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長野みすず

ライオンズクラブ

新年のご挨 拶
会 長

L. 遠藤

紀夫

皆様、明けましておめでとうございます。
2014年７月より「生かされて生きる

奉仕の心」をスローガンとして、早半年が過ぎました。

今年度は長野みすずライオンズクラブ結成35周年の節目に当たり、記念事業であるLCIF（MJF）100％献金の
拠出を目標に掲げたところ、特別委員会のご尽力により、皆様にご賛同いただき誠にありがとうございました。
今後、当クラブが更に飛躍するようあと半年間、友愛と相互理解の精神で取り組んでいく所存です。皆様の御
協力をお願い申し上げます。
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役 の ご あ い さ つ
幹

事

L. 上原

英二

明けましておめでとうございます。
さて、幹事をお引き受けして、早くも半年が過ぎました。この間、35周年記念事業でもあ
る、LCIF献金へのクラブ100％達成の問題などで、記念事業特別委員会の設置に基づく検
討などを経て、クラブ会員皆様にご理解が得られるところまできました。クラブ会員皆様
には、是非、この趣旨をご理解いただき献金に向けてのご協力をいただければと思いま
す。
後期は４月の35周年記念例会を始め、アクティビティなども数多く計画されております。
クラブ会員皆様のご指導とご支援を得ながら、幹事としての任務を全うしたいと思いま
すので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
クラブ会員皆様には、平成27年が幸多き年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。

会

計

L. 北川

哲男

年頭例会での執行部提案にかかる「５年後の全員によるLCIF1,000ドル献金
（MJF）を目指しての200ドル献金開始」の議案は、記念事業特別委員会での検討に
付託され、その結果、「35周年記念事業として、全員で1,000ドル献金を行う」旨が
答申され、12月例会で承認されるところとなりました。
社会奉仕を旨としてライオンズクラブに身を置く私たちは、地域に根ざした奉仕活
動を目指す一方、資力保護・はしか根絶・災害救助等々、世界には地球規模の支援
（奉仕）が求められている実情があることも知ります。
LCIFは、「ライオンズの光」そのものであり、一人ひとりの「一本の明かり」が
「巨大な光明」として世界を照らす存在であると思います。LCIF献金は、その意味
では、単なる金銭アクティビティに止まらず、人道的な労力アクティビティそのもの
であり、それをクラブ員全員で行うことは、我がクラブにとってのライオンズクラブ
としての大きな誇りの獲得になります。
結成35年の節目にあり、皆で、この尊大な記念事業を是非とも成功させましょう。

ライオン・テーマー

L. 滝沢

春文

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり皆様には心から感謝申し上げます。
早いものでライオン・テーマーをさせていただき半年が過ぎましたが、まだまだ
慣れず会長をはじめ各ライオンの皆様にはご迷惑をおかけする場面が多く、この場
を借りてお詫びいたします。
テーマーとして与えられた期間はあと半年となりましたが、元気に皆様に楽しん
でいただける例会に努めたいと存じます。これからも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

新年あけましておめでとうございます。
遠藤会長のもと、テール・ツイスターという大役を努めさせていただきまして早や
折り返し点を迎えました。例会が月一回になった状況のなか、私の未熟さゆえに責務
の進捗が今だ五合目も見えぬこと誠に申し訳なく思います。
残りの任期半年、皆様のお力添えを賜りまして何とか登頂できますよう精進したい
と考えます。本年も宜しくお願い申し上げます。
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運 営 委 員 会
第 1 副会長

L. 伊倉

順治

新年明けましておめでとうございます。
早いもので第１副会長に就任して半年が過ぎてしまいました。まだ来年度の構想
も具体的な準備もないままに時間だけが過ぎて行くことに少しあせりを感じ始めて
いる現在です。まずは遠藤会長の行動と改革の実態をよく見て来年につないで行き
たいと思っております。
本年も前年に変わらない御協力と御指導をお願いいたしまして新年のあいさつに
かえさせていただきます。

事 業 委 員 会
第 2 副会長

L. 西澤

裕美子

あけましておめでとうございます。
遠藤会長のもと、第２副会長という大役をお引き受けし、昨年とは又立場の違う
緊張の中、半分が過ぎようとしています。皆様のご協力のお陰でここまで大過なく
来れました事、心より御礼申し上げます。
例会の数が半分になり会員相互の「ふれ愛」が少なくなってしまい、女性会員の
一人として少し淋しくも感じている頃々です。
この後、三帰寮のボウリング大会をはじめ大切なアクティビティを沢山残してお
ります。今年度の行事全てが無事終了できる事を願い、皆様のより一層のご協力を
お願いし、新年のごあいさつと致します。

特 別 委 員 会
第 3 副会長

L. 西沢

正訓

新年あけましておめでとうございます。
昨年は勤務先のゴルフ場が８月12日より突然営業休止となり、皆様方には多大な
るご不便・ご心配をおかけし深くお詫び申し上げます。
また遠藤会長のもと第３副会長という大役をおおせつかりながらも、半年が過ぎ
てしまい何一つお役に立てずご迷惑をおかけし重ねてお詫び申しあげます。
新年１月より、クラブ活動に復帰させていただき、心機一転精一杯努力し、職務
を全うする所存です。
今後とも皆様方のご指導・ご協力を宜しくお願い致します。
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地 区 役 員

の

ご あ い さ つ

新春を迎え一筆致します。
会員の皆様御元気での新年を迎えられ、ほんとに心からおめ
でとうございます。本年宜しくお願い致します。
さて、今年は更に例会又クラブ活動に精進いたしましょう。第
一、第二、第三副会長を先頭に各委員長の健全なる活動計画の
もとに審議されクラブ会員一同楽しく奉仕活動を致しましょう。
昨年度はなんなく災害の種類の多い年でした。明けても暮れ
地区名誉顧問・元地区ガバナー

L. 松本

東

ても何々災害で惑わされた年度で互いに心の落ち付きが出来ま
せんでした感があります。本年はその倍以上の明るいニュース
と楽しい奉仕に頑張りましょう。
会員皆様の更なる御健康を祈念致し御挨拶と致します。

新年あけましておめでとうございます。
地区ライオンズクエスト第２委員長を仰せつかり６か月が過
ぎました。
大変お恥ずかしいかぎりですが、最初は「ライオンズクエス
ト」とは？からのスタートでした。
東京・県内でのセミナー参加・７月29日・30日開催された
ワークショップでの体験会・キャビネットでの会議・ゾーン毎
での勉強会講師・各クラブでの勉強会講師を通じて、ようやく
地区ライオンズクエスト第２委員長

L. 飯田

重光

内容が把握できてきたところです。
今後は、２R内で「ワークショップ」開催が課題としてあり
ます。
それには特別委員のＬ.風間のお力をお借りして、面識のあ
る学校を訪問して「クエスト」の素晴らしさをPRし、ご理解
いただく必要があります。
年明けには、阿部知事との懇談会もあり、いよいよクエスト
を334-Ｅ地区全体で推進するようになります。是非、長野みす
ずライオンズクラブのメンバーのご協力を何卒、よろしくお願
い申し上げます。
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8月新会員入会式

新年度早々に5名の新会員を迎えることができました







新会員初めてのライオンズ・ローアです

家族合同納涼例会

花を添えたチア・リーディングのみなさん
突然のゲストも −チャーリー浜さんと遠藤会長−







2R・3Zガバナー公式訪問

基本方針を述べる笠原地区ガバナー
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秋のゴミゼロ運動

好天のもと久々のゴミゼロ運動







長野みすずLC杯 第４回SBC長野県ジュニアゴルフ大会

大会に併せて行われた
ジュ
ジュニア・ゴルフスクール







西澤第2副会長のお孫さんもお手伝いをしてくれました

入賞者はプロ顔負けの素晴らしいスコアでした

第２８回長野みすずＬＣ杯争奪

長野少年剣道大会

開会式 −緊張感のあふれる選手宣誓−
ヤーッ！
！今回も元気な試合が展開されました
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献血キャンペーン





家族合同クリスマス会

献血のご協力お願いしま〜す

寒いのに笑顔の
L. 山室

「妖怪ウォッチ」でクリスマス会もにぎやかでした







2015年2R新年合同例会

席上、地区ガバナーより
国際協会伝達表彰を受ける L. 仁科
笠原地区ガバナー

年頭のご挨拶
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経過報告
８月１１日（月） 出席奨励委員会

９日
（日） 第２回ＪＭＭ実行委員会

１１日（月） １回２Ｒ・２Ｚガバナー諮問委員会

１１日
（火） 第２回地区名誉顧問会議

２２日（金） ２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問

１３日（木）〜１６日
（日）第 第５３回ＯＳＥＡＬフォーラム韓国・仁川大会

２５日（月） 第１回２Ｒ・１Ｚガバナー諮問委員会

１４日
（金） １１月例会

９月 ２日（火） 長野篠ノ井ＬＣ第３０回記念チャリティーゴルフ大会

２０日
（木） 第２回地区ガバナー・キャビネット会議
２１日
（金） 出席奨励委員会

３日（水） 長野千曲ＬＣ第２６回チャリティーゴルフ大会

２１日
（金） 新会員を対象とするセミナー

８日（月） 第３回９月定例理事会
１０日（水） ＬＣＩＦセミナー

２２日（土） 第２回献血広報

１２日（金） ２Ｒ・１Ｚガバナー公式訪問

２６日（水） 第３回記念事業特別委員会
２７日（木） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座

１２日（金） ９月例会

１２月 ３日
（水） 第２回会員厚生・接待親善委員会

１３日（土） 第１回献血広報

４日（木） 献血推進アドバイザー認定講習会

１７日（水） 記念事業特別委員会
１９日（金） 出席奨励委員会

５日
（金） 長野中央ＬＣ５０周年記念事業ピアノ・リサイタル

２０日（土）「共生の森 2000」を育てる会 第２回管理作業

６日
（土） 第２回ライオンズクエストセミナー

２２日（月） ２Ｒ・２Ｚガバナー公式訪問

７日（日） 第２８回長野みすずＬＣ杯争奪長野少年剣道大会

２６日（金） 薬物乱用防止教育指導者講習会

８日
（月） 第６回１２月定例理事会
１０日
（水） 第２回２Ｒ・２Ｚガバナー諮問委員会

３０日（火） 第２回地区ＧＬＴ/ＧＭＴ合同委員会

１２日
（金） １２月例会

３０日（火） 長野少年剣道大会打合せ会

１３日
（土） 第２８回「北信地区聴覚障がい者の人たちとのふれあいの集い」

１０月 ３日（金） 第 33 回ふれあいまつり正副係長及び担当委員会会議

ボウリング大会打合わせ会議

５日（日） 臓器移植推進全国街頭キャンペーン

１５日
（月） 第２回２Ｒ・３Ｚガバナー諮問委員会

６日（月） 第４回１０月定例理事会

１７日
（水） 第２回２Ｒ・１Ｚガバナー諮問委員会

１０日（金） 長野グリーンシティＬＣ チャーターナイト
１３日（月） 第３３回ふれあいまつり

１７日
（水） 長野白樺ＬＣ家族合同クリスマス例会

１５日（水） SBC 合同実行委員会及び帯同マーシャル講習会

１９日
（金） 出席奨励委員会

１６日（木） 長野白樺ＬＣチャリティーゴルフ大会

２０日
（土） 献血キャンペーン

１７日（金） １０月例会

２２日
（月） 家族合同クリスマス会
２４日
（水） 長野りんどうＬＣレディ・レオ合同クリスマス例会

１９日（日） 秋のゴミゼロ運動

２７日（土）〜１月 ４日
（日） クラブ事務局年末年始休暇

２２日（水） ＧＭＴ会員増強大会

１月 ５日
（月） 第７回１月定例理事会

２３日（木） 長野りんどうＬＣチャリティーゴルフ大会
２４日（金） 出席奨励委員会

５日
（月） クラブ新年会

２４日（金） 次期地区役員の顔合せ

９日
（金） 第４回ライオンズクエスト特別委員会

２６日（日） 長野みすずＬＣ杯第４回ＳＢＣ長野県ジュニアゴルフ大会

１３日
（火） 2015 年２Ｒ新年合同例会

２７日（月） Ｌ．石田治一郎 お別れの会

１６日
（金） １月例会

２８日（火） 第２回記念事業特別委員会

１８日
（日） 第３回ＪＭＭ実行委員会

３０日（木） クラブ創立記念会

２０日
（火） 2014 〜 2015 年度上期会計監査
２３日
（金） 出席奨励委員会

１１月 ４日（火） 第５回１１月定例理事会

２５日
（日） 三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い

６日（木） 第３回ライオンズクエスト特別委員会
６日（木） 新会員セミナー

今後の予定
１月３１日
（土）〜２月 １日（日）
２月 ２日（月）
３日（火）
６日（金）〜９日（月）
１２日（木）
１３日（金）
２０日（金）

第３回ライオンズクエストワークショップ
第８回２月定例理事会
権堂秋葉神社節分追儺祭
ＪＭＭ合同医療奉仕活動
第３回地区名誉顧問会議
２月例会
出席奨励委員会

編 集 後 記
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明けましておめでとうございます。
会報１１９号をお届けします。
あっという間に半期が終わりましたが、皆さまの
ご協力で、残りの活動をしっかり記録していきたい
と思います。
引き続きよろしくお願いします。
（PR・会報編集委員会一同）
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