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　皆様に支えられ国際協会100周年の年度が過ぎようとしています。
2016－2017年度会長スローガン「学びながら楽しく奉仕」推進のために、
＜ライオンズを知る＞
　河田公認ガイディングライオンによる勉強会を開催して頂きました。
＜楽 し く 奉 仕＞
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長野みすずLC 2017チャリティーゴルフ大会も無
事に終わり、今年度の最終号（123号）を発行すること
が出来ました。

この一年間委員会の皆様、そして会員の皆様の
多大なるご協力を賜りました事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。
（ＰＲ・会報編集委員会一同）

編 集 後 記

【継続アクティビティ】 「長野県ジュニアゴルフ」「少年剣道大会」「三帰寮ボウリング」「チャリティゴルフ」
 「献血広報・キャンペーン」「毎月11日信州挨拶運動」「ゴミ０参加」「河川清掃参加」

【新規アクティビティ】 ①メンバー献眼登録「正会員献眼登録目標100％」⇒結果正会員44名「88％」
 ②「眼鏡リサイクル」14個　「使用済み切手」12,879枚　＊4月末現在
 ③「信州山保育」協賛 コムク鳥の巣箱30箱を県に寄付。取り付けもメンバーが園児と実施。

【 新 会 員 入 会 】 ・正会員 10名入会　・賛助会員 1名入会　＊4月末現在
【　そ　の　他　】 ・LCIF＄1,000×3口　・2017年3月1日「金沢菊水LCと姉妹提携」調印
 ・ガバナー公式訪問担当　・3クラブ共同収益事業「清水アキラ・良太郎コンサート」実施
 ・日本・フィリピン医療奉仕活動5名参加　・シカゴ国際大会5名参加
 ・例会出席率向上のため、例会資料に「メークアップ」項目を明記
 ・入会促進、退会防止対策として、年会費を多少減額
  （男性正会員13,000円減  女性正会員10,000円減）
　数多くのアクティビティ実施・クラブ運営にあたり、中村幹事・西澤会計はじめクラブメンバー皆様のご協力に心
から感謝申し上げます。
　「1人ではできないことも、力を結集すれば叶う」ライオンズクラブ精神を改めて強く感じました。
7月から「仁科第２副地区ガバナー」が誕生します。メンバー皆様のお力を結集し支えてください。
よろしくお願い致します。 1年間ありがとうございました。

小鳥の巣箱
贈呈・設置

経 過 報 告

今後の予定

第８回２月定例理事会
２月信州あいさつ運動
第３回地区名誉顧問会議
２月第１例会
ＪＭＭ合同医療奉仕活動
高齢者の消費者被害防止見守り研修会
出席奨励委員会
第２回国際理事候補者支援委員会
第１２回婚活サポーター講習会
３Ｚコミュニケーションボウリング大会
第１回次期クラブ役員指名委員会
新入会員オリエンテーション
第３回地区ガバナー・キャビネット会議
２月第２例会（例会振替）
三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い
女性シンポジウム
第２回次期クラブ役員指名委員会
金沢菊水ＬＣとの姉妹提携調印式　
新入会員オリエンテーション
第３回次期クラブ役員指名委員会
依存症関係機関研修会
第10回ライオンズクエストワークショップ
第３回２Ｒ・３Ｚガバナー諮問委員会
第９回定例理事会
３月信州あいさつ運動
３月第１例会
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”
長野中央ＬＣ文化振興事業

「清水和音ピアノコンサート」
第５回長野県連携協定推進室会議 
第３回２Ｒ・２Ｚガバナー諮問委員会 
２Ｒ新会員セミナー
薬物依存問題研究会
出席奨励委員会
佐藤義雄国際理事候補者激励の会
現・次期地区委員長引継会
３月第２例会
第３回献血広報

２月　６日（月）
８日（水）
８日（水）
８日（水）

１０日（金）～１３日（月）
１４日（火）
１７日（金）
１７日（金）
１８日（土）
１８日（土）
２２日（水）
２３日（木）
２４日（金）
２５日（土）

２６日（日）
２８日（火）

３月　１日（水）
３日（金）
３日（金）
４日（土）

４日（土）～５日（日）
６日（月）
６日（月）

１０日（金）
１０日（金）
１１日（土）

１１日（土）

１３日（月）
１３日（月）
１５日（水）
１５日（水）
１７日（金）
１７日（金）
２３日（木）
２４日（金）
２５日（土）

新入会員オリエンテーション
第４回ＪＭＭ実行委員会
第５回ライオンズクエスト特別委員会
第10回定例理事会
４月第１例会
４月信州あいさつ運動
シカゴ国際大会準備委員会
出席奨励委員会
第４回地区名誉顧問会議
第11回ライオンズクエストワークショップ
第４回地区ガバナー・キャビネット会議 
４月第２例会
第４回献血広報
長野松代ＬＣ結成50周年・長野千曲ＬＣ
結成40周年合同記念式典及び祝宴
クリーン長野運動推進本部 Ｈ29年度定期総会
長野市制120周年記念式典
次期地区委員会合同会議
第４回２Ｒ２Ｚガバナー諮問委員会
第11回５月定例理事会
第６回長野県連携協定推進室会議
第４回２Ｒ３Ｚガバナー諮問委員会
５月信州あいさつ運動
第４回２Ｒ１Ｚガバナー諮問委員会
第63回地区年次大会（例会振替）
次期八役会
出席奨励委員会
第２回次期ＺＣ予定者セミナー
第３回２Ｒ会長会
第３回国際理事候補者支援委員会
長野みすずＬＣ 2017チャリティーゴルフ大会

（例会振替）長野京急カントリークラブ
長野ＬＣ第１４回チャリティーゴルフ大会　
環境保全河川清掃
春のゴミゼロ運動
次期正副委員長会議
第１１回５月定例理事会
次期運営・事業・特別合同委員会

４月　１日（土）
２日（日）
３日（月）
３日（月）
７日（金）

１１日（火）
１１日（火）
１４日（金）
１４日（金）

１４日（金）～１５日（土）
２０日（木）
２１日（金）
２２日（土）
２３日（日）

２４日（月）
２７日（木）

   ２８日（金）
２８日（金）

５月　８日（月）
８日（月）
８日（月）

１１日（木）
１２日（金）
１４日（日）
１６日（火）
１９日（金）
１９日（金）
１９日（金）
２３日（火）
２４日（水）

２６日（金）
２７日（土）
２８日（日）
２９日（月）

６月　５日（月）
８日（木）

６月第１引継例会
３３４複合地区第６３回年次大会
長野松代ＬＣ結成５０周年記念事業
音羽ゆりかご会童謡コンサート
６月信州あいさつ運動
次期クラブ三役・事務局員セミナー

９日（金）
１１日（日）
１１日（日）

１２日（月）
１４日（水）

出席奨励委員会
６月第２「最終年次例会」
次期準備理事会
第100回シカゴ国際大会

１６日（金）
１６日（金）
１９日（月）

３０日（金）～７月  ４日（火）
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　本年度執行部の一員として、楽しく活動出来ました事は、皆様のご指導とご協
力のお陰と感謝致しております。これからも楽しいクラブ運営のために、ご協力
お願いします。

第１副会長　L. 東方　正道

　飯田会長のスローガン「学びながら楽しく奉仕」のもとに１年間、クラブの事業
を続けてきました。
　事業委員会は、市民教育環境保全・青少年健全育成、保健・社会福祉の各委員
会がそれぞれアクティビティを実施してきました。
　皆さんのご協力のお陰で無事終ることができました。
　特に「清水アキラ&清水良太郎ザ・ものまねコンサート」や「第６回SBC長野県
ジュニアゴルフ大会」そして「第30回長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会」ま
た「チャリティゴルフ大会」にはメンバーの皆さんの力を結集し事業を通じてクラ
ブ全体が一体化したと思います。
　一年間、ありがとうございました。

 第２副会長　L. 松野　是邦

　皆様方のお力添いを戴き、無事何とか大役を終えることが出来ました。
　奉仕活動を通じ会員の皆様、又他クラブの方々とも以前に増して親睦を深める
ことが出来ました。改めて奉仕活動について考えさせられ、今後は更にもう一歩
踏み込んで社会に役立つ奉仕活動に邁進して参りたいと思います。

第３副会長　L. 堀内　英治

　幹事という大役をおおせつかりまして、間もなく１年が過ぎようとしています。
経験の浅い私が仕事と幹事という大役を両立できるのかという不安と心配を抱
きながらのスタートでした。至らぬ点が多々あり、皆様には大変ご迷惑をおかけ
したと思いますが、一方で自分にとっては貴重な経験をさせて頂いた１年となり
ました。振り返りますといずれも思い出深いものばかりです。飯田会長をはじめ、
皆様のご指導とご協力本当にありがとうございました。

幹事　L. 中村　幸司

　三役の会計とは名ばかりで、事務局滝崎さんに全部助けていただき、会長、幹
事の何の助けにもならず、同様にクラブの皆様にも頼りなく映っていたのかと思
うと反省ばかりが頭の中を廻っております。ライオンズクラブという組織の事を数
多く学ばせていただく良い機会でした。慌ただしく過ぎてしまった１年でしたが、
会長、幹事をはじめ多くの皆様にお世話になりご協力いただきました事に感謝し
つつ任務を終えさせていただきます。

会計　L. 西澤　裕美子

　入会３年目でライオンテーマーを仰せつかり、役割＝司会進行と３ヶ月前まで
思い込んでいました。終了間際に役割等を知りましたが、会長・幹事に助けて頂
き、まもなく無事終わろうとしています。皆様に感謝感謝です。

ライオン・テーマー　L. 伊藤義徳

　一年間ありがとうございました。御礼を申し上げるばかりでございます。

テール・ツイスター　L. 丸山　栄一郎
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会 員・Ｆ Ｗ Ｔ 委 員 長

　今年度は、新会員が7月1名、３月８名、４月２名、（計11名内女性会員２名）、退会
者２名となりました。純増９名です（５月24日現在）。12月には、クラブ会則および付
則の改訂を行いました。６月の理事会において改訂の予定があります。３月には金
沢菊水LCとの姉妹提携の調印式、５月14日の第63回地区年次大会においては、我
がクラブより第二副地区ガバナーが選出されました。最後にこの一年間、会員の皆
様のご協力に感謝申し上げます。

Ｌ. 河田　育畝

出 席 奨 励 委 員 長

　平成20年10月に入会以来、ほとんど例会やアクティビティにも顔を出さない状態が
続いていました。本来なら出席奨励されるべき立場にあった私が、「出席奨励委員長」
を仰せつかり、この1年は例会欠席会員に対するメークアップを実施してきました。
　従来の昼食会の他に、私と幹事および出席奨励副委員長の3人で分担して、電話に
て例会の内容を伝える方法も新たに取り入れ、修正出席率アップに繋げることができ
ました。　　　　
　1年間ご協力ありがとうございました。
　また、自らの出席が奨励できたことにも感謝いたします。

Ｌ. 山口　正人

長 期 計 画・財 務 委 員 長

　当委員会は、事業計画・予算・収益を検討する任務がありますが、年当初に会長の
意向を受けたものの継続事業等が中心の計画となってしまいました。今後のクラブ
運営を考えるとき、２人の委員会組織ではなく複数人による組織として、継続的に
具体的な事業等の検討を行っていく必要があると感じました。

Ｌ. 上原　英二

ＹＣＥ・レオ青少年健全育成委員長（ライオンズクエスト）　

　YCE・レオ青少年健全育成（ライオンズクエスト）委員長を仰せつかり早や１年が経
ちました。委員長として、しっかり貢献する事が出来ませんでしたが、皆様のお力で、第
６回ジュニアゴルフ大会、第30回少年剣道大会等のアクティビティを無事に終える事
が出来ました。１年間感謝しかありません。本当にありがとうございました。

Ｌ. 金井　文彦

保 健・社 会 福 祉 委 員 長 　

　皆様のご協力頂き、一年間無事に終えることが出来ましたこと、心より感謝申し上
げます。次はライオン・テーマーとなりますが、引き続き皆様のご支援をお願い致し
ます。

Ｌ. 真島　秀男

会 計 監 査 委 員 長

　会計監査委員長という大役を仰せつかり、力不足ではと思いましたが、副委員長
の髙野善生Lから会計監査の要領等を教えて頂き、大変スムーズに実施することが
できました。貴重な経験をさせて頂き心から感謝申し上げます。

Ｌ. 宮本　文世

会 員 厚 生・接 待 親 善 委 員 長

　合同委員会を経て新年度スタート間もなく、大きな行事の一つである３Ｚガバ
ナー公式訪問の準備取組みに参加させて頂きました。
　また節目の例会パーティ等「学びながら楽しく奉仕」を心の励みにして臨むことで
一層のライオンズメイトスピリットに触れることができた思いであります。これも偏
に役員および委員会そして連綿と続く歴代先達方々のご指導とサポートの賜物と心
より感謝申し上げる次第です。有り難うございました。

Ｌ. 宮本　祥次

ＰＲ・会 報 編 集 委 員 長

　支えてくださった委員の皆様、諸先輩の方々に感謝いたします。一年間ありがとう
ございました。又今年ご迷惑をお掛けした事や上手くいかなかった事、やり残した
事などを来年は委員長としてではなく副委員長として本委員会をサポートするつも
りです。

Ｌ. 久保田　博巳

市 民 教 育 環 境 保 全 委 員 長

　一年を振り返り、仕事が忙しく委員長としての役目を果たせずクラブの皆様には、
ご迷惑をお掛け致しました。
一年間、皆様にフォローして頂き有難うございました。

Ｌ. 岩崎　豪
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ライオンズクラブ国際協会334-E地区2R
新年合同例会

2017.

13
1.

ホテル国際21（藤
の間）にて新 年合同
例会が行われました。
334‐E地 区、地 区ガ
バナーＬ.武 田 善 彦、
年頭のご挨拶の様子
です。

阿部知事よりご祝辞
を頂戴しました。

三帰寮1日里親ふれあいボーリングの集い2017.

25
2.

三帰寮１日里親ふれ
あいボウリングの集い
を開催しました。

信州あいさつ運動（長野市立芹田小学校）2017.

8
2.

長野市立芹田小学校にて信州あいさつ運動を行
いました。あいにくの寒波で気温がマイナス１℃の中、
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。

第２回 献血キャンペーン
結果報告▶400㏄（18名）
　　　　　採決量7,200㎖

第２回献血広報2017.

21
1.

金沢菊水LC姉妹提携調印式2017.

1
3.

金沢菊水LC様との姉妹提携調印式
の様子です。
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第3回献血広報2017.

25
3.

県庁３階第３応接室にて「小鳥の巣箱贈呈式」が行わ
れました。

新会員入会式（上段）
小鳥の巣箱贈呈式（左下・右下）

2017.

24
3.

第30回北信地区聴覚障害者の人た
ちとのふれあいの集いボーリング大会

（ヤングファラオにて盛大に開催され
ました。）

第30回 北信地区聴覚障害者の人たちとの
集いボーリング大会

2017.

11
3.

新会員入会式2017.

7
4.

新会員入会式が行われました。下条寿孝様、須田基太様、
丸田由香里様、基井照明様の計４名が仲間入りされました。

第３回 献血キャンペーン
結果報告▶400㏄（19名）
　　　　　成分 59人
　　　　　採決量66,600㎖

新会員入会式が行われ
ました。片 桐 栄 一様、宮
澤昌基様、松本誠一様の
計3名が仲間入りされま
した。

金沢菊水LC様 例会訪門2017.

7
4.

金沢菊水LC様に例会訪問にお越しいただきまし
た。金沢菊水LC様におかれましては遠方より当クラ
ブ例会にご訪問頂き誠に有り難うございました。

金沢菊水LC会長：
L.杉本昭博来賓ご挨拶の様子です。

県庁３階第３応接室にて「小鳥の巣箱贈呈式」が行わ
れました。

98
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春のゴミゼロ運動を実施しました。イトーヨーカドー前を
午前９時に出発し、権堂アーケード→上千歳通り→南千歳→
長野大通り→イトーヨーカドーの道路沿いを中心に行いました。

第４回献血広報2017.

22
4.

長野市立 三輪小 学 校にて信州
あいさつ運動を行いました。

第４回 献血キャンペーン
結果報告▶400㏄（23名） 成分 55人
　　　　　採決量64,200㎖

長野みすずLC 2017チャリティーゴルフ大会2017.

24
5.

男子の部 優勝▶中村　吉秀　様
女子の部 優勝▶五十嵐　愛　様

春のゴミゼロ運動2017.

28
5.

片桐 栄一 S35年11月24日生
入会：H29.3月（スポンサー：L. 仁科 良三）
自宅：長野市三輪6-25-39-3
　　 ☎026-232-1402　  090-1867-1312
会社：かたぎり薬品㈱
　　 （薬、健康食品、化粧品販売） 代表取締役
　　 長野市三輪1-23-8 ☎026-241-2960

宮澤 昌基 S40年10月4日生
入会：H29.3月（スポンサー：L. 仁科 良三）
自宅：長野市伊勢宮3-12-14
　　 ☎026-227-7957　  090-3343-8432
会社：㈱三建（建築） 代表取締役
　　 長野市川中島町原200-34 ☎026-292-8782

松本 誠一 S55年3月1日生
入会：H29.3月（スポンサー：L. 仁科 良三）
自宅：長野市柳原2141-12
　　 090-4181-9501
会社：ACT（WEB開発） 代表
　　 長野市平林2-19-12 ☎026-217-8879
　 　　　 

基井 照明 S36年7月22日生
入会：H29.3月（スポンサー：L. 飯田 重光）
自宅：千曲市雨宮823-7
　　 ☎026-273-4796　  090-3142-7998
会社：㈱日商印刷（印刷製造業） 取締役社長
　　 長野市大橋南2丁目-5-1 ☎026-284-4164
　 　　　 

須田 基太 H2年4月23日生
入会：H29.3月（スポンサー：L. 仁科 良三）
自宅：上田市中央西1-3-26-304
　　 080-3155-5227
会社：三井住友銀行（営業）
　　 上田市中央2-1-18 ☎0268-22-5555
　 　　　 

下条 寿孝 S46年1月25日生
入会：H29.3月（スポンサー：L.遠藤 紀夫）
自宅：長野市西尾張部214-20
　　 ☎026-217-5365　  090-7285-5462
会社：㈲ジョイワールド（ギフト卸） 代表取締役
　　 長野市若穂綿内8613-1 ☎026-282-6262

丸田 由香里 S43年12月28日生
入会：H29.3月（スポンサー：L. 飯田 重光）
会社：さくら・NAGANO法律事務所（弁護士） 代表
　　 長野市三輪9-49-26
　　 アズマ建設ビル３階  ☎026-256-9077

神田 竜哉 S42年6月20日生
入会：H29.4月（スポンサー：L. 仁科 良三）
自宅：長野市三輪田町1313-12
　　  エスポワール三輪田町1606
　　 070-3833-5317
会社：損保ジャパン日本興亜㈱（損害保険業） 部長
　　 長野市三輪武井1313-11 ☎026-235-8011

井原 邦典 S32年12月5日生
入会：H29.4月（スポンサー：L. 仁科 良三）
自宅：長野市中越1-2-23 クレセント井原203
　　 ☎026-254-5678　  080-1134-3036
会社：長野信用金庫 長野パルセイロアスレチッククラブ
　　 長野市屋島3300 ☎026-244-7780
　 　　　 

松岡 利樹 H1年9月11日生
入会：H29.3月（スポンサー：L. 遠藤 紀夫）
自宅：高崎市箕郷町上芝170-1 クインテットB102
　　 080-5673-8323
職業：プロゴルファー
連絡先：㈱エンドウ 長野市高田1029-1
　　 ☎026-227-6800

信州あいさつ運動（長野市立三輪小学校）2017.

11
4.

チャリティー参加人数
計189名
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123Vol.
発行日　2017・6・16

長野みすず
ライオンズクラブ

御礼と年次報告

L. 飯田　重光会  長

　皆様に支えられ国際協会100周年の年度が過ぎようとしています。
2016－2017年度会長スローガン「学びながら楽しく奉仕」推進のために、
＜ライオンズを知る＞
　河田公認ガイディングライオンによる勉強会を開催して頂きました。
＜楽 し く 奉 仕＞

123Vol.

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　　〇福島　栄一　　塩瀬　利雄
　　北川　哲男　　　丸山　英明　　荻原　正男
　　松本　誠一

長野みすずLC 2017チャリティーゴルフ大会も無
事に終わり、今年度の最終号（123号）を発行すること
が出来ました。

この一年間委員会の皆様、そして会員の皆様の
多大なるご協力を賜りました事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。
（ＰＲ・会報編集委員会一同）

編 集 後 記

【継続アクティビティ】 「長野県ジュニアゴルフ」「少年剣道大会」「三帰寮ボウリング」「チャリティゴルフ」
 「献血広報・キャンペーン」「毎月11日信州挨拶運動」「ゴミ０参加」「河川清掃参加」

【新規アクティビティ】 ①メンバー献眼登録「正会員献眼登録目標100％」⇒結果正会員44名「88％」
 ②「眼鏡リサイクル」14個　「使用済み切手」12,879枚　＊4月末現在
 ③「信州山保育」協賛 コムク鳥の巣箱30箱を県に寄付。取り付けもメンバーが園児と実施。

【 新 会 員 入 会 】 ・正会員 10名入会　・賛助会員 1名入会　＊4月末現在
【　そ　の　他　】 ・LCIF＄1,000×3口　・2017年3月1日「金沢菊水LCと姉妹提携」調印
 ・ガバナー公式訪問担当　・3クラブ共同収益事業「清水アキラ・良太郎コンサート」実施
 ・日本・フィリピン医療奉仕活動5名参加　・シカゴ国際大会5名参加
 ・例会出席率向上のため、例会資料に「メークアップ」項目を明記
 ・入会促進、退会防止対策として、年会費を多少減額
  （男性正会員13,000円減  女性正会員10,000円減）
　数多くのアクティビティ実施・クラブ運営にあたり、中村幹事・西澤会計はじめクラブメンバー皆様のご協力に心
から感謝申し上げます。
　「1人ではできないことも、力を結集すれば叶う」ライオンズクラブ精神を改めて強く感じました。
7月から「仁科第２副地区ガバナー」が誕生します。メンバー皆様のお力を結集し支えてください。
よろしくお願い致します。 1年間ありがとうございました。

小鳥の巣箱
贈呈・設置

経過 報 告

今後の予定

第８回２月定例理事会
２月信州あいさつ運動
第３回地区名誉顧問会議
２月第１例会
ＪＭＭ合同医療奉仕活動
高齢者の消費者被害防止見守り研修会
出席奨励委員会
第２回国際理事候補者支援委員会
第１２回婚活サポーター講習会
３Ｚコミュニケーションボウリング大会
第１回次期クラブ役員指名委員会
新入会員オリエンテーション
第３回地区ガバナー・キャビネット会議
２月第２例会（例会振替）
三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い
女性シンポジウム
第２回次期クラブ役員指名委員会
金沢菊水ＬＣとの姉妹提携調印式　
新入会員オリエンテーション
第３回次期クラブ役員指名委員会
依存症関係機関研修会
第10回ライオンズクエストワークショップ
第３回２Ｒ・３Ｚガバナー諮問委員会
第９回定例理事会
３月信州あいさつ運動
３月第１例会
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”
長野中央ＬＣ文化振興事業

「清水和音ピアノコンサート」
第５回長野県連携協定推進室会議 
第３回２Ｒ・２Ｚガバナー諮問委員会 
２Ｒ新会員セミナー
薬物依存問題研究会
出席奨励委員会
佐藤義雄国際理事候補者激励の会
現・次期地区委員長引継会
３月第２例会
第３回献血広報

２月　６日（月）
８日（水）
８日（水）
８日（水）

１０日（金）～１３日（月）
１４日（火）
１７日（金）
１７日（金）
１８日（土）
１８日（土）
２２日（水）
２３日（木）
２４日（金）
２５日（土）

２６日（日）
２８日（火）

３月　１日（水）
３日（金）
３日（金）
４日（土）

４日（土）～５日（日）
６日（月）
６日（月）

１０日（金）
１０日（金）
１１日（土）

１１日（土）

１３日（月）
１３日（月）
１５日（水）
１５日（水）
１７日（金）
１７日（金）
２３日（木）
２４日（金）
２５日（土）

新入会員オリエンテーション
第４回ＪＭＭ実行委員会
第５回ライオンズクエスト特別委員会
第10回定例理事会
４月第１例会
４月信州あいさつ運動
シカゴ国際大会準備委員会
出席奨励委員会
第４回地区名誉顧問会議
第11回ライオンズクエストワークショップ
第４回地区ガバナー・キャビネット会議 
４月第２例会
第４回献血広報
長野松代ＬＣ結成50周年・長野千曲ＬＣ
結成40周年合同記念式典及び祝宴
クリーン長野運動推進本部 Ｈ29年度定期総会
長野市制120周年記念式典
次期地区委員会合同会議
第４回２Ｒ２Ｚガバナー諮問委員会
第11回５月定例理事会
第６回長野県連携協定推進室会議
第４回２Ｒ３Ｚガバナー諮問委員会
５月信州あいさつ運動
第４回２Ｒ１Ｚガバナー諮問委員会
第63回地区年次大会（例会振替）
次期八役会
出席奨励委員会
第２回次期ＺＣ予定者セミナー
第３回２Ｒ会長会
第３回国際理事候補者支援委員会
長野みすずＬＣ 2017チャリティーゴルフ大会

（例会振替）長野京急カントリークラブ
長野ＬＣ第１４回チャリティーゴルフ大会　
環境保全河川清掃
春のゴミゼロ運動
次期正副委員長会議
第１１回５月定例理事会
次期運営・事業・特別合同委員会

４月　１日（土）
２日（日）
３日（月）
３日（月）
７日（金）

１１日（火）
１１日（火）
１４日（金）
１４日（金）

１４日（金）～１５日（土）
２０日（木）
２１日（金）
２２日（土）
２３日（日）

２４日（月）
２７日（木）

   ２８日（金）
２８日（金）

５月　８日（月）
８日（月）
８日（月）

１１日（木）
１２日（金）
１４日（日）
１６日（火）
１９日（金）
１９日（金）
１９日（金）
２３日（火）
２４日（水）

２６日（金）
２７日（土）
２８日（日）
２９日（月）

６月　５日（月）
８日（木）

６月第１引継例会
３３４複合地区第６３回年次大会
長野松代ＬＣ結成５０周年記念事業
音羽ゆりかご会童謡コンサート
６月信州あいさつ運動
次期クラブ三役・事務局員セミナー

９日（金）
１１日（日）
１１日（日）

１２日（月）
１４日（水）

出席奨励委員会
６月第２「最終年次例会」
次期準備理事会
第100回シカゴ国際大会

１６日（金）
１６日（金）
１９日（月）

３０日（金）～７月  ４日（火）
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