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　今年度は、当クラブからライオンズクラブ国際協会334-E地区

地区ガバナー L.仁科良三が就任し、クラブとしては結成40周年

の節目の年でありました。

　しかし、10月には台風19号が長野市を通過し甚大な被害をもたらし、被災者支援や

規模を縮小してのクラブ結成40周年記念大会の開催を余儀なくされました。年が変わ

り、2月中旬からは新型コロナウィルスが全世界で猛威を振るい、計画されていた国際

大会を始め、ライオンズクラブ関係全ての会議が中止に追い込まれるなど、ライオンズ

クラブ国際協会結成以来、これまでにない大きな打撃を受けております。

  この様な諸情勢の中で、今期の当クラブ目標であったLCIFキャンペーン100モデル

クラブの申請と500ドル寄付、会員増強では新たに11名の新会員入会などの目標が達成

できました。

  これら事業計画の達成は、クラブメンバーのご理解とご協力の賜と深く感謝申し上げ

ます。次期年度におきましても、コロナウィルス感染の終息を願いつつ、長野みすず

ライオンズクラブが県下に誇れる代表的なクラブとして成長していくことを心から願い、

一年間のご協力に心より感謝申し上げます。

  終わりに、40周年記念式典を目前にチャーターメンバーであり、元地区ガバナー

L.松本東様がご逝去されたことを痛み心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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　2019年は、長野みすずライオンズクラブ40周年を迎え、50周年・
60周年に向けて飛躍をする年でもあったと思います。
　10月12日に発生した台風19号によりメンバーの中にも多大な
被害を受けられた方もあり、記念式典も縮小しての開催となりました。
　やっと復興が進み明るい日差しが見えてきた途端に新型コロナウイ
ルスが発生をし、様々なアクティビティの自粛・例会自粛とまったく先が
見えない状況となり、予想だにしない大変な年になってしまいました。
　マーケティング・コミュニケーション委員としての活動も約半年し
か出来ませんでしたが、委員会メンバー・会員の皆様のご協力を頂き
１年を終える事に深く感謝を申し上げます。
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L. 増子 洋子　1954年2月18日生
入　会：2020年3月（スポンサー  L. 西澤裕美子）
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　前幹事の滝沢L.より途中から何も分らないまま引き継いだ幹事役ですが、とにかく一つ
一つを無事終了させようと必死でここまでに至る事ができました。
　初めての国際大会へイタリア迄行き沢山の事を学ばせていただいた貴重な一週間も経験
させていただきました。
　又この一年間の間には大切な仲間との別れや台風19号による大災害などこれも又経験し
た事のない事態に遭遇致しました。
　現在コロナウィルスによる全世界への恐怖は命ばかりでなく、世界経済迄も破滅させる勢
いです。
　事が起る度に皆が心を一つにして前に進まなければならないと痛感しております。
　数ヶ月の間何の活動もできない非常事態の最中でのごあいさつになりますが皆様には沢山
のご協力をいただき心からの感謝をしつつ退任のごあいさつと致します。

幹 事 L. 西 澤  裕 美 子
　早いものでこの時期を迎えました。
　一年をかけ会長職の勉強と思いながら過ごして参りましたがクラブ副会長と併用でキャビ
ネット構成員をお受けした関係でキャビネット活動の想いが強くライオンズ活動の大変さを身を
もって知らされたような気がします。ガバナーとの長野県下公式訪問に随行し色々なクラブの考
えがあり、それを取りまとめるリーダーシップ、一経営者として大変勉強になった一年でした。台風
19号に始まり現在はコロナウイルスと大変な時代になりました。この中で会長職をお受けするのも
私に課せられた試練と思いながら職務に当たりたいと思います。

第1副会長 L. 金 澤  正 明 運営委員会

奉仕委員会

常設特別委員会

　昨年度の第3副会長につづけて、今年度は第2副会長を経験させていただきました。40周
年の年度であり、就任直後からいろいろと、準備等でたいへんではありましたが、上原会長はじ
め、皆様のご協力により一大イベントが、無事終了することが出来ました。ありがとうございました。
ただ今年度は、台風による震災、新型コロナウイルスによる自粛により、我が長野みすずＬＣの予
定の活動が行えず、今年度が終わりを迎えそうです。たいへん残念ではございますが、この状況
で、ライオンズクラブができることを考え、社会の正常な生活が早くもどるよう、行動をしていきたい
と思います。何はともあれ、会員皆様の健康が大切ですので気をつけていただき、また皆様と、元
気に奉仕活動が行えることを祈っております。
　一年間本当に有難うございました。

第2副会長 L. 山 室  健 三

　2019年度の第三副会長を仰せつかりました真島です。先ず最初に、昨年の台風の被害に
遭われた方々へ心よりお見舞いを申し上げます。
　今年度は、長野みすずライオンズクラブ結成40周年と言う節目の年でした。
　台風19号の被害により記念式典もイレギュラーの形での開催となりましたが、皆様のご協力
のお陰で無事に開催することが出来ましたこと、厚く御礼申上げます。
　またここに来て新型コロナウィルスの影響により、後半はアクティビティは勿論、理事会や例会
も中止となり、ライオンズクラブの活動が殆ど出来ず、クラブメンバーの方とお会いすることも出来
ない状況でした。
　今はただ、この事態が一刻も早く終息をし、元の平穏な生活に戻ることを願うばかりです。終
息の暁には、皆様とまた一緒にライオンズの活動を思う存分楽しみたいと思います。
　それでは最後に、皆様のご健康をご祈念申し上げ、御礼の言葉とさせて頂きます。
　一年間本当にありがとうございました。

第3副会長 L. 真 島  秀 男

　一年間ありがとうございました。今年度は40周年の記念と仁科ガバナー年度と言うことでアク
ティビティや行事の多い年度になる予定でしたが、10月に台風19号の災害により40周年記念
大会の開催が危ぶまれたりまた、年が明けてからはコロナウィルス感染拡大と、今まで経験した
ことのない災害・感染症が続き、仁科ガバナーの素早い判断で全ての会議・アクティビティが中
止となりました。皆様との活動も半年しかありませんでしたが色々な良い経験をさせていただいた
と感謝しております。早くコロナが終息してまた皆様と楽しく活動できることを楽しみに今はスティ
ホームですかね。
　会長・幹事・滝崎さん・会員各位様ありがとうございました。

会  計 L. 片 桐  栄 一

　1年間ライオン・テーマを務めさせていただきありがとうございました。
　皆様にはご迷惑をおかけしたことなど随分あったように思います、例会のたびに資料の漢字を
皆様に教えていただいて本当に助かりました。まだまだですが、司会もできるようになり、漢字も勉
強になり、楽しく務めることができました。ありがとうございました。

ライオン・テーマー L. 井 出  秀 一

　私事で会にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
　みなさま、ドネーションのご協力ありがとうございました。目標には到達しませんでしたが、みなさまの
ご協力にて集まった結果は残りました。
　大したこともできずテールツイスターを終わろうとしております。自分なりのドネーション獲得方法な
どを模索しましたが、一度も実行しないまま、終わろうとしていることが悔やまれます。
　テールツイターに携わり、会の進め方を教えて頂いたことに感謝致します。1年間、ありがとうござ
いました。

テール・ツイスター L. 宮 澤  昌 基

クラブ役員を振り返って1 年間
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　波乱万丈の1 年になりました。
　昨年の1月から充分な準備を重ねてきていた事で、早目早目にスピード感を持って、全体を
進める事が出来ました。結果は、大きな成果が出た1 年になりました。内容は第 66回334-E 地
区年次大会記念誌に報告してある通りです。
　これは長野みすずクラブ皆様のご理解とご支援が有った事で、心から感謝申し上げます。みす
ずライオンズクラブも40周年と節目の年に当たり、L.上原会長、L.西沢幹事、L.片桐会計の3役
が1本になり、40周年大会委員長L.髙野前会長の指導の下に全メンバー協力に依り、企画、資
金、記念事業、式典等々早くから準備を重ねられ、実施成功されました。台風19号の被災が有っ
た中で有りましたが、このご苦労に感謝申し上げます。ライオンズクラブ国際協会の会員は、各単
一クラブです。我々はそのクラブメンバーで有ります。クラブから推薦されて選挙で49クラブから、
選ばれてガバナーに成っています。私は334-E地区が上手く運営出来なければいけないが、所
属クラブがしっかりしていて、キャビネットを支えられなくてはいけません。皆さんがしっかり長野みす
ずライオンズクラブを地区内のリーダークラブとしてくださいました。そのお陰様で、キャビネットも大
きな改革した運営ができました。感謝申し上げます。本当に有りがとうございました。

地区ガバナー L. 仁 科  良 三

　全国緊急事態宣言発令中に、この原稿を書いています。
　ガバナー公式訪問が一段落の後、10月12日に長野県を襲った台風19号。直後から被災対応が始まっ
た。豊野西小学校での炊き出し、被災地ニーズへの対応、復旧復興支援施策、日本アラート委員会現地視
察対応、電話での問い合わせ等、目が回るような忙しい日々 でした。
　皆様からのご意見で、当地区台風19号支援寄付口座を設けたところ、地区内外から3,532,483円ものご
寄付を頂きました。又、LCIFから5,531,983円の災害支援金、日本ライオンズアラート委員会より1,900,239
円を頂く中、行政との連携協定をフルに生かし、情報を密に共有して行政の手の届かない各種災害支援対
応ができました。メンバーの皆様に心から感謝申し上げます。
　新年は、２R新年合同例会・MDの各種会議等でスタートを切りましたが、新型コロナウィルスの影響が
日々 色濃くなり、地区内全ての会議中止、各クラブの皆様にも例会等の自粛をお願いする中、第66回地区年
次大会・MD334年次大会・シンガポールでの国際大会まで中止となってしまいました。特に地区年次大会
は、各委員会で準備進行中の中止判断で、大変ご迷惑をお掛け致しました。心からお詫び申し上げます。
　一度準備を開始したものを、撤収する事は大変な労力が必要だと改めて感じました。
　日々 変化する新型コロナ対策により、キャビネットも大きく振り回されております。地区年次大会に代わる各種
決議事項・ガバナーの信任投票等初めての書面送付形式となりました。
　仁科ガバナーは、「12月末で仕込み完了！」と日頃から話されておりました。今になれば、早く仕かけて本当に
良かったと感じております。160名の会員増強を有賀委員長中心に行って頂きました。Campaign100も地区目
標25万ドルを、遠藤委員長中心に達成できました。ライオンズクラブの法人化も年度内には登記できます。
仁科キャビネットの柱でもあります、YCE派遣も増員ができ、LEOクラブは、年度内に増強の目途が立ちました。
緊急事態宣言で動きが取れない中、皆様のご協力に敬意と感謝を申し上げます。比較的災害の少なかった当
地区にあって、全てが前例のないことばかりでした。ライオンズクラブは「不連続の連続」と言われていましたが…
　次年度、仁科ガバナーはMD334の議長に就任されます。複合も経費の見直しも含めて、大きな改革が
待ったなしです ! メンバー各位の応援をお願いします。
　新型コロナウィルスで経済が大打撃を受けております。全クラブの力を結集して、退会者防止の取り組み
をお願い致します。
　「1年間ありがとうございました」

地区キャビネット幹事 L. 飯 田  重 光

　昨年 7月に体調不良にて12月中旬までクラブ活動を欠席させて頂きました。これから頑張
ろうと思ったところ、今年に入り新型コロナで活動も中止となり、1 年間なにも出来ず役員方々及
び会員の皆様に大変ご迷惑とご心配をお掛けし申し訳なく思っています。
　そして今まで、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震とボランティア活動をしてまいりましたが、
昨年10月発生した、地元長野台風19号水害のおり何もお手伝いが出来なかった事をお詫びします。
　今後、体調に気を付けて頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

地区キャビネット会計 L. 河 田  育 畝
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　波乱万丈の1 年になりました。
　昨年の1月から充分な準備を重ねてきていた事で、早目早目にスピード感を持って、全体を
進める事が出来ました。結果は、大きな成果が出た1 年になりました。内容は第 66回334-E 地
区年次大会記念誌に報告してある通りです。
　これは長野みすずクラブ皆様のご理解とご支援が有った事で、心から感謝申し上げます。みす
ずライオンズクラブも40周年と節目の年に当たり、L.上原会長、L.西沢幹事、L.片桐会計の3役
が1本になり、40周年大会委員長L.髙野前会長の指導の下に全メンバー協力に依り、企画、資
金、記念事業、式典等々早くから準備を重ねられ、実施成功されました。台風19号の被災が有っ
た中で有りましたが、このご苦労に感謝申し上げます。ライオンズクラブ国際協会の会員は、各単
一クラブです。我々はそのクラブメンバーで有ります。クラブから推薦されて選挙で49クラブから、
選ばれてガバナーに成っています。私は334-E地区が上手く運営出来なければいけないが、所
属クラブがしっかりしていて、キャビネットを支えられなくてはいけません。皆さんがしっかり長野みす
ずライオンズクラブを地区内のリーダークラブとしてくださいました。そのお陰様で、キャビネットも大
きな改革した運営ができました。感謝申し上げます。本当に有りがとうございました。

地区ガバナー L. 仁 科  良 三

　全国緊急事態宣言発令中に、この原稿を書いています。
　ガバナー公式訪問が一段落の後、10月12日に長野県を襲った台風19号。直後から被災対応が始まっ
た。豊野西小学校での炊き出し、被災地ニーズへの対応、復旧復興支援施策、日本アラート委員会現地視
察対応、電話での問い合わせ等、目が回るような忙しい日々 でした。
　皆様からのご意見で、当地区台風19号支援寄付口座を設けたところ、地区内外から3,532,483円ものご
寄付を頂きました。又、LCIFから5,531,983円の災害支援金、日本ライオンズアラート委員会より1,900,239
円を頂く中、行政との連携協定をフルに生かし、情報を密に共有して行政の手の届かない各種災害支援対
応ができました。メンバーの皆様に心から感謝申し上げます。
　新年は、２R新年合同例会・MDの各種会議等でスタートを切りましたが、新型コロナウィルスの影響が
日々 色濃くなり、地区内全ての会議中止、各クラブの皆様にも例会等の自粛をお願いする中、第66回地区年
次大会・MD334年次大会・シンガポールでの国際大会まで中止となってしまいました。特に地区年次大会
は、各委員会で準備進行中の中止判断で、大変ご迷惑をお掛け致しました。心からお詫び申し上げます。
　一度準備を開始したものを、撤収する事は大変な労力が必要だと改めて感じました。
　日々 変化する新型コロナ対策により、キャビネットも大きく振り回されております。地区年次大会に代わる各種
決議事項・ガバナーの信任投票等初めての書面送付形式となりました。
　仁科ガバナーは、「12月末で仕込み完了！」と日頃から話されておりました。今になれば、早く仕かけて本当に
良かったと感じております。160名の会員増強を有賀委員長中心に行って頂きました。Campaign100も地区目
標25万ドルを、遠藤委員長中心に達成できました。ライオンズクラブの法人化も年度内には登記できます。
仁科キャビネットの柱でもあります、YCE派遣も増員ができ、LEOクラブは、年度内に増強の目途が立ちました。
緊急事態宣言で動きが取れない中、皆様のご協力に敬意と感謝を申し上げます。比較的災害の少なかった当
地区にあって、全てが前例のないことばかりでした。ライオンズクラブは「不連続の連続」と言われていましたが…
　次年度、仁科ガバナーはMD334の議長に就任されます。複合も経費の見直しも含めて、大きな改革が
待ったなしです ! メンバー各位の応援をお願いします。
　新型コロナウィルスで経済が大打撃を受けております。全クラブの力を結集して、退会者防止の取り組み
をお願い致します。
　「1年間ありがとうございました」

地区キャビネット幹事 L. 飯 田  重 光

　昨年 7月に体調不良にて12月中旬までクラブ活動を欠席させて頂きました。これから頑張
ろうと思ったところ、今年に入り新型コロナで活動も中止となり、1 年間なにも出来ず役員方々及
び会員の皆様に大変ご迷惑とご心配をお掛けし申し訳なく思っています。
　そして今まで、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震とボランティア活動をしてまいりましたが、
昨年10月発生した、地元長野台風19号水害のおり何もお手伝いが出来なかった事をお詫びします。
　今後、体調に気を付けて頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

地区キャビネット会計 L. 河 田  育 畝
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クラブ新年会

2019

11/3
日

2019

11/11
月

 7月　2日（火） 2018～2019年度下期会計監査
 3日（水） 第1回7月定例理事会
 3日（水） 長野市立東部中学校公開授業参観日
 4日（木） 委員会合同会議及び懇親会
 5日（金）～9日（火） ミラノ国際大会
 11日（木） 第1回地区レオクラブ委員会
 16日（火） 長野県知事表敬訪問
 17日（水） 第1回地区環境保全委員会
 17日（水） 第1回地区GMT・GST、FWT合同委員会及び懇親会
 19日（金） 第1回334複合地区管理委員会
 19日（金） 7月第1「年頭例会」
 20日（土） 第1回地区ガバナー名誉委員会
 22日（月） 第1回地区行政包括連携協定推進室会議
 22日（月） 第1回地区会則・リサーチ・アラート長期計画委員会
 23日（火） 第1回RC・ZC会議
 23日（火） 第1回地区ガバナー・キャビネット会議
 24日（水） 第1回334複合地区ガバナー協議会
 25日（木） 須坂市表敬訪問
 25日（木） 夏期来日YCE生歓迎会
 26日（金） 出席奨励委員会
 27日（土） 第1回レオクラブイベント
 27日（土） 第1回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 28日（日） スペシャルオリンピックス日本・長野チャリティーボウリング大会
 29日（月） 2019-2020LCIF理事長公式訪問・懇親会
 30日（火） 長野市表敬訪問
 30日（火） 歴代会長・幹事会
 31日（水） 第3回RC会議
 8月　1日（木） 第2回2R会長会
 2日（金） 第1回2R1Zガバナー諮問委員会
 4日（日） 長野パルセイロ観戦
 5日（月） 第1回7月定例理事会
 6日（火） 会員増強セミナー
 8日（木） 第1回2R2Zガバナー諮問委員会
 8日（木） 8月第1「家族合同納涼」例会・新会員入会式
 9日（金） 第19回ライオンズクエストワークショップ
 9日（金） 第1回2R3Zガバナー諮問委員会
 13日（火）～16日（金） クラブ事務局夏期休暇
 19日（月） 出席奨励委員会
 27日（火） 2R3Zガバナー公式訪問
 28日（水） 第4回RC会議・ガバナーチーム会議
 30日（金） 出席奨励委員会
 9月　9日（月） 第3回9月定例理事会
 11日（水） 9月信州あいさつ運動
 11日（水） チョイ国際会長公式訪問
 13日（金） 第2回地区行政包括連携協定推進室会議
 13日（金） 9月第1例会
 14日（土） 第11回ふれあい音楽祭
 18日（水） 第1回地区マーケティング・コミュニケーション委員会
 19日（木） 2R1Zガバナー公式訪問
 20日（金） 出席奨励委員会
 21日（土） 骨髄バンク推進全国大会
 25日（水） 長野千曲LC第31回チャリティゴルフ大会
 25日（水） 第2回地区GMT・GLT・GST、FWT合同委員会
 26日（木） 9月第2例会
 28日（土） 第1回献血広報
 10月　1日（火） 出席奨励委員会
 4日（金） 第33回長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会打合せ会
 5日（土） 青少年3委員会合同報告会
 7日（月） 第4回10月定例理事会
 9日（水） 長野りんどうLC第22回チャリティーゴルフ大会
 10日（木） 10月第1例会
 11日（金） 10月信州あいさつ運動
 11日（金） 長野みすずLC杯第9回SBC長野県ジュニアゴルフ大会

SBC合同実行委員会及び帯同マーシャル講習会
 16日（水） 第2回地区ガバナー・キャビネット会議
 17日（木） 長野白樺LCチャリティーゴルフ大会
 18日（金） 県主催薬物乱用防止教室研修会
 18日（金） 出席奨励委員会
 21日（月） 第2回長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会
 23日（水） 長野グリーンシティ LCチャーターナイト記念チャリティーゴルフ大会
 25日（金） 第2回地区レオクラブ委員会
 27日（日） 長野みすずLC杯第9回SBC長野県ジュニアゴルフ大会
 30日（水） 長野みすずライオンズクラブ結成40周年記念大会
 31日（木） 長野みすずライオンズクラブ結成40周年記念大会エクスカーション
 11月　1日（金） 出席奨励委員会
 2日（土） 長野県青少年健全育成県民大会
 2日（土） 「地域を生かす社会貢献」講演会
 3日（日） 逆谷地湿原（さかさやきしつげん）枝打ち作業
 3日（日） 2019献眼講演会
 5日（月） 第5回11月定例理事会
 11日（月） 11月信州あいさつ運動

 11日（月） 11月第1例会
 12日（火） 第2回3Zガバナー諮問委員会
 13日（水） 薬物乱用防止教室認定講師養成講座
 14日（木） 信州新町LCチャリティー 第29回新町寄席
 15日（金） 出席奨励委員会
 20日（水） 第2回2Zガバナー諮問委員会
 22日（金） 第2回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 22日（金） 11月第2例会
 23日（土） 長野大学Arasloレオクラブチャーターナイト記念式典
 24日（日） 冬期派遣YCE生オリエンテーション・壮行会
 26日（火） 第3回地区GMT・GLT・GST、FWT合同委員会
 27日（水） クラブ八役会
 29日（金） 出席奨励委員会
 12月　2日（月） 第6回12月定例理事会
 6日（金） 12月第1例会
 11日（水） 12月信州あいさつ運動
 12日（木） 第1回地区年次大会運営委員幹部会
 13日（金） 出席奨励委員会
 16日（月） 第3回2R会長会
 17日（火） 長野りんどうLC12月「クリスマス例会」
 18日（水） 長野白樺LC12月第二例会「家族合同クリスマス例会」
 19日（木） 感動を呼ぶ合同入会式、次世代交流会
 19日（木） 第1回次期クラブ役員指名委員会
 20日（金） 12月第2「家族合同クリスマス」例会
 25日（水） 副幹事・副会計会
 25日（水） LCIFセミナー
 26日（木） 出席奨励委員会
 30日（月）～1月3日（金） クラブ事務局年末年始休暇
 1月　6日（月） 第7回1月定例理事会
 6日（月） クラブ新年会
 8日（水） 第3回地区レオクラブ委員会
 9日（木） 第4回2R会長会
 9日（木） 2020-2021年度第2副地区ガバナー候補者推薦委員会
 14日（火） 2020年2R新年合同例会
 18日（土） 第2回献血広報
 20日（月） 出席奨励委員会
 21日（火） 第2回地区年次大会運営委員幹部会
 24日（金） 1月第2例会
 27日（月） 第3回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 31日（金） 出席奨励委員会
 2月　3日（月） 第8回2月定例理事会
 5日（水） 第3回地区ガバナー・キャビネット会議
 7日（金） 献血推進アドバイザー認定講習会
 7日（金） 2月第1例会
 8日（土） 第1回小児がんから子どもを守るつどい
 11日（火） 信州こども食堂ネットワーク研修会
 13日（木） 第2回地区マーケティング・コミュニケーション委員会
 14日（金） 出席奨励委員会
 15日（土） 三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い
 22日（土） 3Zコミュニケーションボウリング大会
 25日（火） 第3回2R3Zガバナー諮問委員会
 28日（金） 出席奨励委員会
 3月　9日（月） 第9回3月定例理事会【中止】
 12日（木） 3月第1例会 【中止】
 19日（木） 出席奨励委員会【中止】
 27日（金） 3月第2例会 【中止】
 28日（土） 環境保全活動河川清掃【中止】
 28日（土） 第3回献血広報【中止】
 4月　1日（水） 出席奨励委員会【中止】 
 6日（月） 第10回4月定例理事会【中止】
 8日（水） 第4回地区ガバナー・キャビネット会議【中止】
 9日（木） 4月第1例会【中止】
 10日（金） 金沢菊水LCチャーターナイト40周年記念式典【中止】
 17日（金） 出席奨励委員会【中止】
 18日（土） 第4回献血広報【中止】
 21日（火） 第4回2R3Zガバナー諮問委員会【中止】
 26日（日） 第66回地区年次大会【中止】
 30日（木） 出席奨励委員会【中止】
 5月　1日（金） 第11回5月定例理事会【中止】
 8日（金） 5月第1例会【中止】
 10日（日） 第66回地区年次大会・代議員会・資格審査・議事運営・指名選挙・決議委員会
 13日（水） 長野みすずLC2020　チャリティーゴルフ大会【中止】
 15日（金） 出席奨励委員会【中止】
 17日（日） 第66回334複合地区年次大会【中止】
 25日（金） 出席奨励委員会【中止】
 6月　8日（月） 第12回6月定例理事会【中止】
 10日（水） 次期クラブ三役・事務局員セミナー
 12日（金） 6月第1引継例会【中止】
 19日（金） 出席奨励委員会【中止】
 26日（金） 6月第2最終年次例会
 26日（金） 出席奨励委員会【中止】

経過報告

みんなで和気あいあい
お昼ごはん

参加メンバー
記念撮影

各自持ち場に分かれて
枝切り作業

元気なあいさつに思わず笑顔

仁科ガバナー子ども達とふれあい 乾杯（ウィ・サーブ）
長野白樺ライオンズクラブ会長L.宮下芳一

逆谷湿原
枝打ち作業
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また逢う日までの大合唱
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三帰寮一日里親ふれあい
ボウリングの集い

上原会長あいさつ
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家族合同
クリスマス例会
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クラブ新年会

2019

11/3
日

2019

11/11
月

 7月　2日（火） 2018～2019年度下期会計監査
 3日（水） 第1回7月定例理事会
 3日（水） 長野市立東部中学校公開授業参観日
 4日（木） 委員会合同会議及び懇親会
 5日（金）～9日（火） ミラノ国際大会
 11日（木） 第1回地区レオクラブ委員会
 16日（火） 長野県知事表敬訪問
 17日（水） 第1回地区環境保全委員会
 17日（水） 第1回地区GMT・GST、FWT合同委員会及び懇親会
 19日（金） 第1回334複合地区管理委員会
 19日（金） 7月第1「年頭例会」
 20日（土） 第1回地区ガバナー名誉委員会
 22日（月） 第1回地区行政包括連携協定推進室会議
 22日（月） 第1回地区会則・リサーチ・アラート長期計画委員会
 23日（火） 第1回RC・ZC会議
 23日（火） 第1回地区ガバナー・キャビネット会議
 24日（水） 第1回334複合地区ガバナー協議会
 25日（木） 須坂市表敬訪問
 25日（木） 夏期来日YCE生歓迎会
 26日（金） 出席奨励委員会
 27日（土） 第1回レオクラブイベント
 27日（土） 第1回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 28日（日） スペシャルオリンピックス日本・長野チャリティーボウリング大会
 29日（月） 2019-2020LCIF理事長公式訪問・懇親会
 30日（火） 長野市表敬訪問
 30日（火） 歴代会長・幹事会
 31日（水） 第3回RC会議
 8月　1日（木） 第2回2R会長会
 2日（金） 第1回2R1Zガバナー諮問委員会
 4日（日） 長野パルセイロ観戦
 5日（月） 第1回7月定例理事会
 6日（火） 会員増強セミナー
 8日（木） 第1回2R2Zガバナー諮問委員会
 8日（木） 8月第1「家族合同納涼」例会・新会員入会式
 9日（金） 第19回ライオンズクエストワークショップ
 9日（金） 第1回2R3Zガバナー諮問委員会
 13日（火）～16日（金） クラブ事務局夏期休暇
 19日（月） 出席奨励委員会
 27日（火） 2R3Zガバナー公式訪問
 28日（水） 第4回RC会議・ガバナーチーム会議
 30日（金） 出席奨励委員会
 9月　9日（月） 第3回9月定例理事会
 11日（水） 9月信州あいさつ運動
 11日（水） チョイ国際会長公式訪問
 13日（金） 第2回地区行政包括連携協定推進室会議
 13日（金） 9月第1例会
 14日（土） 第11回ふれあい音楽祭
 18日（水） 第1回地区マーケティング・コミュニケーション委員会
 19日（木） 2R1Zガバナー公式訪問
 20日（金） 出席奨励委員会
 21日（土） 骨髄バンク推進全国大会
 25日（水） 長野千曲LC第31回チャリティゴルフ大会
 25日（水） 第2回地区GMT・GLT・GST、FWT合同委員会
 26日（木） 9月第2例会
 28日（土） 第1回献血広報
 10月　1日（火） 出席奨励委員会
 4日（金） 第33回長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会打合せ会
 5日（土） 青少年3委員会合同報告会
 7日（月） 第4回10月定例理事会
 9日（水） 長野りんどうLC第22回チャリティーゴルフ大会
 10日（木） 10月第1例会
 11日（金） 10月信州あいさつ運動
 11日（金） 長野みすずLC杯第9回SBC長野県ジュニアゴルフ大会

SBC合同実行委員会及び帯同マーシャル講習会
 16日（水） 第2回地区ガバナー・キャビネット会議
 17日（木） 長野白樺LCチャリティーゴルフ大会
 18日（金） 県主催薬物乱用防止教室研修会
 18日（金） 出席奨励委員会
 21日（月） 第2回長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会
 23日（水） 長野グリーンシティ LCチャーターナイト記念チャリティーゴルフ大会
 25日（金） 第2回地区レオクラブ委員会
 27日（日） 長野みすずLC杯第9回SBC長野県ジュニアゴルフ大会
 30日（水） 長野みすずライオンズクラブ結成40周年記念大会
 31日（木） 長野みすずライオンズクラブ結成40周年記念大会エクスカーション
 11月　1日（金） 出席奨励委員会
 2日（土） 長野県青少年健全育成県民大会
 2日（土） 「地域を生かす社会貢献」講演会
 3日（日） 逆谷地湿原（さかさやきしつげん）枝打ち作業
 3日（日） 2019献眼講演会
 5日（月） 第5回11月定例理事会
 11日（月） 11月信州あいさつ運動

 11日（月） 11月第1例会
 12日（火） 第2回3Zガバナー諮問委員会
 13日（水） 薬物乱用防止教室認定講師養成講座
 14日（木） 信州新町LCチャリティー 第29回新町寄席
 15日（金） 出席奨励委員会
 20日（水） 第2回2Zガバナー諮問委員会
 22日（金） 第2回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 22日（金） 11月第2例会
 23日（土） 長野大学Arasloレオクラブチャーターナイト記念式典
 24日（日） 冬期派遣YCE生オリエンテーション・壮行会
 26日（火） 第3回地区GMT・GLT・GST、FWT合同委員会
 27日（水） クラブ八役会
 29日（金） 出席奨励委員会
 12月　2日（月） 第6回12月定例理事会
 6日（金） 12月第1例会
 11日（水） 12月信州あいさつ運動
 12日（木） 第1回地区年次大会運営委員幹部会
 13日（金） 出席奨励委員会
 16日（月） 第3回2R会長会
 17日（火） 長野りんどうLC12月「クリスマス例会」
 18日（水） 長野白樺LC12月第二例会「家族合同クリスマス例会」
 19日（木） 感動を呼ぶ合同入会式、次世代交流会
 19日（木） 第1回次期クラブ役員指名委員会
 20日（金） 12月第2「家族合同クリスマス」例会
 25日（水） 副幹事・副会計会
 25日（水） LCIFセミナー
 26日（木） 出席奨励委員会
 30日（月）～1月3日（金） クラブ事務局年末年始休暇
 1月　6日（月） 第7回1月定例理事会
 6日（月） クラブ新年会
 8日（水） 第3回地区レオクラブ委員会
 9日（木） 第4回2R会長会
 9日（木） 2020-2021年度第2副地区ガバナー候補者推薦委員会
 14日（火） 2020年2R新年合同例会
 18日（土） 第2回献血広報
 20日（月） 出席奨励委員会
 21日（火） 第2回地区年次大会運営委員幹部会
 24日（金） 1月第2例会
 27日（月） 第3回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 31日（金） 出席奨励委員会
 2月　3日（月） 第8回2月定例理事会
 5日（水） 第3回地区ガバナー・キャビネット会議
 7日（金） 献血推進アドバイザー認定講習会
 7日（金） 2月第1例会
 8日（土） 第1回小児がんから子どもを守るつどい
 11日（火） 信州こども食堂ネットワーク研修会
 13日（木） 第2回地区マーケティング・コミュニケーション委員会
 14日（金） 出席奨励委員会
 15日（土） 三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い
 22日（土） 3Zコミュニケーションボウリング大会
 25日（火） 第3回2R3Zガバナー諮問委員会
 28日（金） 出席奨励委員会
 3月　9日（月） 第9回3月定例理事会【中止】
 12日（木） 3月第1例会 【中止】
 19日（木） 出席奨励委員会【中止】
 27日（金） 3月第2例会 【中止】
 28日（土） 環境保全活動河川清掃【中止】
 28日（土） 第3回献血広報【中止】
 4月　1日（水） 出席奨励委員会【中止】 
 6日（月） 第10回4月定例理事会【中止】
 8日（水） 第4回地区ガバナー・キャビネット会議【中止】
 9日（木） 4月第1例会【中止】
 10日（金） 金沢菊水LCチャーターナイト40周年記念式典【中止】
 17日（金） 出席奨励委員会【中止】
 18日（土） 第4回献血広報【中止】
 21日（火） 第4回2R3Zガバナー諮問委員会【中止】
 26日（日） 第66回地区年次大会【中止】
 30日（木） 出席奨励委員会【中止】
 5月　1日（金） 第11回5月定例理事会【中止】
 8日（金） 5月第1例会【中止】
 10日（日） 第66回地区年次大会・代議員会・資格審査・議事運営・指名選挙・決議委員会
 13日（水） 長野みすずLC2020　チャリティーゴルフ大会【中止】
 15日（金） 出席奨励委員会【中止】
 17日（日） 第66回334複合地区年次大会【中止】
 25日（金） 出席奨励委員会【中止】
 6月　8日（月） 第12回6月定例理事会【中止】
 10日（水） 次期クラブ三役・事務局員セミナー
 12日（金） 6月第1引継例会【中止】
 19日（金） 出席奨励委員会【中止】
 26日（金） 6月第2最終年次例会
 26日（金） 出席奨励委員会【中止】

経過報告

みんなで和気あいあい
お昼ごはん

参加メンバー
記念撮影

各自持ち場に分かれて
枝切り作業

元気なあいさつに思わず笑顔

仁科ガバナー子ども達とふれあい 乾杯（ウィ・サーブ）
長野白樺ライオンズクラブ会長L.宮下芳一

逆谷湿原
枝打ち作業
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また逢う日までの大合唱
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三帰寮一日里親ふれあい
ボウリングの集い

上原会長あいさつ
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　今年度は、当クラブからライオンズクラブ国際協会334-E地区

地区ガバナー L.仁科良三が就任し、クラブとしては結成40周年

の節目の年でありました。

　しかし、10月には台風19号が長野市を通過し甚大な被害をもたらし、被災者支援や

規模を縮小してのクラブ結成40周年記念大会の開催を余儀なくされました。年が変わ

り、2月中旬からは新型コロナウィルスが全世界で猛威を振るい、計画されていた国際

大会を始め、ライオンズクラブ関係全ての会議が中止に追い込まれるなど、ライオンズ

クラブ国際協会結成以来、これまでにない大きな打撃を受けております。

  この様な諸情勢の中で、今期の当クラブ目標であったLCIFキャンペーン100モデル

クラブの申請と500ドル寄付、会員増強では新たに11名の新会員入会などの目標が達成

できました。

  これら事業計画の達成は、クラブメンバーのご理解とご協力の賜と深く感謝申し上げ

ます。次期年度におきましても、コロナウィルス感染の終息を願いつつ、長野みすず

ライオンズクラブが県下に誇れる代表的なクラブとして成長していくことを心から願い、

一年間のご協力に心より感謝申し上げます。

  終わりに、40周年記念式典を目前にチャーターメンバーであり、元地区ガバナー

L.松本東様がご逝去されたことを痛み心よりご冥福をお祈り申し上げます。

Vol.128
長野みすず
ライオンズクラブ

発行日 2020・6・15

一年を振り返って

地区ガバナースローガン

会長スローガン 友情の絆で広げよう　新たな奉仕の道のり

～多様性を受け入れた「サーバントリーダーシップ」の推進～
培った絆で「情熱思いやり努力」奉仕するセカンドセンチュリー

会  長 L. 上 原  英 二

Vol.128
発行　長野みすずライオンズクラブ

編  集  後  記

長野市妻科 426-1　長野県建築士会館 5F
〒380-0872　TEL.026-235-0403

マーケティング・コミュニケーション委員会
　◎伊藤　義徳　　〇基井　照明　　北川　哲男
　　久保田　博巳　　丸山　栄一郎　　堀内　博

　2019年は、長野みすずライオンズクラブ40周年を迎え、50周年・
60周年に向けて飛躍をする年でもあったと思います。
　10月12日に発生した台風19号によりメンバーの中にも多大な
被害を受けられた方もあり、記念式典も縮小しての開催となりました。
　やっと復興が進み明るい日差しが見えてきた途端に新型コロナウイ
ルスが発生をし、様々なアクティビティの自粛・例会自粛とまったく先が
見えない状況となり、予想だにしない大変な年になってしまいました。
　マーケティング・コミュニケーション委員としての活動も約半年し
か出来ませんでしたが、委員会メンバー・会員の皆様のご協力を頂き
１年を終える事に深く感謝を申し上げます。

（マーケティング・コミュニケーション委員会一同）

L. 金澤 正明
会長

L. 久保田 博巳 
幹事

L. 福島 栄一
会計

L. 丸田 由香里
ライオン・テーマー

L. 神田 竜哉
テール・ツイスター

L. 小野 真史
第3副会長

L. 山室 健三
第1副会長

L. 真島 秀男
第2副会長

L. 竹本　浩　1969年6月28日生
入　会：2020年3月（スポンサー  L. 金澤 正明）
自　宅：長野市西尾張部1062-15
　　　　☎026-244-6885 ／ 090-3142-4505
会　社：㈱タケモト（サービス）取締役副社長
　　　　須坂市相森町971-4
　　　　☎026-248-8111

L. 牧野 郁夫　1968年1月27日生
入　会：2020年3月（スポンサー  L. 山室 健三）
自　宅：長野市豊野町南郷2385-1
　　　　☎026-257-2042 ／ 090-8813-8625
勤務先：長野市役所（事務）係長
　　　　長野市大字鶴賀緑町1613
　　　　☎026-226-4911

L. 村田　勇　1978年9月1日生
入　会：2019年9月（スポンサー  L. 金澤 正明）
自　宅：長野市篠ノ井御幣川1020-1
　　　　☎026-217-1089 ／ 090-4124-7980
会　社：㈱アロウズガーデンデザイン(エクステリア工事業)代表取締役
　　　　長野市川中島町原1292-2
　　　　☎026-214-9156

L. 田中 伸弥　1977年10月14日生
入　会：2020年3月（スポンサー  L. 金澤 正明）
自　宅：長野市南堀464-1-102
　　　　☎090-3225-3622
会　社：㈲太田製作所（鉄工業）取締役専務
　　　　長野市若穂保科字板倉2171
　　　　☎026-282-3622

L. 加藤 英夫　1965年5月25日生
入　会：2020年3月（スポンサー  L. 金澤 正明）
自　宅：長野市若穂保科2318
　　　　☎090-2621-0891
職　業：長野市議会議員
　　　　長野市若穂保科2318 

L. 水澤 文一　1963年11月19日生
入　会：2020年3月（スポンサー  L. 仁科 良三）
自　宅：長野市大字鶴賀権堂町2214-3-303
　　　　☎026-234-8737 ／ 090-9154-1974
会　社：信越放送㈱（民間放送）テレビ局長
　　　　長野市問御所町1200
　　　　☎026-237-0547

L. 増子 洋子　1954年2月18日生
入　会：2020年3月（スポンサー  L. 西澤裕美子）
自　宅：長野市三輪10-6-20-14
　　　　☎026-241-0520 ／ 090-1456-6211
勤務先：増子歯科医院（歯科）
　　　　長野市南千歳1-8-2 マスコチトセビル4F
　　　　☎026-227-1331

次期８役のご紹介

会新 員紹介


