 北川　哲男

1991年以来23年ぶり、2度目の会計を務めさせていただくこととなりました。
本年度は、クラブ結成35周年という節目の年にあたり、遠藤会長は、クラブ活性

化に向けた様々な改革や意識の向上に向けての提言をしているところですが、予算
的にもこれに呼応した弾力的な対応が求められるところであります。
本年度は、年会費減額を図りますが、これを健全な会計として維持するために

は、運営費会計では会員増強、事業費会計では事業収益の確保が必須でありますと
ころ、メンバー各位の絶大なるご協力をお願いする次第でございます。

ライオン・テーマー L. 滝沢　春文

2014年～15年度この度ライオン・テーマーを仰せつかりました滝沢春文です。
長野みすずライオンズクラブに入会させていただきましてから早くも3年目に入

りました。
わたくしはホテル業に従事しておりますが、常日頃からお客様にご満足頂くため

に「迅速・柔軟・人に対する奉仕の心」を大切にしております。ライオンズ精神は
人生経験においても大切なものと考えておりますので、今後も制限はございますが
祭事等にも積極的に参加させて頂きたいと思っております。
この度は遠藤会長のもと、ライオン・テーマーというさらに良い経験をさせてい

ただける機会をいただきましたので、諸先輩皆様のご指導をいただきながら本年度
の例会進行がスムーズにまた楽しく進みますよう努めてまいりますのでよろしくお
願いいたします。

テール・ツイスター L. 北村　秀雄

この度、テール・ツイスターを拝命いたしました。大役を仰せつかり身の引き締ま
る思いですが、使命を全うすべく全力を尽くす所存でございます。
本年度基本方針のひとつ、「35周年の節目にあり、クラブ運営面での改革（改善）

を図る」とあるように、月一回とする例会の内容の充実と出席率向上を実現させるた
めには、『種々のアイデアによって会合を盛り上げ、会員間の親睦を図るのがその任
務である』テール・ツイスターの責務を重く受けとめ、具体的行動を起こして行きた
いと思います。
L. 遠藤会長はじめ役員の皆様の足でまといになりませんよう努力してまいりますの
で、みなさんのご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

第1副会長 L. 伊倉　順治

35周年の遠藤年度の執行部としてその補佐を務めることとなり、その任の重さに
怖じ気づいている今日です。本年度はいろいろな面で改革が行われる予定でありま
す。この改革が良い方向に進んで、そして良い結果になるよう微力ではありますが
協力できればと思っております。
どうか一年間よろしくお願いいたします。

運 営 委 員 会

第2副会長 L. 西澤　裕美子

遠藤会長の元、第２副会長に拝命をいただきました。
昨年度、第３副会長という大役の中、クラブ運営について勉強させていただき、
少しずつですが理解できてきた様な気が致します。又その事以上にメンバーの絆の
すばらしさに感動した年でもありました。昨年の経験を土台に今年度又一歩前進で
きる様、勉強させていただきたいと存じます。微力ではございますが、遠藤丸の支
えになり、みすずライオンズクラブの発展に貢献できますよう精進する所存でござ
います。
一年間皆様のご指導、ご鞭撻をいただきますよう宜しくお願い致します。

事 業 委 員 会

第3副会長 L. 西沢　正訓

私は、当クラブに入会させて頂き3年目を迎えました。まだあまりライオンズク
ラブの活動について理解できていない中、35周年の節目となる本年度、第３会長と
いう大役を仰せつかり、身の引き締まる思いでございます。
L. 遠藤会長のクラブ基本方針に従い、各事業を実施するには、各会員の友愛と相
互理解がなければ達成できません。会員厚生・接待親善委員長はじめ各委員の皆様
の絶大なるご協力、ご指導を頂きながら特別委員会を盛り上げ、少しでも遠藤会長
のお役に立てるよう、精一杯努力する所存ですので、よろしくご指導賜りますよう
お願い申し上げます。

特 別 委 員 会

役 の ご あ い さ つ８
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地区名誉顧問・元地区ガバナー

L. 松本　　東

　新執行部の新年を迎え会員の皆さん又今年はどんな活動とど

んなにか楽しい奉仕活動と会員のコミュニケーションが大きく

楽しく花開くことでしょうか楽しみに又互いに執行部に提案し

更なる会の発展に寄与致しましょう。大きく提案をすれば笠原

地区ガバナーのスローガン「相手を想う至誠の奉仕」に添った

本来の奉仕の有り方を見直し改革挑戦のガバナーの意を大いに

理解し当クラブに見合った奉仕活動に挑戦致しましょう。

　本年度又会員の皆さんの御健勝で先ず例会出席率を上昇させ

老若の差なく大いに語り大いに活動の輪を拡げ334-E地区の

リーダーシップのクラブとして頑張りましょう。

　会員の御活躍と御健勝を祈念致します。

地区ライオンズクエスト第２委員長

L. 飯田　重光

　正直申し上げて、次期ライオンズクエスト第２委員長を仰せ

つかり、慌ててJIYDのセミナーや、キャビネット会議に参加

させて頂き勉強を始め、ようやく「ライオンズクエスト」が解

りかけてきたところです。

　JIYDでのセミナーでは、宮城県大崎市立中学校　千葉繁美

　校長先生の6年間に渡り取り組まれた、「ライフスキル教育プ

ログラム」講演を聞くことができました。

　校内での「授業」の他に「保護者」「地域社会」を巻き込んで

の活動の成果により、「いじめ」「保健室授業」「地域への関心」

「感情コントロール」「問題解決」など、目に見える子供たちの

変化の報告があり、このプログラムの取り組みは、ライオンズ

クラブの重要なアクティビティの一つだと痛感いたしました。

　ようやく334-E地区でも１回目のワークショップ（WS）が開

催され、２回目のWSは、学校の先生方が参加されやすいよう

に、2014年7月29日・30日の予定で開催されます。

　１年間私も勉強させていただきながら、ライオンズクエスト

啓蒙に取り組みたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

地 区 役 員 ご あ い さ つの

2013～2014年度 ２Ｒ・３Ｚ ＺＣ Ｌ.仁科良三のご慰労懇親会
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7月「年頭例会」信州あいさつ運動 in 城山小学校
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ライオンズクラブ

就任のご挨拶

発行　長野みすずライオンズクラブ
長野市妻科 426-1　長野県建築士会館 5F
〒380-0872　☎026-235-0403

PR・会報編集委員会
　◎中村　幸司　　○髙野　善生　　塩瀬　利雄
　　冨田　泰治　　　関　　博明　　水野　俊明

L. 遠藤　紀夫会  長

第35代会長として御挨拶申し上げます。
この度、創立35周年という節目の年に会長という大役を仰せつかり、責任の重さを感じております。
私はベテランと新人の方々を繋ぐ中堅クラブ員として、皆様とのコミュニケーションを深めながら、友愛と相
互理解の精神で一生懸命務めさせていただきます。
今年度は「生かされて生きる　奉仕の心」をスローガンとし、様々な奉仕活動に専念し、我々のモットーであ
る「We Serve」の原点に立ち戻り、人と人との繋がりを大切にし、良い年だったと皆様が感じられるような1年
にしたいと思っております。最後に、御無理を申し上げるかと存じますが、皆様の御協力をお願い申し上げま
す。

会報第１１８号をお届けします。
皆様のご協力により、遠藤会長のもと今期を乗り

切りたいと思います。
１年間よろしくお願い致します。

（PR・会報編集委員会一同）

編 集 後 記

「共生の森2000」を育てる会 現・次期役員総会 
次期ライオンズクエスト特別委員準備会
次期準備理事会
出席奨励委員会
2013～2014年度地区役員慰労懇親会
第９７回国際大会　カナダ トロント
2013～2014年度下期会計監査
第１回定例理事会
第１回ＪＭＭ実行委員会
第１回ライオンズクエスト特別委員会
第１回地区名誉顧問会議
７月年頭例会
「共生の森2000」を育てる会 第１回管理作業
第１回地区ガバナー・キャビネット会議
出席奨励委員会
歴代会長・幹事会
クリーン長野運動推進本部定期総会
ライオンズクエストワークショップ
第２回ライオンズクエスト特別委員会
第１回２Ｒ・３Ｚガバナー諮問委員会
第２回８月定例理事会
家族合同納涼例会

６月　２１日（土）
２３日（月）
２３日（月）
２７日（金）
２８日（土）

７月５日（土）～８日（火）
８日（火）
１０日（木）
１３日（日）
１４日（月）
１６日（水）
１８日（金）
１９日（土）
２４日（木）
２５日（金）
２５日（金）
２８日（月）

２９日（火）～３０日（水）
２９日（火）

８月　１日（金）
４日（月）
８日（金）

経 過 報 告

出席奨励委員会
第１回２Ｒ・２Ｚガバナー諮問委員会
２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問
第１回２Ｒ・１Ｚガバナー諮問委員会

１１日（金）
１１日（金）
２２日（金）
２５日（月）

今後の予定
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