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　　水野　俊明　　　庄田　浩之

L. 伊倉　順治会  長

第36代会長として御挨拶申し上げます。
大変多忙な35周年を無事終了し、比較的おだやかな船出となりました本年は、クラブの若返りと伴に充実をは

かってまいりたいと思います。古来より「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すは上」と言われておりま
す。これからのクラブの後継者、そして人財を育てていくことが我々中堅メンバーの責務と考えております。
本年度はその第一歩と考え活動していきたいと思っております。先輩方の御協力、御指導を切にお願い申し上

げます。

大変長らくお待たせを致しました。 会報第120号
をお届けさせていただきます。
今回の120号には、結成35周年～秋のゴミ０運動ま
での記事を掲載させていただきました。
１年間、皆様のご支援とご協力をお願い致します。
（ＰＲ・会報編集委員会一同）
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　　  　090-3063-0441
会社：㈱信州ツーリストサービス（旅行業）　代表取締役社長
　　 長野市篠ノ井御幣川766－４
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新 会 員 紹 介
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　　 ☎026-262-1657
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幹　事 L. 金澤　正明

猛暑日が続く今日この頃ですが私の頭の中は今年５月より熱中症のごときグラグラとし
ておりました。松木ライオンが病んでおられるとのことで、次期幹事はどうするんだろうと
人ごとのように考えてたところ、仁科ライオンからの電話！さてさて嫌な予感が的中！今年
は新社屋の建設もあり気持ちも新たに仕事に邁進しようと考えていた矢先の出来事でし
た。重なる時は重なるもので法人会等も副支部長を命じられ、中々頭の中が整理ができな
いでいる今日この頃です。私は仁科ライオンのスポンサーにより平成20年３月に入会し、早
いもので７年が過ぎました。あまり高飛車に出る性格ではないとおもいます。（自分的に
は？）がやはり社長ですので自分が一番で動いていると周りは見ているでしょう。
そんな私でもクラブでは小学生で先輩に頭を叩かれながら鍛えられながら今日に至りま

した。伊倉会長を男にするんだなんて大きなことは言えませんが、一年間、伊倉会長、山
岸会計と仲良く職務を全うする所存です。世間では立派な大人、クラブではまだまだ若輩
者の私ですが、何卒宜しくご指導の程、お願い致します。

会　計 L. 山岸　敬子

本年度クラブ会計を仰せつかりました山岸敬子です。
会計という大役を１年間務めさせて頂くにあたり、まだまだ経験不足で不安も沢山

ありますが伊倉会長の下で、精一杯自分のできる事をしてライオンズ精神に基づい
て、頑張って努力していきたいと思います。
１年間メンバー皆様のご指導ご協力を宜しくお願い致します。

ライオン・テーマー L. 中村　幸司

今年度、ライオン・テーマーを務めさせて頂くことになりました中村です。長野
みすずライオンズクラブに入会させて頂きまして２年が経過しました。まだまだ経
験不足で未熟ですが、ライオンズクラブの活動、ライオン・テーマーの仕事を通じ
て自分自身も成長できるよう精進してまいりたいと存じます。
皆様のご指導を頂きながら、例会の楽しく円滑な進行に務めてまいりますので１

年間宜しくお願い致します。

テール・ツイスター L. 井出　秀一

この度、テール・ツイスターを仰せつかりました井出です。今年度は長野みすずラ
イオンズクラブに入会して３年目になります。まだまだ勉強中ですが、伊倉会長・金
澤幹事をはじめとする役員のみなさまにご指導いただき務めていきたいと思います。
今年度目標達成出来る様にがんばりたいと思います。
この一年間精一杯務めて参りますので、皆様のご指導、ご協力の程何卒宜しくお願

いいたします。

第1副会長 L. 飯田　重光

今年度第１副会長を仰せつかり、身の引き締まる思いでスタートを切りました。
微力ですが、伊倉会長を全力で御支え致す所存です。皆様のご指導ご鞭撻を何卒
よろしくお願い申し上げます。
今年度もう一つのお役目は、地区ライオンズクエスト第１委員長です。
７月12日水道橋で開催された「全国地区ライオンズクエスト関係者勉強会」に参加
して、改めて「ライフスキル」の大切さと「全国のライオンズクラブ」の積極的な取
り組みに驚かされました。当334-Ｅ地区も、教育現場への「ライオンズクエスト」の
理解度向上が急務と考えます。８月のWSには当クラブから担当の正副委員長も参加
されます。是非、「ライフスキル」の重要度を拡散して頂きたいと思います。
更に、公認ガイディングライオンとして「長野山ノ内ゆけむりLC」の支援があり
ます。当クラブの「ブラザークラブ支援委員会」と連携を図り、盤石な基盤ができ
るように努力してまいります。
今年も、共に学びながら進んでまいります。

運 営 委 員 会

第2副会長 L. 東方　正道

本年度第２副会長を仰せつかりました東方です。
伊倉会長のスローガンで有ります「清く、正しく、潔く、新たな奉仕」の精神の
元、本年度も色々なアクティビティが計画されております。その中で当委員会の活
動はライオンズクラブでの中心的事業ですので、多くの会員の皆様のご協力が大変
重要になります。特に最近は多くの力強い若手メンバーがおりますので、行動力の
あるみすずライオンズクラブの名に恥じぬよう、友愛と相互理解の精神で社会奉仕
に精進し、出会いと感動をクラブ員全員で味わいたいと思います。
どうか１年間御協力宜しくお願い致します。

事 業 委 員 会

第3副会長 L. 滝沢　春文

この度第３副会長を仰せつかりました滝沢です。
大役ではございますが、伊倉会長のもと皆様のご意見を取り入れ微力ながら務め
させていただきたいと思います。本年の納涼会は終わりましたが、会員の皆様はじ
めLPレオの皆様にも多く参加していただける行事にしたいと存じます。
本年度楽しい１年になりますよう皆様のご協力も合わせまして宜しくお願い致し
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

　会員の皆様今年もご健勝で　新執行部の希望ある活動に大いに期待をし
活動におおきく御協力頑張りましょう。
　今年は特別な年度のように感じます。日本より二人目の国際会長が生まれ
たことです。
　長い年月をライオンズクラブに貢献された方で、私がGB時、国際理事に
立候補以来国際会長を目指して頑張ってこられました。
日本ライオンの皆様大いに御協力致しましょう。
　さて御存知の通り、当２Ｒ長野千曲ライオンズクラブより、ライオン増田
梯造ガバナーが御苦労されます。大いに特別な御協力を致しましょう。
　最後に、会員皆様方の更なるご健康での活躍とご発展を祈念いたします。

地区PRライオンズ情報委員長

L. 丸山　英明

　今年度、地区PRライオンズ情報委員長の任命を受け、ハワイでのライ
オンズクラブ国際大会にも参加し、７月より任期がスタート致しました。
　何もかも不勉強で、大役をお引き受けした事の重大さを今さら痛感し
ておりますが、何はともあれ１年間、会員の皆様のお力をお借りして重
責を全うする所存ですので、どうぞよろしくお願い致します。
　今期はITと会報とPRが協調協同態勢で、より密な連携プレイで情報発
信し、特に、奉仕活動の取材などを通じて会員ライオンの皆様の笑顔と
すばらしい活躍を広く周知していきたいと存じます。皆様からの沢山の
情報もお待ちしております。

地 区 役 員 ご あ い さ つの

地区長野県連携協定推進室室長

L. 北川　哲男

　2012年５月21日当地区と長野県の間に締結された「連携協定」の実を
あげることを目的として地区長野県連携協定推進室が設置され、任期３
年の初代室長に就任いたしました。
　本年度は、増田梯造地区ガバナーの基本方針の一つである「長野県連
携協定による事業の推進」に掲げられている①環境保全としての全国植
樹祭への協力、②ライオンズクエストの更なる推進、③アラートの強化
に向けての担当地区委員会へのフォローアップを中心に、県当局との情
報交換をもって効果的なライオンズ事業の推進と情報の発信に努めてま
いりたいと考えております。
　産声をあげたばかりの暗中模索の組織であります。地区役員のみなら
ず当クラブ員の皆さまにおかれましても格別なるご理解のほどを切にお
願い申し上げ、就任のごあいさつといたします。

キャビネット副幹事
（地区計画委員長）

L. 山室　健三

　この度、キャビネット副幹事を仰せつかりました山室健三でございま
す。私は長野みすずLCに入会して９年目ですが、クラブより推薦をい
ただき、この大役を受けることになりました。クラブ内では４つの委員
会の委員長、ライオン・テーマー、クラブ幹事を経験させていただき、
このキャビネットに出ることになりましたが、まだまだ経験不足な私で
あり、キャビネットにはご迷惑をかけることもあると思いますが、長野
みすずの名に恥じないよう、しっかり職務を遂行していきますので、長
野みすずメンバーの皆様のあたたかいご指導、ご協力をいただければと
思います。一年間どうぞ宜しくお願い致します。

クラブ結成35周年記念例会及び祝宴

善光寺御開帳最大の行事の一つである中日庭儀大法要開催日に、
遠藤前会長のご尽力により、大勧進にて長野みすずライオンズクラブ・
結成35周年記念例会が開催されました。

結成35周年記念祝宴では、
遠藤前会長による、本マグロの
解体ショウが開催されました。

余興では（私は、誰でしょう）……。
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地区名誉顧問・元地区ガバナー

L. 松本　　東

　会員の皆様今年もご健勝で　新執行部の希望ある活動に大いに期待をし
活動におおきく御協力頑張りましょう。
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たことです。
　長い年月をライオンズクラブに貢献された方で、私がGB時、国際理事に
立候補以来国際会長を目指して頑張ってこられました。
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　さて御存知の通り、当２Ｒ長野千曲ライオンズクラブより、ライオン増田
梯造ガバナーが御苦労されます。大いに特別な御協力を致しましょう。
　最後に、会員皆様方の更なるご健康での活躍とご発展を祈念いたします。
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L. 丸山　英明

　今年度、地区PRライオンズ情報委員長の任命を受け、ハワイでのライ
オンズクラブ国際大会にも参加し、７月より任期がスタート致しました。
　何もかも不勉強で、大役をお引き受けした事の重大さを今さら痛感し
ておりますが、何はともあれ１年間、会員の皆様のお力をお借りして重
責を全うする所存ですので、どうぞよろしくお願い致します。
　今期はITと会報とPRが協調協同態勢で、より密な連携プレイで情報発
信し、特に、奉仕活動の取材などを通じて会員ライオンの皆様の笑顔と
すばらしい活躍を広く周知していきたいと存じます。皆様からの沢山の
情報もお待ちしております。

地 区 役 員 ご あ い さ つの

地区長野県連携協定推進室室長

L. 北川　哲男

　2012年５月21日当地区と長野県の間に締結された「連携協定」の実を
あげることを目的として地区長野県連携協定推進室が設置され、任期３
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報交換をもって効果的なライオンズ事業の推進と情報の発信に努めてま
いりたいと考えております。
　産声をあげたばかりの暗中模索の組織であります。地区役員のみなら
ず当クラブ員の皆さまにおかれましても格別なるご理解のほどを切にお
願い申し上げ、就任のごあいさつといたします。

キャビネット副幹事
（地区計画委員長）

L. 山室　健三

　この度、キャビネット副幹事を仰せつかりました山室健三でございま
す。私は長野みすずLCに入会して９年目ですが、クラブより推薦をい
ただき、この大役を受けることになりました。クラブ内では４つの委員
会の委員長、ライオン・テーマー、クラブ幹事を経験させていただき、
このキャビネットに出ることになりましたが、まだまだ経験不足な私で
あり、キャビネットにはご迷惑をかけることもあると思いますが、長野
みすずの名に恥じないよう、しっかり職務を遂行していきますので、長
野みすずメンバーの皆様のあたたかいご指導、ご協力をいただければと
思います。一年間どうぞ宜しくお願い致します。

クラブ結成35周年記念例会及び祝宴

善光寺御開帳最大の行事の一つである中日庭儀大法要開催日に、
遠藤前会長のご尽力により、大勧進にて長野みすずライオンズクラブ・
結成35周年記念例会が開催されました。

結成35周年記念祝宴では、
遠藤前会長による、本マグロの
解体ショウが開催されました。

余興では（私は、誰でしょう）……。
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334-E地区・第61回地区年次大会（諏訪）

「100％MJFクラブ」LICF 感謝状贈呈（メンバー全員が登壇して表彰を受けました。）
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引継ぎ例会・新役員

遠藤丸の寄港（１年間大変お疲れ様でした。） と新役員・伊倉丸の船出（１年間よろしくお願い致します。）

2015.

12
6.

家族合同納涼例会

毎年恒例の、家族合同例会。又々参上の５人組。
伊倉会長より、子供たちに花火のプレゼント。

一人おじさんが！！
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秋のゴミゼロ運動2015.

18
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3Zガバナー公式訪問

増田悌造地区ガバナー・基本方針表明
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発行日　2015・9・1

長野みすず
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
　◎伊藤　義徳　　○西沢裕美子　　高野　善生
　　風間　邦光　　　荻原　正男　　松野　是邦
　　水野　俊明　　　庄田　浩之

L. 伊倉　順治会  長

第36代会長として御挨拶申し上げます。
大変多忙な35周年を無事終了し、比較的おだやかな船出となりました本年は、クラブの若返りと伴に充実をは
かってまいりたいと思います。古来より「財を遺すは下、仕事を遺すは中、人を遺すは上」と言われておりま
す。これからのクラブの後継者、そして人財を育てていくことが我々中堅メンバーの責務と考えております。
本年度はその第一歩と考え活動していきたいと思っております。先輩方の御協力、御指導を切にお願い申し上
げます。

大変長らくお待たせを致しました。 会報第120号
をお届けさせていただきます。
今回の120号には、結成35周年～秋のゴミ０運動ま

での記事を掲載させていただきました。
１年間、皆様のご支援とご協力をお願い致します。
（ＰＲ・会報編集委員会一同）

編 集 後 記

伊藤　義徳 Ｓ36 年1月12日生
入会：Ｈ26.８月（スポンサー：L. 遠藤　紀夫）
自宅：長野市篠ノ井会310-2 セジュール飯島101号
　　  　090-3063-0441
会社：㈱信州ツーリストサービス（旅行業）　代表取締役社長
　　 長野市篠ノ井御幣川766－４
　　 ☎026-274-5836

新 会 員 紹 介
久保田博巳 Ｓ43 年1月25日生
入会：Ｈ26.８月（スポンサー：L. 北川　哲男）
自宅：長野市大字若槻東条１１９８－２
　　 ☎026-295-6121 　090-3144-7359
会社：㈱アットユーライフ（不動産業）　代表取締役
　　 長野市鶴賀田町2056　柳町ビル101
　　 ☎026-217-8823

福島　栄一 Ｓ49 年 9月29日生
入会：Ｈ26.８月（スポンサー：L. 遠藤　紀夫）
自宅：長野市大字鶴賀緑町１５９１－２４
　　  　090-4388-3734
会社：合同会社オカダ酒店（小売業）　代表
　　 長野市大字鶴賀緑町1598
　　 ☎026-235-4000

真島　秀男 Ｓ38 年12 月5日生
入会：Ｈ26.８月（スポンサー：L. 遠藤　紀夫）
自宅：長野市松代町松代６５８
　　 ☎026-278-2172 　090-4068-9877
会社：㈱東海日動パートナーズEAST（営業）　部長
　　 長野市南県町1081 長野東京海上日動ビルディング１F
　　 ☎026-267-8555

丸山栄一郎 Ｓ49 年11月8日生
入会：Ｈ26.８月（スポンサー：L. 遠藤　紀夫）
自宅：長野市東鶴賀57－２
　　 ☎026-262-1657 　090-3403-9275
会社：㈲ＡＣＥＮ（建設業）　代表取締役
　　 長野市東鶴賀５７－２
　　 ☎026-262-1657

庄田　浩之 Ｓ35 年 9月2日生
入会：Ｈ26.10月（スポンサー：L. 河田　育畝）
自宅：長野市平林1-16-15
　　  ☎026-259-2592 　090-2412-0902
会社：㈲プレステックス（ビル管理業）　取締役社長
　　 長野市大字高田585-3
　　 ☎026-217-2980

宮本　祥次 Ｓ30 年 4月25日生
入会：Ｈ27.3月（スポンサー：L. 傅田　正彦）
自宅：千曲市桑原2320
　　  ☎026-274-1424 　090-7736-0841
会社：宮田企業㈱（複合店舗施設）　長野営業所 所長
　　 長野市高田字久保1174
　　 ☎026-221-2356

酒井　信夫 Ｓ26 年 4月27日生
入会：Ｈ27.3月（スポンサー：L. 仁科　良三）
自宅：長野市東和田719-1
　　  ☎026-263-7036 　090-1866-5749
会社：長兵衛（飲食業）　店主
　　 長野市権堂町2386
　　 ☎026-235-6745

福田　　巧 Ｓ27年 3月1日生
入会：Ｈ27.4月（スポンサー：L. 風間　邦光）
自宅：大阪府阪南市自然田1915-53
　　  ☎072-471-5492 　090-4760-7420
会社：JR九州ホテルブラッサム新宿（ホテル業）　総支配人
　　 東京都渋谷区代々木2-6-2
　　 ☎03-5333-8687

武田こずえ Ｓ47年 4月8日生
入会：Ｈ27.9月（スポンサー：L. 金澤　正明）
自宅：長野市稲里町中氷鉋1067-1
　　  ☎026-283-6818 　090-3049-4471
会社：㈱クライス（ペット トリマー）　代表取締役
　　 長野市稲里町中央3-36-10
　　 ☎026-285-0550

有田　敏男 Ｓ32 年 6月28日生
入会：Ｈ27.4月（スポンサー：L. 風間　邦光）
自宅：大阪市都島区毛馬町5-3-2
　　  ☎06-6924-2577 　090-1022-0580
会社：オークラニッコーホテルズ 大阪営業所（ホテル業）　所長
　　 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 ホテル日航大阪内
　　 ☎06-6244-9111
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