
122Vol.

122Vol.

発行日　2017・2・8

長野みすず
ライオンズクラブ

折り返しに感謝申し上げます

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
　◎久保田博巳　　○福島　栄一　　塩瀬　利雄
　　北川　哲男　　　丸山　英明　　荻原　正男

L. 飯田　重光会  長

　37年目の長野みすずライオンズクラブも、おかげさまで折り返しを過ぎました。
当クラブが担当した「２R・３Zガバナー公式訪問」 県アマ優勝の「丸山雄大」君が駆けつけてくれた「第６回ジュニアゴルフ」、
迫力の居合演舞の実演ができた「第30回少年剣道大会」、3クラブ合同収益アクティビティ「清水アキラ・良太郎ものまねコンサート」
皆様に盛り上げて頂いた「家族合同納涼例会」「家族合同クリスマス例会」「クラブ新年会」数多い前半戦のアクティビティ
でしたが、クラブメンバーの皆様のご協力で無事に完了できました事に心から感謝申し上げます。
　ライオンズクラブ国際協会３３４-E地区 次期第２副地区ガバナー選出につきましては、約４か月に渡りクラブメンバーの絶大な
ご支援を頂き、L. 仁科良三に候補一本化が図れました。今後、従来に増して長野中央ライオンズクラブ様と友好的な関係構築
が重要だと考えております。

　本年度のスローガン「学びながら楽しく奉仕」公認ガイディングライオン L.河田育畝を講師に「ライオンズクラブ初級編」を終
了できました。後半は、更にステップアップしてまいります。
　L.岩崎 豪委員長を中心に毎月「挨拶運動」を爽やかに実施して頂いております。献眼登録は、もう一息まで来ています。2月
末まで期間を延長していますので、一人でも多くのメンバーのご登録をお願い致します。
　奉仕するなら「楽しく奉仕」を目標に、楽しくアクティビティを実施してまいりますので、後半戦もよろしくお願い申し上げます。

大変お待たせを致しました。発行が予定より遅くなりましたが、会
報第１２２号をお届け致します。不慣れなことで不行き届きの点が
多々ございましたこと心よりお詫び申し上げます。残り半期の活動も
しっかりと記録していきたいと思いますので、引き続き皆様方のご協
力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。  （ＰＲ・会報編集委員会一同）
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編 集 後 記

新 会 員 の 紹 介

経 過 報 告

今後の予定

三帰寮ボウリング（例会振替）
第３回献血広報
第４回献血広報
第63回地区年次大会（振替例会／松本市）
チャリティーゴルフ大会（振替例会）
複合年次大会（松本市）
第100回ライオンズ国際大会（シカゴ）

２月末日まで
　　

献眼登録の呼びかけ期日ですが、現在の所、登録者数があま
りにも少ない為、２月末日まで延長する事となりましたので
皆様方のご協力をお願い致します。

2月25日（土）
3月25日（土）
4月22日（土）
５月14日（日）
5月24日（水）
6月11日（日）

30日（金）～7月 4日（火）

2015～2016年度会計監査
第１回７月定例理事会
２Ｒ会長会
７月第１「年頭例会」
第１回長野県連携協定推進室会議
第１回地区名誉顧問会議
第１回ライオンズクエスト特別委員会
出席奨励委員会
第１回地区ガバナー・キャビネット会議　　   
７月第２例会・新会員入会式
第１回２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問実行委員会 
長野白樺ＬＣ７月第二「納涼例会」
歴代会長会及び歴代幹事会
第１回ＪＭＭ実行委員会
第２回８月定例理事会
８月第１「家族合同納涼」例会
８月信州あいさつ運動                       
第１回２Ｚガバナー諮問委員会
第１回１Ｚガバナー諮問委員会　　　　　　   
出席奨励委員会
第２回２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問実行委員会 
第１回３Ｚガバナー諮問委員会
２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問
臨時第１回地区名誉顧問会議
２Ｒ・２Ｚガバナー公式訪問
第３回９月定例理事会
国際会長公式訪問・歓迎晩餐会               
長野千曲ＬＣ第28回チャリティーゴルフ大会　
９月信州あいさつ運動
チャーターメンバー・歴代会長会議          
９月第１例会
第１回献血広報
ふれあい音楽祭
２Ｒ・１Ｚガバナー公式訪問
長野篠ノ井ＬＣ第32回チャリティーゴルフ大会
出席奨励委員会
第２回ライオンズクエスト特別委員会
第２副地区ガバナー選定委員会・臨時理事会   
チャーターメンバー・歴代会長会議　　　　   
９月第２例会
第２回長野県連携協定推進室会議
ＬＣＩＦセミナー
ＦＷＴセミナー＆ワークショップ
フードドライブ
ライオンズクエスト体験会セミナー打合せ会    
 第４回10月定例理事会
長野りんどうＬＣチャリティーゴルフ大会　　　
ＧＭＴ会員増強大会
10月第１例会
青少年健全育成事業チャリティーコンサート
10月信州あいさつ運動
２リジョン臨時会長会
Ｌ.佐藤国際理事候補者激励ゴルフコンペ
秋のゴミゼロ運動
会員・ＦＷＴ委員会
長野白樺ＬＣチャリティーゴルフ大会
ライオンズクエスト体験会セミナー
出席奨励委員会
第２副地区ガバナー候補者推薦委員会
臨時理事会

７月　４日（月）
 

６日（水）
８日（金）

１１日（月）
１２日（火）
１３日（水）
１５日（金）
２２日（金）

　
２６日（火）
２７日（水）
２９日（金）

８月　７日（日）
８日（月）
９日（火）

１２日（金）
　

１９日（金）
　
　

２５日（木）

９月　２日（金）
５日（月）

 
７日（水）

　
９日（金）

　
　

１０日（土）
　

１３日（火）
１５日（木）
１６日（金）

　
２０日（火）

　
２３日（金）
２６日（月）
２７日（火）

１０月２日（日）～３日（月）
２日（日）
３日（月）

　
５日（水）

７日（金）
８日（土）

１１日（火）
１３日（木）
１４日（金）
１６日（日）
１７日（月）
１８日（火）
１９日（水）
２０日（木）
２１日（金）
２５日（火）

アイバンク協会認定サポーター講習会　　　　 
第30回長野みすずＬＣ杯争奪
長野少年剣道大会打合せ会
第８回ライオンズクエストワークショップ
茅野市立長峰中学校
長野みすずLC杯第６回ＳＢＣ
長野県ジュニアゴルフ大会（例会振替）
第２回ＪＭＭ実行委員会　　　　　　　    
長野みすずＬＣ創立記念祝賀会            
２Ｒ・３Ｚ会長会
第１回国際理事候補者支援委員会
第２回地区名誉顧問会議
第５回11月定例理事会
第55回OSEALフォーラム香港大会
11月信州あいさつ運動                   
11月第１例会                           
Ｈ28年度長野県青少年健全育成県民大会   
第３回長野県連携協定推進室会議           
出席奨励委員会　　　　　　　　　　　     
第２回地区ガバナー・キャビネット会議     
Ｈ28年度「秋の献血街頭啓発運動」       
骨髄移植推進フォーラム                   
献血推進アドバイザー認定講習会        
第２回献血広報
第３回ライオンズクエスト特別委員会及び懇親会 
第２回第２副地区ガバナー候補者推薦委員会　
薬物乱用防止教育認定講師養成講座              
第６回12月定例理事会
第30回「北信地区聴覚障がい者の人たちとの
ふれあいの集い」ボウリング大会 打合せ会議
第30回長野みすずＬＣ杯争奪
長野少年剣道大会（例会振替） 
Ｈ28年度長野県青少年育成指導者
青少年サポーター研修会
第２回２Ｒ３Ｚガバナー諮問委員会           
３Ｚ第２副地区ガバナー候補者推薦委員会     
長野県知事との懇談会                       
第２回２Ｒ２Ｚガバナー諮問委員会           
12月信州あいさつ運動                     
薬物乱用防止教育指導者講習会               
出席奨励委員会　　　　　　　　　　　     　
第３回第２副地区ガバナー候補者推薦委員会   
チャーターメンバー・歴代会長会議           
長野りんどうＬＣレディ・レオ合同クリスマス例会  
長野白樺ＬＣ家族合同クリスマス例会　　　　 
12月第２「家族合同クリスマス」例会       
クラブ事務局年末年始休暇
第７回１月定例理事会　　　　　　　　　    
クラブ新年会
ＰＲ・会報編集委員会                     
１月信州あいさつ運動
2017年２Ｒ新年合同例会　　　　　　　　　 
第９回ライオンズクエストワークショップ　
第４回長野県連携協定推進室会議
2016-2017年度上期会計監査
出席奨励委員会
次期地区委員長・副幹事合同会議           
１月第２例会（例会振替）献血キャンペーン 
第３回ＪＭＭ実行委員会                   

２７日（木）

 

２９日（土）～３０日（日）
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１１月　３日（木）

４日（金）
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１０日（木）～１３日（日）
１１日（金）

　
１２日（土）
１４日（月）
１８日（金）

　
１９日（土）
２０日（日）
２５日（金）
２６日（土）
２８日（月）
２９日（火）

　
１２月　２日（金）

３日（土）

４日（日）
    

　

５日（月）
　

７日（水）
９日（金）

　
１２日（月）
１４日（水）
１５日（木）
１９日（月）
２０日（火）
２１日（水）
２２日（木）

２８日（水）～１月４日（水）
１月　６日（金）

 
１０日（火）
１１日（水）
１３日（金）

１４日（土）～１５日（日）
１６日（月）
１７日（火）
１８日（水）
２０日（土）
２１日（土）
２２日（日）
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　ものまねタレントの清水アキラさん
にご出席いただき、来賓スピーチを頂
戴しました。笑いを交えながらのス
ピーチではご自身の経験を含めた心
温まるお話を伺う事が出来ました。清
水様にはご多忙の所、私たち例会に
ご出席いただき誠に有難うございま
した。

MIDORI長野前にて実施

◀結果報告
４００ｃｃ（１８人）、成分４５人、採血量５２,２００㎖

　L.北川哲男
に「綾小路
きみまろ」を
ご披露頂き
ました。

家族合同
納涼例会

2016.

9
8. 第１回 献血広報

2016.

10
9.

10月 第１例会2016.

7
10.

　本年度の会長スローガンは「学びながら 楽しく奉仕」

334-Ｅ地区 ２Ｒ・３Ｚ ガバナー公式訪問

　祝賀会途中で「熊本名産
の辛子れんこん」をドネー
ションとして皆様にご購入い
ただきました。

特別合同例会で公認ガイディン
グ ラ イ オ ン 国 際 会 長 賞 が

「会長L.飯田重光とL.仁科良三」
に贈呈されました。

2016.

25
8.

年頭例会「飯田新会長 開会挨拶」2016.

8
7.

第２副会長前期事業委員会報告

Ｌ. 松野 是邦

　第37代長野みすずライオンズクラブの飯田会長の執行部の一員として第２副会長として半分すぎました。
10月８日のチャリティコンサートは、当クラブ、長野グリーンシティＬＣ、長野山ノ内ゆけむりLCの３者で主催し、
ホクト文化ホール（中ホール）で開催しました。
　当日、午後１部、２部とも満席で、清水アキラ&清水良太郎親子のものまねコンサートを楽しみました。
　お蔭さまで、当クラブでも160万円を超える青少年健全育成事業の資金が確保できました。
　10月30日には、長野みすずLC杯第６回SBC長野県ジュニアゴルフ大会が長野カントリークラブで開催さ
れ、県内外からも多数参加により、子供達の元気な力を見ることができました。
　12月4日には、第30回長野みすずLC杯長野少年剣道大会が600人からの剣士を集め長野運動公園総
合体育館で開催されました。
　今回は30回記念大会として、真剣による居合道部の演舞があり、大会が盛りあがりました。
　後期もまだ事業が残っていますが、各委員会のみなさま、頑張ってまいりましょう。
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「第６回ＳＢＣ 長野県ジュニアゴルフ大会」表彰式2016.

30
10.

清水アキラ＆清水良太郎ザ・ものまねコンサート2016.

8
10.

青少年健全育成事業推進支援の為の収益事業
「清水アキラ＆清水良太郎ザ・ものまねコンサート」
の様子です。大勢の皆様のご来場及びご協力を賜
りまして盛大に終了できた事を厚く御礼申し上げま
す。又、清水アキラさん、良太郎さん楽しいコンサー
ト本当に有難うございました。

長野みすずライオンズクラブ杯「第６回SBC
長野県ジュニアゴルフ大会」表彰式の様子で
す。今年は、小学・中学・高校生の総勢１１８名
の選手のご参加がありました。まだまだ小さ
な身体の小学生は大人顔負けのしっかりした
スイング。手には砂袋を持ち、元気よくティー
オフしていたのが印象的でした。

男子　１位　末広　大地くん　　高妻３４　飯綱３４　グロス６８
　　　２位　池　　由哉くん　　高妻３９　飯綱３６　グロス７５
　　　３位　東　　亜藍くん　　高妻３６　飯綱４２　グロス７８
女子　１位　坂本　朱里さん　　高妻３８　飯綱４０　グロス７８
　　　２位　早川菜々海さん　　高妻４３　飯綱３８　グロス８１
　　　３位　長谷川愛美さん　　高妻４１　飯綱４０　グロス８１

男子　１位　東城　幸翼くん　　飯綱３４　戸隠３７　グロス７１
　　　２位　清水　大翔くん　　飯綱３７　戸隠３７　グロス７４
　　　３位　岩崎　裕斗くん　　飯綱３６　戸隠３９　グロス７５
女子　１位　安西　美優さん　　高妻３７　飯綱３４　グロス７１
　　　２位　千田　萌花さん　　高妻３５　飯綱３７　グロス７２
　　　３位　高橋　采未さん　　高妻３５　飯綱３７　グロス７２

男子　１位　小澤　玲央くん　　飯綱３７　戸隠３７　グロス７４
　　　２位　白井　　陸くん　　飯綱３９　戸隠４０　グロス７９
　　　３位　内山　晋作くん　　飯綱４０　戸隠４０　グロス８０
女子　１位　石川　涼夏さん　　飯綱３６　戸隠３９　グロス７５
　　　２位　近藤　あみさん　　飯綱３９　戸隠３７　グロス７６
　　　３位　石川茉友夏さん　　飯綱３７　戸隠３９　グロス７６

●来場者数　　　　　 約１，６００名
●当クラブ事業収益１，６６８，０００円

会計の L.西澤裕美子のお孫
さんも一緒にお手伝いをして
くれました。

長野市立城山小学校に
て「信州あいさつ運動」を実
施しました。生徒さん達と
元気な声で朝の挨拶を交
わす事が出来ました。

信州あいさつ運動2016.

11
10.

秋のゴミゼロ運動2016.

16
10.

テレビでもおなじみ
「坂田利夫ものまねＵＦＯ」

小
学
生
の
部

中
学
生
の
部

高
校
生
の
部

●総合結果...............
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女子　１位　安西　美優さん　　高妻３７　飯綱３４　グロス７１
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家族合同クリスマス例会2016.

22
12.第２回 献血広報　2016.

26
11.

　MIDORI長野前
にて実施

◀結果報告
４００ｃｃ（１８人）
成分２８人
採血量３５,２００㎖

「クラブ新年会」が開催されました。2017.

6
1.

新年会では、期待の持てる良い一年に
なるよう、獅子舞が披露されました。
獅子舞は大自然の霊力を授けてくれる
不思議な芸能と伝えられております。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

　サンタさんから
子供たちにプレゼ
ントです。

　信州大学ＹＯＳＡＫＯＩ祭りサー
クル「和っしょい」の皆さんにご
参加いただきクリスマス例会を
盛り上げて頂きました。

第30回 長野みすずＬＣ杯争奪
長野少年剣道大会 表彰式の様子

2016.

4
12.

長野運動公園総合体育館
にて少年少女の若き剣士達が
熱い戦いを繰り広げました。

１位　稲里剣道クラブ
２位　権堂少年剣友会A
３位　清野育成会剣道クラブ

１位　清野育成会剣道クラブ
２位　長野剣道スポーツ少年団A
３位　若穂剣道育成会

１位　長野剣道スポーツ少年団A
２位　青木島剣道少年団
３位　清野育成会剣道クラブ

１位　横田　寛大（長野日大）
２位　北澤龍之介（長野日大）
３位　山﨑　巧也（松　　代）

１位　樋口　歩香（長　　野）
２位　金井　響佳（長野商業）
３位　小坂　美穂（長野商業）

●総合結果
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長野みすず
ライオンズクラブ

折り返しに感謝申し上げます

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
　◎久保田博巳　　○福島　栄一　　塩瀬　利雄
　　北川　哲男　　　丸山　英明　　荻原　正男

L. 飯田　重光会  長

　37年目の長野みすずライオンズクラブも、おかげさまで折り返しを過ぎました。
当クラブが担当した「２R・３Zガバナー公式訪問」 県アマ優勝の「丸山雄大」君が駆けつけてくれた「第６回ジュニアゴルフ」、
迫力の居合演舞の実演ができた「第30回少年剣道大会」、3クラブ合同収益アクティビティ「清水アキラ・良太郎ものまねコンサート」
皆様に盛り上げて頂いた「家族合同納涼例会」「家族合同クリスマス例会」「クラブ新年会」数多い前半戦のアクティビティ
でしたが、クラブメンバーの皆様のご協力で無事に完了できました事に心から感謝申し上げます。
　ライオンズクラブ国際協会３３４-E地区 次期第２副地区ガバナー選出につきましては、約４か月に渡りクラブメンバーの絶大な
ご支援を頂き、L. 仁科良三に候補一本化が図れました。今後、従来に増して長野中央ライオンズクラブ様と友好的な関係構築
が重要だと考えております。

　本年度のスローガン「学びながら楽しく奉仕」公認ガイディングライオン L.河田育畝を講師に「ライオンズクラブ初級編」を終
了できました。後半は、更にステップアップしてまいります。
　L.岩崎 豪委員長を中心に毎月「挨拶運動」を爽やかに実施して頂いております。献眼登録は、もう一息まで来ています。2月
末まで期間を延長していますので、一人でも多くのメンバーのご登録をお願い致します。
　奉仕するなら「楽しく奉仕」を目標に、楽しくアクティビティを実施してまいりますので、後半戦もよろしくお願い申し上げます。

大変お待たせを致しました。発行が予定より遅くなりましたが、会
報第１２２号をお届け致します。不慣れなことで不行き届きの点が
多々ございましたこと心よりお詫び申し上げます。残り半期の活動も
しっかりと記録していきたいと思いますので、引き続き皆様方のご協
力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。  （ＰＲ・会報編集委員会一同）

藤田 香織 S51年2月7日生
入会：H28.7月（スポンサー：L. 真島 秀男）
自宅：長野市上ヶ屋2471-1117
　　 ☎026-239-2708　  090-8326-5891
会社：㈱４Line（建設デザイン） 代表取締役
　　 長野市上ヶ屋2471-1117 ☎026-239-2708
　 　　　 

編 集 後 記

新 会 員 の 紹 介

経 過 報 告

今後の予定

三帰寮ボウリング（例会振替）
第３回献血広報
第４回献血広報
第63回地区年次大会（振替例会／松本市）
チャリティーゴルフ大会（振替例会）
複合年次大会（松本市）
第100回ライオンズ国際大会（シカゴ）

２月末日まで
　　

献眼登録の呼びかけ期日ですが、現在の所、登録者数があま
りにも少ない為、２月末日まで延長する事となりましたので
皆様方のご協力をお願い致します。

2月25日（土）
3月25日（土）
4月22日（土）
５月14日（日）
5月24日（水）
6月11日（日）

30日（金）～7月 4日（火）

2015～2016年度会計監査
第１回７月定例理事会
２Ｒ会長会
７月第１「年頭例会」
第１回長野県連携協定推進室会議
第１回地区名誉顧問会議
第１回ライオンズクエスト特別委員会
出席奨励委員会
第１回地区ガバナー・キャビネット会議　　   
７月第２例会・新会員入会式
第１回２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問実行委員会 
長野白樺ＬＣ７月第二「納涼例会」
歴代会長会及び歴代幹事会
第１回ＪＭＭ実行委員会
第２回８月定例理事会
８月第１「家族合同納涼」例会
８月信州あいさつ運動                       
第１回２Ｚガバナー諮問委員会
第１回１Ｚガバナー諮問委員会　　　　　　   
出席奨励委員会
第２回２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問実行委員会 
第１回３Ｚガバナー諮問委員会
２Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問
臨時第１回地区名誉顧問会議
２Ｒ・２Ｚガバナー公式訪問
第３回９月定例理事会
国際会長公式訪問・歓迎晩餐会               
長野千曲ＬＣ第28回チャリティーゴルフ大会　
９月信州あいさつ運動
チャーターメンバー・歴代会長会議          
９月第１例会
第１回献血広報
ふれあい音楽祭
２Ｒ・１Ｚガバナー公式訪問
長野篠ノ井ＬＣ第32回チャリティーゴルフ大会
出席奨励委員会
第２回ライオンズクエスト特別委員会
第２副地区ガバナー選定委員会・臨時理事会   
チャーターメンバー・歴代会長会議　　　　   
９月第２例会
第２回長野県連携協定推進室会議
ＬＣＩＦセミナー
ＦＷＴセミナー＆ワークショップ
フードドライブ
ライオンズクエスト体験会セミナー打合せ会    
 第４回10月定例理事会
長野りんどうＬＣチャリティーゴルフ大会　　　
ＧＭＴ会員増強大会
10月第１例会
青少年健全育成事業チャリティーコンサート
10月信州あいさつ運動
２リジョン臨時会長会
Ｌ.佐藤国際理事候補者激励ゴルフコンペ
秋のゴミゼロ運動
会員・ＦＷＴ委員会
長野白樺ＬＣチャリティーゴルフ大会
ライオンズクエスト体験会セミナー
出席奨励委員会
第２副地区ガバナー候補者推薦委員会
臨時理事会

７月　４日（月）
 

６日（水）
８日（金）

１１日（月）
１２日（火）
１３日（水）
１５日（金）
２２日（金）

　
２６日（火）
２７日（水）
２９日（金）

８月　７日（日）
８日（月）
９日（火）

１２日（金）
　

１９日（金）
　
　

２５日（木）

９月　２日（金）
５日（月）

 
７日（水）

　
９日（金）

　
　

１０日（土）
　

１３日（火）
１５日（木）
１６日（金）

　
２０日（火）

　
２３日（金）
２６日（月）
２７日（火）

１０月２日（日）～３日（月）
２日（日）
３日（月）

　
５日（水）

７日（金）
８日（土）

１１日（火）
１３日（木）
１４日（金）
１６日（日）
１７日（月）
１８日（火）
１９日（水）
２０日（木）
２１日（金）
２５日（火）

アイバンク協会認定サポーター講習会　　　　 
第30回長野みすずＬＣ杯争奪
長野少年剣道大会打合せ会
第８回ライオンズクエストワークショップ
茅野市立長峰中学校
長野みすずLC杯第６回ＳＢＣ
長野県ジュニアゴルフ大会（例会振替）
第２回ＪＭＭ実行委員会　　　　　　　    
長野みすずＬＣ創立記念祝賀会            
２Ｒ・３Ｚ会長会
第１回国際理事候補者支援委員会
第２回地区名誉顧問会議
第５回11月定例理事会
第55回OSEALフォーラム香港大会
11月信州あいさつ運動                   
11月第１例会                           
Ｈ28年度長野県青少年健全育成県民大会   
第３回長野県連携協定推進室会議           
出席奨励委員会　　　　　　　　　　　     
第２回地区ガバナー・キャビネット会議     
Ｈ28年度「秋の献血街頭啓発運動」       
骨髄移植推進フォーラム                   
献血推進アドバイザー認定講習会        
第２回献血広報
第３回ライオンズクエスト特別委員会及び懇親会 
第２回第２副地区ガバナー候補者推薦委員会　
薬物乱用防止教育認定講師養成講座              
第６回12月定例理事会
第30回「北信地区聴覚障がい者の人たちとの
ふれあいの集い」ボウリング大会 打合せ会議
第30回長野みすずＬＣ杯争奪
長野少年剣道大会（例会振替） 
Ｈ28年度長野県青少年育成指導者
青少年サポーター研修会
第２回２Ｒ３Ｚガバナー諮問委員会           
３Ｚ第２副地区ガバナー候補者推薦委員会     
長野県知事との懇談会                       
第２回２Ｒ２Ｚガバナー諮問委員会           
12月信州あいさつ運動                     
薬物乱用防止教育指導者講習会               
出席奨励委員会　　　　　　　　　　　     　
第３回第２副地区ガバナー候補者推薦委員会   
チャーターメンバー・歴代会長会議           
長野りんどうＬＣレディ・レオ合同クリスマス例会  
長野白樺ＬＣ家族合同クリスマス例会　　　　 
12月第２「家族合同クリスマス」例会       
クラブ事務局年末年始休暇
第７回１月定例理事会　　　　　　　　　    
クラブ新年会
ＰＲ・会報編集委員会                     
１月信州あいさつ運動
2017年２Ｒ新年合同例会　　　　　　　　　 
第９回ライオンズクエストワークショップ　
第４回長野県連携協定推進室会議
2016-2017年度上期会計監査
出席奨励委員会
次期地区委員長・副幹事合同会議           
１月第２例会（例会振替）献血キャンペーン 
第３回ＪＭＭ実行委員会                   

２７日（木）

 

２９日（土）～３０日（日）

　
　
　

３１日（月）
１１月　３日（木）

４日（金）
７日（月）

１０日（木）～１３日（日）
１１日（金）

　
１２日（土）
１４日（月）
１８日（金）

　
１９日（土）
２０日（日）
２５日（金）
２６日（土）
２８日（月）
２９日（火）

　
１２月　２日（金）

３日（土）

４日（日）
    

　

５日（月）
　

７日（水）
９日（金）

　
１２日（月）
１４日（水）
１５日（木）
１９日（月）
２０日（火）
２１日（水）
２２日（木）

２８日（水）～１月４日（水）
１月　６日（金）

 
１０日（火）
１１日（水）
１３日（金）

１４日（土）～１５日（日）
１６日（月）
１７日（火）
１８日（水）
２０日（土）
２１日（土）
２２日（日）
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