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基本方針

一、現在新型コロナウイルスがパンデミック ( 世界的大流行 ) 中であり長野県も終息が

　　見られません。“かからない”、“うつさない” を最重点に行動する。

一、奉仕活動を地域に発信し、社会貢献でクラブ力を高める。

一、メンバー同士が連携し、交流を深め、人と人とのきずなを強める。

一、ライオンズクラブに誇りと愛着心を高め、その思いを未来に引き継ぐ。

一、会員減少ではあるが若い人が多くなり、知恵とアイディアで立派な周年事業とする。

岡谷ライオンズクラブ結成 60周年記念事業方針

ライオンズクラブ国際協会は104年経過し、2億 7,500万人もの人に奉仕を

提供する世界最大の奉仕団体です。岡谷ライオンズクラブ結成から 60 年間

の歩み、軌跡を振り返り、積み重ねた歴史や先輩たちの築いた業績、さらに

岡谷クラブの魅力を会員が確認し再確認するとともに、活力に満ちた岡谷

クラブの将来を展望し、さらなる発展に向かい躍動するための契機とする

ために 60 周年記念事業を実施する。

1

ライオンと呼ばるる人

事業を成功に導き、善良な生活を楽しみ

常に微笑みをたたえ、人類を愛し

知識人の尊敬を集め、幼児たちに親しまれる人

その地位にふさわしく

かつ精力的な仕事ぶりにより

一輪の花と心うつ詩と

そして、うるわしさを秘めた魂とによって

より良き社会をもたらす人

人生の中に美の輝きを感じ

その賛美の言葉を忘れず

友の美点を常に見守り

自らの良きところをまた友に贈る

その人生こそ、偉大なる感激そのもの

彼こそライオンと呼ばるる人

ほほえみ

おさなご
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『将来を見据え　奉仕と変革の能動者となろう』

岡谷クラブ第 60代会長スローガン
『未来へつなげよう　奉仕の心』

岡谷ライオンズクラブ認証状 岡谷ライオンズクラブ旗
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岡谷ライオンズクラブ
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お祝いの言葉

岡谷ライオンズクラブ結成 60周年によせて

　岡谷ライオンズクラブが結成 60 周年の節目を迎えられましたこ

とを心よりお慶び申し上げます。

　岡谷ライオンズクラブにおかれましては、1962 年６月の結成以

来、諏訪湖のひし除去作業への参加や植樹活動などの環境保全活動、

街頭献血や献眼登録の推進などの健康福祉活動、また未来を担う子

供たちによるスポーツ大会の開催支援や青少年団体への協力など、

様々な社会貢献活動に取り組まれてきました。まさに会長スローガ

ンに掲げられる「未来へつなげよう奉仕の心」を体現する取組を継

続されています。

　これらの活動をはじめ、長年にわたり数々の功績を築き上げてこ

られた歴代会長をはじめ会員の皆様のご尽力に対し、あらためて深

く敬意を表しますととも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地区と長野県とは平成 24 年

に包括連携協定を締結し、青少年の健全育成、環境保全、健康増進

など幅広い分野で協力関係を深めております。今後も引き続き、ラ

イオンズクラブの皆様と手を携え「確かな暮らしが営まれる美しい

信州」の実現に向けて取り組んでまいりますので、一層のご支援と

ご協力をお願い申し上げます。

　結びに、輝かしい歴史と伝統を持つ岡谷ライオンズクラブの益々

のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念申し上げ、お祝いの言葉とい

たします。
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お祝いの言葉

　このたび、岡谷ライオンズクラブが、結成６０周年の大きな節目

を迎えられましたことに、心からお慶び申し上げます。

　貴クラブにおかれましては、昭和３７年に結成以来、ライオニズ

ムの高揚に努められ、献身的な奉仕活動や国際的な交流事業を通じ

まして、地域社会の生活、文化、福祉の向上や多文化共生社会の実

現のため様々な活動を展開され、揺るぎないクラブ基盤を構築され

てこられました。

　そして、６０年の長きにわたる輝かしい歴史を刻まれ、今日のご

隆盛を築かれましたことは、ひとえに歴代の会長さんをはじめとす

る会員各位のたゆみないご努力と熱意の賜物と、深甚なる敬意を表

する次第であります。

　昨年来の新型コロナウイルス感染症につきましては、いまだに収

束の兆しが見えず、ワクチン接種や各種経済対策の実施など、市、県、

国を挙げて対応に取り組んでおりますが、国民生活や日本経済にも

計り知れない影響を及ぼし、その先行きが強く懸念されているとこ

ろであります。

　このような状況の中で、ライオンズが掲げる「We serve－われ

われは奉仕する」の精神は、まさに時代の要請に応えるものであり、

これまで培ってきた信頼と実績により、貴クラブに寄せられる期待

と果たす役割はますます大きくなるものと確信をしております。

　岡谷市といたしましても、市政運営の指針であります第５次岡谷

市総合計画に基づき、市民生活を起点とした多くの事業を着実に実

施することにより、今後も将来にわたって持続可能で、将来のまち

に多くの夢と希望を描くことができる確かなまちづくりに全力で

取り組んでまいりますので、皆様方には引き続き絶大なるお力添え

を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、結成６０周年という大変意義深い節目を契機に、岡谷ラ

イオンズクラブがさらに大きく躍進されますよう祈念いたしますと

ともに、会員の皆様のご健勝とご多幸、そしてご活躍をお祈り申し

上げ、お祝いのことばとさせていただきます。
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　岡谷ライオンズクラブが 6０周年を迎えられましたことを心から

お祝い申し上げます。

　貴クラブは「We Serve」の元、小口会長のスローガン「未来へつ

なげよう奉仕の心」に象徴されますように、各種事業を通して地域

社会や全国への奉仕活動をしています。加えて国際的にも積極的に

奉仕活動を続けられ、数々の輝かしい実績を築いて来られました。

これもひとえに歴代会長をはじめ、役員並びに会員皆様方のご尽力

の賜物であると心より敬意を表します。

　また、日頃は岡谷商工会議所に一方ならぬご支援とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

　さて、世の中は予期していなかった「新型コロナウイルスショッ

ク」が発生し早１年半が経過しました。政治、経済、そして社会の

暮らしに対しても甚大な影響を及ぼしています。商工会議所も試行

錯誤の中で粛々と対処している所ですが、ワクチン等を経て必ず終

息すると思います。

　その暁には新しい社会、価値観が生まれ構造改革が急速に進展す

ることを期待します。

　商工会議所もそれに迅速かつ的確に対応していくことが重要であ

ると認識しております。

　岡谷ライオンズのメンバーは商工会議所と重なる方が多いと存じ

ます。

　組織としての活動内容は異なっておりますが、「常に地域社会の

より良い未来を築く」という方向性は同じであろうと思います。お

互いに全力を挙げて、アフターコロナに向けて力を合わせていけれ

ば幸いであります。

　結びに、貴クラブの６０周年を契機に、より一層英知を結集され、

引き続き社会奉仕活動や会員相互の親睦の輪が発展されますことを

祈念申し上げまして私からのお祝いのことばといたします。
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岡谷ライオンズの皆様へ

　クラブ結成 60 周年を迎えられましたこと、心よりお祝いを申し

上げます。

　この周年記念は、これまでクラブが成し遂げてきた素晴らしい功

績を振り返り、同時にこれからの新たな奉仕活動に目を向ける良い

機会です。皆さんのクラブは、一人一人の思いやりある活動への意

欲があったからこそ、コミュニティの中で重要で価値ある一員とし

て認められてきました。そして皆さんのようなクラブのおかげで、

ライオンズクラブ国際協会は１世紀に渡り、奉仕分野のグローバ

ル・リーダーであり続けることが出来たのです。

　皆さんのクラブは、奉仕に対する情熱を発揮すれば、どんなこと

でも成し遂げられるということを理解した、思いやりのあるメン

バーにより結成されました。皆さんが全力で活動を続けていけば、

皆さんのクラブは必ず成長を続け発展し、助けを必要としている

人々に優しさを届け続けることと確信しております。

　皆さんの奉仕に対する情熱が、ライオンズクラブ国際協会を支え

続ける鼓動です。共に力を合わせ、心からの奉仕で皆にとってより

良い世界を作り続けていきましょう。

　重ねて、貴クラブの 60周年記念をお祝い申し上げます。今後も、

皆さんと共に奉仕を続けていけることを心から光栄に、そして楽し

みに思っております。

　ともに奉仕を
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　岡谷ライオンズクラブが結成６０周年を迎えられ、心からお祝い

を申し上げます。

　１９５２年フィリピンライオンズクラブのスポンサーにより、東

京ライオンズクラブが結成され、その８年後に、長野県にもライオ

ンズの灯がともされました。その後、諏訪湖ライオンズクラブがス

ポンサーとなり、貴クラブが誕生されました。

　ライオンズクラブのモットーはＷｅ Ｓｅｒｖｅ（我々は奉仕す

る）です。奉仕こそ我々の生命であり、使命であります。日頃より

四献事業、福祉事業、青少年教育事業、環境美化事業等、メンバー

各位の認識の高さを、日頃のアクティビティーの中で感じております。

　今、世界は経済の低迷と災害の多発、政治活動の混迷等で、大変

混乱をしています。我々ライオンズマンはライオニズムの原点であ

る人類愛、人道主義的発想を持って、「ライオンズの誓い“我々は

知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、

社会奉仕に精進する”」を実践することを通して、地域社会の発展

に寄与されたことを心より願っております。

　岡谷ライオンズクラブ歴代の会長を始め、会員の皆様のご努力に

対して、改めて深甚なる敬意を表し、貴クラブのますますのご発展

とメンバーの皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、お祝いのこ

とばとさせていただきます。

祝　　辞
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　岡谷ライオンズクラブの皆様、結成６０周年の記念すべき輝かし

い節目を迎えられましたこと、誠におめでとうございます。諏訪湖

ライオンズクラブメンバー一同を代表いたしまして、心からお祝い

申し上げます。

貴クラブは、当クラブがスポンサーとなり、長野県で４番目に誕生

したライオンズクラブであります。

　６０年という長きにわたり、諸先輩方が築き上げられたクラブの

伝統と品位を守ると共に、地域の方々の期待に応え、喜びと感動を

もたらす奉仕活動に専念され、その歩みを止めることなく今日に

至っておられます。

　またアクティビティとして、青少年健全育成の一翼を担い、青少

年各種団体等への助成金の寄付や、例年行っている“床ずれ防止枕

づくり”、そして四献活動など、様々な奉仕活動に取りくまれ、ま

さに地上に落ちた一粒の麦が豊かな実を結ぶかのような、その積極

的なスタイルに、心から敬意を表するとともに、スポンサークラブ

としておおいに誇りに思う次第です。我々、諏訪湖ライオンズクラ

ブも真摯に学ぶべきところであります。

 　今日、ライオンズクラブをとりまく環境は、未だかつてないほ

どに、我々の予想をはるかに超え、大きな変化をしております。地

球温暖化による気候変動はもとより、新型コロナウイルスによる生

活の変化、少子高齢化、また薬物乱用等、問題は多々ありますが、

岡谷ライオンズクラブにおかれましては、新たな方向性を見出し、

歴史を重ねていかれることと確信しております。

 　結びに次の１０年、２０年後に向け、地域と共に大きく飛躍さ

れますことと、ともに今日までメンバーを支えてくださいました、

ご家族の方々の内助の功に心より感謝し、

　ご臨席の皆様方のご健勝とご繁栄を祈念し、祝辞といたします。
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창립60주년 역사가 담긴 책자 발간을 축하드리며..

두 클럽의 우정이 변함없길 기원하며....

존경하는 오까야라이온스클럽 오구치 쯔네키 회장님 그리고 

라이온 및 가족여러분 안녕하십니까?

뜻깊은 창립 60주년을 맞이하여 책자 발간에 자매클럽인

김천라이온스클럽 전 회원을 대표하여 축하의 인사를 드립니다.

오까야라이온스클럽과 김천라이온스클럽은 1972년에 자매클럽으로 

체결하여 올해로 50여년이 되었습니다.

그동안의 역사와 전통은 두 클럽의 여러 선배라이온님들의 노력의 

결실이며 , 선배라이온님들이 남김 기중한 재산을 영원히 함께하는

것이 지금 우리에게 맞겨진  책임과 의무 일 것 입니다.

김천라이온스클럽 회원들이 많이 참석하여 창립60주년행사를

축하드리는 것이 도리오나 COVID-19 사태가 매우 심각하여 

클럽 간의 교류가  매우 어려운 시기입니다.

서면으로 나마  김천라이온스클럽 회원들의 진심을 담아 축하의

마음을 전합니다.

장기적인 경기침체와 COVID-19 사태로 인해 사회 전반적으로 어렵고 

힘들 때 우리 라이온들이 먼저 모든 일에 솔선수범하는 자세를 보여야

할 것입니다. 

  “we serve 우리는 봉사한”라는 라이온스 모토로 소통을

통한 열린 봉사문화 정착에 노력하며, 지역 실정에 맞게 본 클럽이 

봉사의 중심이 되도록 노력하고 있습니다.

마지막으로 창립60주년 행사를 축하하는 것과 동시에 봉사를 통하여 

서로의 클럽 교류가 더욱 발전하여 양국 친선에 도움이 되는 날이 

빨리 오길 간절히 희망하면서 마무리 안사를 하겠습니다. 

다시 한 번 축하드립니다.
                 

          金泉라이온스클럽 회장 김세호

　敬愛なる岡谷ライオンズクラブ　会長　小口恒樹様、そして

ライオンメンバー並びにご家族の皆様、こんにちは。

　意味ある創立 60 周年をお迎えするにあたり、記念誌発刊に際し

まして姉妹クラブである金泉ライオンズクラブ全メンバーを代表し

てお祝いのご挨拶を申し上げます。

　岡谷ライオンズクラブと金泉ライオンズクラブは、1972 年に姉

妹クラブとして締結し、今年で 50年余りとなりました。

その間の歴史と伝統は両クラブの様々なライオンに対する努力の賜

物であり、それぞれ歴史的財産を永遠に供することが今私たちの責

任と義務であります。

　金泉ライオンズクラブのメンバーがたくさんこの式典に参加し、

60 周年行事をお祝い申し上げたい所ではございますが、この度の

COVID-19 における事態が非常に深刻でり、クラブ間の交流が大変

難しいことは承知致しております。

　しかし書面だけでも金泉ライオンズクラブメンバーの真心を込め

てお祝いの心をお伝え致します。

　長期的な景気低迷と COVID-19 による緊急事態により、社会全

般的に大変難しい時ではございますが、我々ライオンメンバーが率

先垂範する姿勢を大いに見せて行きたいと思います。

　『We serve－われわれは奉仕する』、と言うライオ

ンズ精神で意思疎通を行い、開かれた奉仕の文化に

努力して、地域に似合った奉仕を中心的に発揮して

行きましょう。

　最後に創立 60 周年を心からお祝い申し上げます

と共に、奉仕を通じて両クラブの交流が今一層発展

し、両国親善に役立つ日が参ります様、切に希望し

てお祝いの言葉と致します。

心よりお祝い申し上げます。

祝　　辞
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　岡谷ライオンズクラブの皆様、こんにちは。

　貴クラブが今年の10月23日に創立60周年を迎えることを知り、

心より大変うれしく思いますが、現在新型コロナウイルス

(COVID-19) の発生・蔓延により、両国間の国境制限が厳しくなっ

ており、終息が最優先とされております。

　両クラブの友情は 42 年の永きに亘り、友情は深く疫病が私たち

を遠ざけることはできません。かえって私たちの友情をさらに強め、

お互いの健康を気遣う事でしょう。

新竹市中央ライオンズクラブを代表して、創立 60 周年を心よりお

祝い申し上げます。

　来る 2022 年 1 月 22 日は新竹市中央獅子會結成 51 周年の記念

式典の日となります。このコロナウイルスの蔓延が収まり両国の国

境制限が解除された時には、当クラブより貴クラブを式典にご招待

いたします。久しぶりに一緒にひとときを過ごしたいです。

　謹んで、岡谷ライオンズクラブ 60 周年記念式典

が成功することを記念いたします。

新竹市中央獅子會第 51屆 會長

　　　　　　　　　　林 合 淞

新竹市中央獅子會第 51屆 年會主席

　　　　　　　　　　黃 銀 燕
新竹市中央獅子會第 51屆國際親善大使

　　　　　　　　　　陳 楙 禎
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　60 年前の 1962 年 6 月 28 日、諏訪湖ライオンズクラブのスポ

ンサーにより、日本では 435 番目、地区では 4 番目のクラブとし

て誕生しました。結成以来地域社会への奉仕を目的に活動を続けて

まいりました。その間多くの先輩各位、地区内クラブ、ブラザーク

ラブ、数え切れない程の多くの方々のご指導とご協力により結成

60 周年を迎えることが出来ました。関係者の方々には心より敬意

と感謝を申し上げるところでございます。

　今年度迎えました結成 60 周年記念式典は新型コロナウイルス感

染症の影響により感染拡大防止と、参加していただく多くの方の安

全を担保する事が困難という結論にて中止せざるを得ない状況にな

りました。誠に残念ですが、実行委員会の方々はアクティビティを

メインに頑張ろうということで、各団体助成金、岡谷市への災害支

援金、岡谷市、岡谷消防署等へ寄贈品など多くのアクティビティが

達成出来ました。

　同じく新型コロナウイルスの影響で通常のクラブ例会、奉仕活動

等が妨げられ、思うような奉仕活動が出来ない悔しさが 2 年ほど

続いております。さらに今年は岡谷市にて集中豪雨による災害も発

生してしまいました。被災された方々には、心からお見舞いを申し

上げます。

　今、我々に何が出来るのか、地域社会が必要としている事をもう

一度考え、多様性と持続可能な新しい奉仕の形を模索し、即実行で

きるように態勢を整えて今後は活動をしていきたいと考えます。

　最後になりますが、関係者の皆様、会員の皆様の益々のご発展と

ご健勝をご祈念申し上げるとともに、今後とも岡谷ライオンズクラ

ブに変わらぬご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げて、会長として

の挨拶にかえさせていただきます。
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　暑かった夏も過ぎ、山々が秋色に染まり大変過しやすい季節とな
りました。
　岡谷ライオンズクラブは先輩の築いた歴史を受け継ぎ、地域の皆
様のお世話になり結成 60周年を迎える事ができました。
　旧年より予想しない新型コロナウイルスがパンデミック ( 世界的
大流行 ) になり、当諏訪地方においても現在終息の目途がたちませ
ん。式典も参加される人の安全を考え中止する事となりました。
60 周年を、先輩の築いた尊い業績と岡谷クラブの魅力を会員が再
発見し、将来を展望する機会を失う事は非常に残念です。
　当クラブは、諏訪湖ライオンズクラブ様のスポンサーにより
1962 年 6 月 28 日結成し 334-E 地区 4 番目のクラブとして同 10
月 19 日に認証され、会員一同「We Serve」を合言葉に活動を続け
てきました。
　来賓の岡谷市長 今井竜五様、ライオンズクラブ 334-E 地区 L. 増
澤義治ガバナー始め海外の姉妹クラブである韓国金泉ライオンズク
ラブ、台湾新竹市中央ライオンズクラブ、親子ブラザークラブ、記
念事業関連の皆様、岡谷クラブの会員、終身会員、特別優待会員、
家族会員等々の皆様と盛大にお祝いし、　友情と懇親を深める事が
できず大変残念です。
　東京オリンピック 2020 が開催され、多くのアスリートの活躍で
スポーツの良さと、人と人との友情の素晴らしさを目にする事がで
きました。
　ライオンズクラブでも、ライオンズの誓いにある様に 友情と相
互理解の精神を守り、我々の使命である“地域社会に奉仕”する事
が大切です。
　これからは、先輩の築いた歴史を基に新たな発想で勇気と希望を
持ち、事業を進める事が更なる発展に継がると考えます。クラブ運
営も以前は 100 人余の会員でしたが 時代の流れで減少しました。
若いメンバーが多くなり会員一人一人が“ライオンと呼ばるる人”
にある「事業を成功に導き、誰からも愛される人間性を持ち、美の
感覚を持ち、良きところを友に贈る」という人間になる様努力し、
これから未来永劫活躍できる事を祈念します。
　本年 8 月 14、15 日の大雨の影響で、岡谷市川岸他で土石流が
発生し 3 名が亡くなられました。心よりご冥福をお祈り致します。
クラブより災害に対し岡谷市に災害支援金を贈らせて頂きました。
式典は中止になりましたが、別記の様な数々のアクティビティに重
点を置いた事業を行いました。
　今後共皆様方の温かな御指導 御鞭撻をお願い申し上げ、皆様の
御健勝と益々の御発展をお祈りし、式辞とさせていただきます。 
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岡谷ＬＣ結成６０周年記念式典来賓ご芳名
今井　竜五　様
小林　陸巳　様

岡谷市　　　　　　市長
岡谷商工会議所　　会頭

３３４－Ｅ地区増澤キャビネット関係
地区ガバナー
第 1 副地区ガバナー
第 2 副地区ガバナー
キャビネット幹事
キャビネット会計

L. 増澤　義治 
L. 滝澤　文雄 
L. 喜多　友一 
L. 小平　祐市 
L. 西村　洋和 

ブラザークラブ
諏訪湖ライオンズクラブ　
　　　　〃
　　　　〃

下諏訪ライオンズクラブ　
　　　　〃
　　　　〃

茅野ライオンズクラブ　
　　　　〃
　　　　〃

諏訪湖ライオンズクラブ 和支部　
　　　　〃
　　　　〃

安曇ライオンズクラブ　　
　　　　〃
　　　　〃

丸子ライオンズクラブ　　
　　　　〃
　　　　〃

会長
幹事
会計

会長
幹事
会計

会長
幹事
会計

会長
幹事
会計

会長
幹事
会計

会長
幹事
会計

L. 細谷　賢一 
L. 奥村　雄一 
L. 新村　満宏 

L. 中田　勇一
L. 冨重　和美
L. 西村　厚志 

L. 備前　宥寛 
L. 濱　勝之 
L. 吉田　佳子

L. 有賀　照美
L. 岩波　清恵
L. 宮澤　恵理子

L. 堀内　重男
L. 手塚　宏孝
L. 宮澤　佳廣

L. 栁澤　正敏
L. 日野　敬輔
L. 斎藤　宗治

岡谷ライオンズクラブ終身会員
L. 小口　明臣　　L. 平林　直人　　L. 有賀　徳子 
L. 林　清次　　　L. 米山　亘樹　　L. 高木　武幸

歴代事務局員
轟　文子 様　宮坂　美和子 様　成田　悦子 様　原　利美 様　山本　さや香 様

岡谷ライオンズクラブ特別優待会員
堀内　照保 様　　今井　京一 様　　小林　章男 様　　玉木　昭夫 様
萩原　弘行 様　　今井美津重 様　　小松　弘和 様　　有賀　　明 様
小口　基實 様　　笠原　助直 様　　浦野　　實 様　　古條　正行 様
宮坂　　守 様　　風間　　武 様　　有賀　洋明 様　　今井　一博 様
上沼　保夫 様　　清水　義秋 様　　藤森　好幸 様　　吉澤　英三 様
金原　　等 様　　林　　嘉宏 様　　上野　秀雄 様

佐久　秀幸　様
薩摩　建　　様
深井　賀博　様
小松　恵永　様

報道関係
株式会社長野日報社　　　社長
株式会社岡谷市民新聞社　社長
ＬＣＶ株式会社　　　　　社長
信濃毎日新聞株式会社　　支社長

記念事業関連団体
岡谷市
諏訪広域消防本部 岡谷消防署
岡谷市柔道協会
岡谷市剣道協会
㈳ガールスカウト日本連盟長野県第 10 団
岡谷市エースドッジボール協会
岡谷市スポーツ少年団
児童養護施設つつじが丘学園

市長
署長
会長
会長
団委員長
会長
本部長
学園長

今井　竜五 様
大下　彰一 様
滝澤　健一 様
武井　英信 様
鮎澤　美知 様
宮下　忠美 様
宇治　　浩 様
川瀬　勝敏 様

※式典は中止となりましたが、ご招待者様、出席予定者様のお名前を記載させて頂きます。
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岡谷ライオンズクラブ    結成６０周年                                 記念アクティビティ
◇災害義援金

岡谷市立市民病院駐車場への植樹整備
　（75万円）

◇植樹事業

（総額５３０万円）

人命救助練習用ダミー人形 4体セット
　（17万円）

◇岡谷消防署活動支援　
学生のオンライン授業用に
パーソナルコンピュータ　３台
および周辺機器
　（42万円）

◇児童養護施設つつじが丘学園への寄贈

各種市内 5団体への助成
・岡谷市柔道協会
・岡谷市剣道協会
・㈳ガールスカウト日本連盟長野県第 10団
・岡谷市エースドッジボール協会
・岡谷市スポーツ少年団
　（28万円）

◇各団体への助成金

塩嶺御野立公園内に鳥図版を設置
　（28万円）

◇塩嶺鳥図版
湖畔運動公園の整備事業として　
・屋外ポール付ソーラー時計 ( 両面タイプ ) 一基
・屋外ポール付ソーラー温度表示板　一基
　（210 万円）

◇屋外時計・温度計の設置

令和 3年 8月の大雨に伴い岡谷市内に
おける災害復興に対して
　（30万円）

「岡谷へ行こう」関係人口創出・拡大事業に対して
・岡谷市駅前観光案内所の整備
・岡谷市観光案内版 ( 外部用 ) の設置
　（100 万円）

◇岡谷市観光案内所の整備　



19
62
-1
97
2

2019

歴代の経過  　　　　　　　　－第１代～第１０代－
◇第１代　昭和３７年（１９６２－１９６３）
　会長　L. 岩下 貞次　　幹事　L. 中村 虎三　　会計　L. 大久保 秀一郎

◇第２代　昭和３８年（１９６３－１９６４）
　会長　L. 岩下 貞次　　幹事　L. 太田 道信　　会計　L. 新村 良雄

◇第３代　昭和３９年（１９６４－１９６５）
　会長　L. 林 達郎　　幹事　L. 林 憲一　　会計　L. 林 文一

◇第４代　昭和４０年（１９６５－１９６６）
　会長　L. 笠原 卓爾　　幹事　L. 本多 薫　　会計　L. 小口 正介

◇第５代　昭和４１年（１９６６－１９６７）
　会長　L. 宮坂 健次郎　　幹事　L. 宮下 今朝恵　　会計　L. 松沢 繁

◇第６代　昭和４２年（１９６７－１９６８）
　会長　L. 林 憲一　　幹事　L. 中野 仁筰　　会計　L. 浜田 洋

◇第７代　昭和４３年（１９６８－１９６９）
　会長　L. 荻原 正躬　　幹事　L. 立石 安利　　会計　L. 今井 達司

◇第８代　昭和４４年（１９６９－１９７０）
　会長　L. 中村 虎三　　幹事　L. 林 文一　　会計　L. 佐々木 博康

◇第９代　昭和４５年（１９７０－１９７１）
　会長　L. 小口 国平　　幹事　L. 鈴木 宏　　会計　L. 宮坂 正志

◇第１０代　昭和４６年（１９７１－１９７２）
　会長　L. 本多 薫　　幹事　L. 木下 七郎　　会計　L. 脇坂 博介

◇岡谷市連携協定（包括的連帯協定）

◇寝たきり病人床ずれ防止枕（オリジナル品）製作配布

◇諏訪湖清掃（アダプトプログラム）湖周一斉清掃　雑草除去

◇白鳥飛来地整備

◇環境保全活動　植樹　ひし除去作業参加

◇岡谷市社会福祉協議会賛助　ふれあいの集い　福祉バザー　福祉踊り連参加

◇諏訪湖マラソン　給水サービス

◇児童養護施設つつじが丘学園　児童との交流

◇献腎献眼活動、登録募集　臓器移植運動

◇献血推進協議会参加と献血活動

◇岡谷市少年スポーツ団　ライオンズクラブ杯野球大会　後援

◇聴障者手話サークル、ライオンズクラブ（1Z  4 クラブ）

　合同ボーリング大会実施

◇ＹＣＥ生、受け入れ、派遣事業

◇薬物乱用防止教育啓蒙活動

◇ボーイスカウト、ガールスカウトへの活動資金助成

◇南信少年柔剣道大会助成

◇岡谷市エースドッジボール大会助成

◇岡谷市少年スポーツ団へ助成

◇姉妹クラブ中華民国台湾省新竹市中央ライオンズクラブと毎年相互訪問

◇姉妹クラブ大韓民国金泉ライオンズクラブと周年記念式典相互出席

継続事業
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歴代の経過  　　　　　　　－第２１代～第３０代－
◇第２１代　昭和５７年（１９８２－１９８３）
　会長　L. 永田 暢男　　幹事　L. 宮沢 浄人　　会計　L. 瀬端 邦一

◇第２２代　昭和５８年（１９８３－１９８４）
　会長　L. 立石 安利　　幹事　L. 下島  通正　　会計　L. 藤沢 弘和

◇第２３代　昭和５９年（１９８４－１９８５）
　会長　L. 征矢 才　　幹事　L. 高橋 司郎　　会計　L. 荻原 信幸

◇第２４代　昭和６０年（１９８５－１９８６）
　会長　L. 高木 常雄　　幹事　L. 小口 悦司　　会計　L. 米山 亘樹

◇第２５代　昭和６１年（１９８６－１９８７）
　会長　L. 塚原 基晴　　幹事　L. 高林 録郎　　会計　L. 萩原 弘行
　　　スローガン「健康で心豊かに明るい奉仕」

◇第２６代　昭和６２年（１９８７－１９８８）
　会長　L. 林 次郎　　幹事　L. 瀬端 邦一　　会計　L. 小林 武志
　　　スローガン「全員参加、明るい奉仕」

◇第２７代　昭和６３年（１９８８－１９８９）
　会長　L. 伊藤 龍太郎　　幹事　L. 小野 豊　　会計　L. 伊藤 博師
　　　スローガン「かみしめよう奉仕のできる幸せを」

◇第２８代　平成元年（１９８９－１９９０）
　会長　L. 藤森 忠昭　　幹事　L. 名執 泰夫　　会計　L. 小坂 要助
　　　スローガン「広げよう善意の奉仕　友情の輪」

◇第２９代　平成２年（１９９０－１９９１）
　会長　L. 下島 通正　　幹事　L. 玉木 昭夫　　会計　L. 原 功
　　　スローガン「慈しい心の奉仕」

◇第３０代　平成３年（１９９１－１９９２）
　会長　L. 北田 常明　　幹事　L. 萩原 弘行　　会計　L. 小松 弘和
　　　スローガン「親しい心の奉仕」

歴代の経過  　　　　　　　－第１１代～第２０代－
◇第１１代　昭和４７年（１９７２－１９７３）
　会長　L. 平林 三之助　　幹事　L. 林 次郎　　会計　L. 五味 洋二

◇第１２代　昭和４８年（１９７３－１９７４）
　会長　L. 有賀 和男　　幹事　L. 永田 暢男　　会計　L. 小林 章男

◇第１３代　昭和４９年（１９７４－１９７５）
　会長　L. 中野 仁筰　　幹事　L. 辰野 仁造　　会計　L. 小松 章展

◇第１４代　昭和５０年（１９７５－１９７６）
　会長　L. 野村 忠彦　　幹事　L. 小林 章男　　会計　L. 関 純一

◇第１５代　昭和５１年（１９７６－１９７７）
　会長　L. 木下 七郎　　幹事　L. 五味 洋二　　会計　L. 金子 昭次

◇第１６代　昭和５２年（１９７７－１９７８）
　会長　L. 小林 俊郎　　幹事　L. 藤森 忠昭　　会計　L. 北田 常明

◇第１７代　昭和５３年（１９７８－１９７９）
　会長　L. 中畑 隆義　　幹事　L. 風間 武　　会計　L. 八幡 文蔵

◇第１８代　昭和５４年（１９７９－１９８０）
　会長　L. 林 文一　幹事　L. 脇坂 博介　　会計　L. 越川 逸夫

◇第１９代　昭和５５年（１９８０－１９８１）
　会長　L. 笠原 新作　　幹事　L. 宮坂 正一　　会計　L. 永井 文人

◇第２０代　昭和５６年（１９８１－１９８２）
　会長　L. 太田 道信　　幹事　L. 北田 常明　　会計　L. 高橋 司郎
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歴代の経過  　　　　　　　－第４１代～第５０代－
◇第４１代　平成１４年（２００２－２００３）
　会長　L. 笠原 助直　　幹事　L. 林 隆廣　　会計　L. 若林 好則
　　　スローガン「未来（あした）に架ける奉仕の心」

◇第４２代　平成１５年（２００３－２００４）
　会長　L. 増澤 正文　　幹事　L. 山岡 哲夫　　会計　L. 丸茂 淳夫
　　　スローガン「改革　奉仕　継続」

◇第４３代　平成１６年（２００４－２００５）
　会長　L. 髙林 紘一　　幹事　L. 浜 一平　　会計　L. 望月 久代
　　　スローガン「一燈照隅、萬燈照国」

◇第４４代　平成１７年（２００５－２００６）
　会長　L. 岡澤 一男　　幹事　L. 橋爪 重幸　　会計　L. 北村 卓也
　　　スローガン「ウィサーブ、固く結ぼう地域の輪 地域に根ざした地域と共に」

◇第４５代　平成１８年（２００６－２００７）
　会長　L. 林 嘉宏　　幹事　L. 藤森 好幸　　会計　L. 花岡 詮
　　　スローガン「地球の環境にやさしい奉仕」

◇第４６代　平成１９年（２００７－２００８）
　会長　L. 杉村 彰則　　幹事　L. 志宇知 正彦　　会計　L. 西山 博登
　　　スローガン「ライオニズムの再発見」

◇第４７代　平成２０年（２００８－２００９）
　会長　L. 浜 一平　　幹事　L. 武井 貞文　　会計　L. 宮坂 健一
　　　スローガン「ライオンズ楽しみながら We serve」

◇第４８代　平成２１年（２００９－２０１０）
　会長　L. 藤森 好幸　　幹事　L. 花岡 詮　　会計　L. 小口 恒樹
　　　スローガン「地域と共生　奉仕とロマン　共に未来（あした）を」

◇第４９代　平成２２年（２０１０－２０１１）
　会長　L. 林 登志喜　　幹事　L. 宮下 忠美　　会計　L. 下島 一徳
　　　スローガン「大地の未来を奉仕と情熱で耕そう」

◇第５０代　平成２３年（２０１１－２０１２）
　会長　L. 丸茂 淳夫　　幹事　L. 宮坂 健一　　会計　L. 小原 浩介
　　　スローガン「培われて５０年　広げよう奉仕の輪」

歴代の経過  　　　　　　　－第３１代～第４０代－
◇第３１代　平成４年（１９９２－１９９３）
　会長　L. 小林 武志　　幹事　L. 水岸 一洋　　会計　L. 杉村 彰則
　　　スローガン「共感を得られる奉仕」

◇第３２代　平成５年（１９９３－１９９４）
　会長　L. 宮坂 崇弘　　幹事　L. 有賀 映二　　会計　L. 松崎 雅幸
　　　スローガン「わかちあう思いやりの心」

◇第３３代　平成６年（１９９４－１９９５）
　会長　L. 玉木 昭夫　　幹事　L. 原 功　　会計　L. 小口 明臣
　　　スローガン「互助・互信」

◇第３４代　平成７年（１９９５－１９９６）
　会長　L. 水岸 一洋　　幹事　L. 山田 良幸　　会計　L. 越川 政彦
　　　スローガン「他人にやさしく自己にきびしく」

◇第３５代　平成８年（１９９６－１９９７）
　会長　L.. 高木 武幸　　幹事　L. 林 嘉宏　　会計　L. 原 八郎
　　　スローガン「和の心で広げよう　ふれあいの場」

◇第３６代　平成９年（１９９７－１９９８）
　会長　L. 浦野 實　　幹事　L. 小口 明臣　　会計　L. 高野 裕二郎
　　　スローガン「友愛と互助」

◇第３７代　平成１０年（１９９８－１９９９）
　会長　L. 神沢 一雄　　幹事　L. 髙林 紘一　　会計　L. 有賀 明
　　　スローガン「健やかな体と心で慈しむ」

◇第３８代　平成１１年（１９９９－２０００）
　会長　L. 米山 亘樹　幹事　L. 笠原 助直　　会計　L. 有賀 洋明
　　　スローガン「みんなが主役の”We Serve”」

◇第３９代　平成１２年（２０００－２００１）
　会長　L. 原 忠彦　　幹事　L. 越川 政彦　　会計　L. 斎藤 公一
　　　スローガン「心豊かな英知の輪」

◇第４０代　平成１３年（２００１－２００２）
　会長　L. 林 五介　　幹事　L. 林 登志喜　　会計　L. 小松 松男
　　　スローガン「尽くすよろこび　明るい奉仕」
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岡谷ライオンズクラブの経過歴代の経過  　　　　　　　－第５１代～第５５代－
◇第５１代　平成２４年（２０１２－２０１３）
　会長　L. 林 隆廣　　幹事　L. 星野 伸男　　会計　L. 武井 清和
　　　スローガン「我利の気も叡智の絆　利他や無私」

◇第５２代　平成２５年（２０１３－２０１４）
　会長　L. 北村 卓也　　幹事　L. 野本 宏一　　会計　L. 宮下 猛
　　　スローガン「未来へ・・・こころを込めたイノベーション」

◇第５３代　平成２６年（２０１４－２０１５）
　会長　L. 風間 賢男　　幹事　L. 小口 恒樹　　会計　L. 瀬川 敏己
　　　スローガン「奉仕の質を高め　絆を深め　明るい未来へ」

◇第５４代　平成２７年（２０１５－２０１６）
　会長　L. 原 功　　幹事　L. 畑 文博　　会計　L. 堀内 千太郎
　　　スローガン「人・心・絆・奉仕」

◇第５５代　平成２８年（２０１６－２０１７）
　会長　L. 野村 忠利　　幹事　L. 山崎 賢一　　会計　L. 沼田 正実
　　　スローガン「温故知新　そして未来へ」

金　　額

5代
(昭和41年)

10代
(昭和46年)

15代
(昭和51年)

20代
(昭和56年)

25代
(昭和61年)

30代
(平成3年)

33代
(平成8年)

35代
(平成13年)

40代
(平成13年)

45代
(平成18年)

(平成23年)

55代
(平成28年)

60代
(令和3年)

初代

 旧庁舎ブロンズ像
　　　　　　　他

 化学消防車
 警察事故処理車 他

 道路標識
 緑化事業 他

 ナーシングヘッド
　　　　　　　他

 21代立石会長 新竹ＬＣ(消防車)(中古)
 贈る

 新竹市中央獅子会姉妹提携
 制服が決まり全員作成

 ６月 下諏訪丸屋旅館にて20名で結成
 ９月茅野LC 11月安曇野LC 12月丸子
LC
 スポンサー行う
 ９月 太田Ｌ入会  翌年本多Ｌ入会

 韓国金泉LC姉妹提携(6月)
 太田Ｌの協力で現在地事務所移転

 金泉ＬＣ アクト 医薬品贈る

代 藤森好幸会長 家族会員開始4,250,000
 東日本大震災
 北部地震
 オリンピック冬季 他

 岡谷病院 しだれ桜
 　　 〃　 時計　他

111人

塚原 基晴（故人）

岩下 貞次（故人） 41人

会　　長 正会員数

 消防広報車 他

 県柔道大会 他

備　　　　　考
アクティビティー ・ 事業

(昭和37年)

26代

17代

12代

年　代

宮坂 健次郎（故人）

有賀 和男（故人）

本多 薫（故人）

 会長11月急逝　林憲一Ｌ会長へ

2,750,000

 下諏訪ＬＣのスポンサーを行う

7,349,000

1,670,000

6,739,000

41代

50代

笠原 助直

小口 恒樹

野村忠利

丸茂 淳夫

林 嘉宏

林 五介

高木 武幸

玉木 昭夫

中畑 隆義（故人）

木下 七郎（故人）

太田 道信（故人）

北田 常明（故人）

林 次郎（故人）

101人

61人

51人

59人

64人

69人

75人

82人

109人

93人

82人

81人

92人

93人

114人

119人

3,665,000

 最大人員

 本多薫Ｌ キャビネットガバナー就任

3,480,000

9,650,000

8,805,000

4,460,000

 太田道信Ｌ キャビネットガバナー就任

 岡谷豪雨災害
 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 他

 湖畔あずま屋
 消防2輪車 他

5年ごとの正会員数
アクティビティ　金額　事業内容　　周年以外でも以前はアクティビティで寄贈していた
スポンサー　姉妹クラブ　ガバナー　状況

備　考

令和３年７月１５日

岡谷ライオンズクラブ60周年実行委員長　杉村 彰則
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クラブの歩み  －第５５代 　平成２８年（2016－2017）－　　　　　　　　　スローガン「温故知新　そして未来へ」
会長　L. 野村 忠利　　幹事　L. 山崎 賢一　　会計　L. 沼田 正実

　2016年はライオンズ国際協会100周年と岡谷ライオンズクラブ結成55周

年の記念すべき年に会長の大役を務めさせていただきした。

　スローガンは「温故知新　そして未来へ」を掲げました。

　当時は若いクラブ員の入会が増えクラブ内の年齢差が大きくなり、それぞ

れの生きてきた時代によるギャップがあり、クラブの方向性が必ずしも同じ

でない場合がふえてきました。先輩の方々の意見に耳を傾けながらも、今の

この時代にマッチした奉仕の在り方を見定め、更に質を高め、会員相互」の

コミュニケーションを深め、「ウイ・サーブ」の精神のもと、心をひとつに

して集結して、これからの時代にあった新しいアクティビティを模索してい

くための始まりの年にしたいと思い考えました。

　幹事のL.山崎賢一、会計のL.沼田正実のお二人にはたいへんお世話になり

ました。また結成55周年記念委員会のL.髙林紘一委員長をはじめ副実行委

員長のL.浜一平、L.林隆廣はじめそれぞれの部会長実行役員のみなさま協力

のもと盛大に式典を開催することができました。メインアクティビティは岡

谷市民病院にしだれ桜植樹・時計設置、またドイツからのYCE生受け入れ、

1300回記念例会での熊本地震災害の益城町への見舞金などありました。

　60周年式典は新型コロナ感染症のため金泉ライオンズクラブ、新竹中央

ライオンズクラブなど姉妹クラブの参加できないことは大変残念です。岡谷

ライオンズクラブも結成60周年を迎えました。これからも岡谷ライオンズ

クラブが今後ますます発展されさらに100周年を迎えられますことを心より

祈念申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇岡谷市消防団へテント一張り

アクティビティ

◇岡谷市民病院駐車場　桜ストリートに桜の成木19本植樹

◇街頭献血活動

◇55周年記念式典にご参加頂いた姉妹クラブの皆様
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クラブの歩み  －第５６代 　平成２９年（2017－2018）－　　　　　　　　　スローガン「思いやる心を込めた更に上の「奉仕」・「支援」」
会長　L. 花岡　詮  　　幹事　L. 共田 正夫　　 会計　L. 鬼窪 清博

【岡谷フェスタ　楽楽市】　糸魚川大規模火災復興支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域社会奉仕委員長　L降籏英利

１．日　時　２０１７年10月７日（土）

２．場　所　岡谷市イルフプラザ駐車場

３．参加者　糸魚川LC ・ 岡谷LC　　計４０名

　２０１６年１２月２２日午前１０時２０分、糸魚川駅北側の中華料理店か

ら出火してから翌日の夕方まで約３０時間続いた火災で、約４万平方メート

ルが焼損致しました。

　そこで今回、糸魚川LCと協力して、復興支援を行うことに致しました。

糸魚川特産の「紅ズワイガニ」の販売と、両クラブのメンバーで「カニ汁」

を作って配布して多くの市民より義援金を頂きました。「カニ汁」は好評で

用意した６５０杯は早めに終了し、残った汁で急遽「カニ雑炊」を作って配

布致しました。地区ガバナーL.山邊正重も手伝いに来られ協力して頂きまし

た。このように両クラブメンバーはじめ、多くの市民の協力により、カニ販

売を行うことができ皆さんからの義援金と共に、岡谷LCから災害復興支援

金20万円を加え合計 581,191円を12月25日に、糸魚川大規模火災義援金と

して糸魚川市へお届け致しました。

　ご協力して頂いた多くの皆様に心から感謝申し上げます。

◇糸魚川大規模火災復興支援  －岡谷フェスタにて糸魚川大規模火災復興支援をすべく
　　　　　　　　　　　　　　「ズワイガニの特価販売会」をおこなう。

アクティビティ

◇ヒシ除去 ◇寝たきり病人床ずれ防止枕製作配布

◇献血推進・献眼活動、登録募集 ◇日本フィリピン合同医療奉仕活動
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クラブの歩み  －第５７代 　平成３０年（2018－2019）－　　　　　　　　　スローガン「地域と共にウィサーブ Let’s try to do our best !!」
会長　L. 宮下 忠美  　　幹事　L. 鬼窪 清博　　 会計　L. 石川 卓也

1.「床ずれ防止枕作り」　地域奉仕・健康推進委員会　委員長L.須藤翠巖

１）日時　　２０１８年　11月18日（日）　　午後1時～

２）場所　　岡谷市　中央通り　「メモリー」

３）参加者　①岡谷市民病院・諏訪湖畔病院看護師

　　　　　　②岡谷市社会福祉協議会職員

　　　　　　③市内小学生（湊小学校、岡谷・田中小学校）

　　　　　　④ L.Cメンバー、家族

　今回はスローガンに基づき、次世代を担う地域の子供達に貴重な体験をし

て頂く様岡谷市民新聞社の協力で募集記事を出して頂き、又L.須藤翠巖委員

長の手づくりパンフレットを市内の小学校に配布して参加を募り、枕作りを

体験して頂きました。又看護師さんに、実際どの様に使用されて居るのか実

演をお願いし、寝たきりの人々に役立てて居る事を知り、子供達も私共も感

動して、更に必要性を強く感じました。

２.「ライオンズクエストワークショップ」
　　　　　　　青少年育成・ライオンズクエスト委員会　委員長L.早出一真
１）日時　2018年11月24日（土）～25日（日）午前9時～午後5時（両日）
２）場所　岡谷市　「諏訪湖ハイツ」
３）講師　ライオンズクエスト認定講師　
　　　　　北山敏和様（京都大学大学院医療研究科卒）
４）参加者　諏訪市、茅野市、築北村、岡谷市の校長、教頭、教諭、保育士
　　　　　　L.早出一真（市議会議員）、L.宮下忠美（L.C）12名参加
　2012年5月21日　阿部守一長野県知事と　334-E地区 地区ガバナーL.宮
下満栄とで【ライオンズクラブ国際協会と長野県の連携に関わる包括協定の
締結】が結ばれました。
　その中に、児童及び青少年の健全育成が含まれています。そこで教育に携
わる各市町村の教育委員会、また各学校の校長先生他教職員の方々に対して
、ライオンズクエスト「ライフスキルアップ教育プログラム」の「ワークシ
ョップ」を県内各地で開催して来ました。そこで今回初めて、私の念願でも
あった岡谷市で開催する事となりました。「ライフスキル教育プログラム」
は教材や指導法の工夫、施設設備の充実は勿論ですが、まずその学習集団（
子ども達）を「思いやりのある安心・安生な人間関係」にすることが先決で
す。講師に「ワークショップ」での経験豊富な北山敏和先生にお願いをして
、2日間いろいろなテーマを基に個人で考えたりグループでの意見交換や、
全員でディスカッションをして有意義に勉強させて頂きました。参加者のワ
ークショップ参加のアンケートを北山先生から送っていただき全員の方々よ
り、とても良い機会だったと回答がありました。特に校長先生から「ワーク
ショップ」の内容は校長講話の中で活用出来ると書かれていました。今後も
また岡谷市で開催したいと思います。
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クラブの歩み  －第５８代 　令和元年（2019－2020）－　　　　　　　　　　スローガン「汗と涙と愉快な奉仕」
会長　L. 橋爪 重幸     幹事　L. 芝野 淳一郎     会計　L. 北原 博明

混乱する奉仕活動のなかに
　2020年中国武漢市中心に拡大したCOVIT―19が、当初は対岸の火事と見ていた日
本を始め世界に猛威を振るい、パンデミックの結果人類の活動が止まり、ライオン
ズクラブも例外ではなく各種大会・アクティビティは中止、岡谷ライオンズクラブ
も3月第一例会から5月第一例会が中止となり、2019年と2020年に於けるライオン
ズ活動は真逆となり、書面決議・テレワーク・三密の回避・マスク生活等急激な変
化を余儀なくされました。
　会長スローガン「汗と涙と愉快な奉仕」の元、取り分け労力アクティビティには
力を入れ、
環境アクティビティは地区レオクラブイベント「SDGs」フェスティバル参加ペット
ボトルキャップ回収、諏訪湖清掃時PCゴミ重点回収、岡谷フェスティバルでは古眼
鏡を回収332-C地区（宮城県）を通じて開発途上国へ送らせていただきました。
　福祉青少年アクティビティでは床ずれ防止枕作りにつつじが丘学園の子供達16名
参加いただき、約900個作成市内病院・社協に配布、社会性を持った大人になって
欲しいとの願いを込め共に汗を流しました。
　街頭献血時骨髄バンク登録も合わせて行い、1月第一例会例年ならばお正月らしく
春の海などの琴が奏でるめでたい例会ですが、13日は折しも街頭献血と新竹市中央
ライオンズクラブ記念式典参加と重なり、計画委員会にお願いし献血推進ビデオ視
聴例会としました。
　2月クルーズ船集団感染、末には全国全ての小中学校に臨時休校要請、例会開催に
つき　芝野幹事・北原会計と何度も話し合い苦渋の決断を強いられる結果となりま
した。
　この時日本ライオンズクラブより「新型コロナウィルス感染症対策として、今最
も必要とされている奉仕活動を模索し実践して下さい」との呼び掛けがあり、市内
保育園児・幼稚園児・小学生・中学生にマスク1万枚、消毒用次亜塩素酸水・光触媒
抗ウィルス液を岡谷市教育委員会を通じて寄贈しました。
　1月17日未明の献眼、お亡くなりになったＦさんには恐縮ですが、あとひと月違
っていれば献眼は行われていたかどうか、二人の方に明かりが灯らなかったと思い
ます。
　継続事業岡谷市民病院駐車場植栽・聴覚障がい者・手話サークル親睦ボウリング
大会さらには金泉ライオンズクラブ50周年記念式典出席等々中止になりました。

　コロナ禍日々増加する感染者数、「自粛生活」「三密回避」・会員企業の売り上
げ減少、さまざまな制約を受け奉仕活動も制限をせざるを得ない状況下、生活困窮
世帯の増加、障がい者福祉の低下、青少年のイベント・コンクール・スポーツ大会
の中止また、近年「天災は忘れた頃にやってくる」のではなく「天災は毎年やって
くる」自然災害、奉仕活動のニーズは確実に増えています。
　岡谷ライオンズクラブ60周年を迎え、先人達の積み上げた多くの事業を検証・受
け継ぎ、コロナ禍の奉仕、より良い地域社会づくり、クラブの役割は多々あります。
知恵を絞りＷe Serveの精神で前進することを願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◇ヒシ除去◇諏訪湖一斉清掃

◇献血推進（街頭献血） ◇献眼推進

◇諏訪湖マラソン　給水サービス ◇寝たきり病人床ずれ防止枕製作配布

アクティビティ
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クラブの歩み  －第５９代 　令和２年（2020－2021）－　　　　　　　　　　スローガン「原点回帰　そして　感謝協力」
会長　L. 畑 文博  　　幹事　L. 山村 宜男　　 会計　L. 荒井 豊明

　今日ここに岡谷ライオンズクラブの輝かしい歴史と共に、　結成60周年

を迎えることができました事を心より感謝を申し上げます。　また歴史ある

岡谷ライオンズクラブの59代会長を務めることができました事も加えて感

謝申し上げます。

　「原点回帰　そして　感謝協力」　このスローガンのもと活動してまいり

ました。ライオンズクラブ運営にあたっての基本方針です。　

まずスローガンにもあるように、「原点回帰（げんてんかいき）」の意味は

、物事の出発点や基本に戻ることです。「原点」とは、物事を考える時の出

発点という意味があります。また「回帰」とは一回りして元のところに戻る

ことを意味します。つまり「原点回帰」とは物事を進行している途中で出発

点に戻って考え直すこと、　また基本に立ち戻ることです。さまざまな事業

アクテイビテイを行う時に　常に目的は何なのか振り返り、出発点に戻って

検証する事が必要です。その目的を達成する方法はたくさんあるはずです。

一つの方法だけではないと思います。常にその目的から外れないようにする

事が重要だと考え事業を行ってまいりました。

　2020年から始まったコロナウイルスのパンデミック（世界的流行）によ

り生活スタイルが激変しました。ただし生活スタイルが激変していても私た

ちライオンズクラブの今までしてきた活動の目的は変わりません。その目的

を達成するために常に振り返り、その目的に向かって思考錯誤しながら活動

を行ってまいりました。

　それを行う為には、まずクラブメンバーが集う事が重要であり「和」がな

ければ成果は得られません。クラブメンバーが常にコミュニケーションをと

る事が重要になります。例会の重要性を再確認すると共に、いろいろな方法

で地域のコミュニケーションを深めていく重要性。常に感謝の心を抱いて互

いに協力しあってこそ、信頼が培われ真の発展も生まれてくるはずです。　

原点回帰そして感謝協力しながら、そして新しい仲間を増やしてクラブの活

動をこれからも頑張っていきたいと思います。岡谷ライオンズクラブの益々

の発展　会員の皆様方のご活躍　ご健勝を御祈念申し上げます。

◇諏訪湖清掃

◇献血活動

アクティビティ
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結成６０周年記念事業実行委員会組織表 岡谷ライオンズクラブ会員

海外接待部会

相談役

丸茂 淳夫

⼭之内 精⼀郎 若林 好則

⽮崎 隆彦

⽮沢 祐⼆
橋⽖ 重幸・畑 ⽂博 ⼩林 武志

堀内 千太郎

実⾏委員⻑

杉村 彰則

⼩林 武志・⾼⽊ 武幸

林 五介・髙林 紘⼀

浜 ⼀平・丸茂 淳夫

林 隆廣・原  功

野村 忠利・宮下 忠美

⼭⽥ 隆英

⼭⽥ 敏和 降籏 英利橋本 伸也

森  豪

⽟⽊ 勝也

林 隆廣

増澤 由美 宮坂 綱⼀

林 正勝

副部会⻑

部
員

共⽥ 正夫

⼩林 武志 林 五介

⼭本 まゆみ

⾦⼦ 訓久 北⽥  信明

堀内 朋孝

茅野 明彦

⼭崎 賢⼀

⽯川 卓也

副実⾏委員⻑

北村 卓也

式典祝宴担当

部
員

望⽉ 久代

荒巻 尚樹 堀内 千太郎

 三輪 憲⼀郎 

荒井 豊明

轟  敏

武井 茂夫

三澤 美恵⼦

⻄部 義⽂

野村 忠利

⽯橋 和伸 ⻄⼭ 敏也

共⽥ 武史

会計監査

総務担当

副実⾏委員⻑

⾵間 賢男

事務局

   ⻑ 芝野 淳⼀郎

 副 宮坂 博明

畑 ⽂博

⼭村 宜男

⼟屋 徹

⾦⼦ 好安

早出 ⼀真宮下 猛

北原 博明武井 清和

原⽥ 佳和此⽥ 稔

原  功宮下 忠美

⾼林 紘⼀浜 ⼀平

クラブ三役

会計 ⼭岸 英将

幹事 須藤 翠巖

会⻑ ⼩⼝ 恒樹

部
員

部
員

部
員

部
員

部
員

橋⽖ 重幸

総務部会

招待受付部会

記録部会

制服部会

アクティビティ部会

司会進⾏部会

祝宴部会

副部会⻑部会⻑

部会⻑ 副部会⻑

部会⻑ 副部会⻑

部会⻑ 副部会⻑

部会⻑ 副部会⻑

部会⻑ 副部会⻑

部会⻑ 副部会⻑

部会⻑ 副部会⻑
（敬称略 部員は５０音順）

今井 竜五 荒井 豊明 荒巻 尚樹 石川 卓也

石橋 和伸 小口 恒樹 風間 賢男 金子 好安 北田 信明 北原 博明

北村 卓也 此田 稔 小林 武志 芝野 淳一郎 杉村 彰則 須藤 翠巖

早出 一真 髙林 紘一 武井 清和 武井 茂夫 玉木 勝也 茅野 明彦

土屋 徹 轟  敏 共田 武史 共田 正夫 西部 義文 西山 敏也

野村 忠利 橋爪 重幸

名誉会員 正会員

橋本 伸也 畑 文博 浜 一平 林 五介
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岡谷ライオンズクラブ終身会員岡谷ライオンズクラブ会員

林 隆廣 林 正勝 原  功 原田 佳和 降籏 英利 堀内 千太郎 平林 直人小口 明臣 有賀 徳子 林 清次 米山 亘樹 高木 武幸

堀内 朋孝 増澤 由美 丸茂 淳夫 三澤 美恵子 宮坂 綱一 宮坂 博明

宮下 猛 宮下 忠美 三輪 憲一郎 望月 久代 森  豪 矢崎 隆彦

山岸 英将 山崎 賢一 山田 隆英 山田 敏和 山之内 精一郎 山村 宜男

山本 まゆみ 若林 好則

矢沢 祐二 山本 さやか

賛助会員 事務局員

岡谷ライオンズクラブ家族会員
石川 和江　　　小口 順子　　　風間 まつ子　　北田 千弘　　　北村 敬子　　　杉村 ふみ江

武井 幸子　　　武井 園子　　　武井 彩夏　　　轟　 文子　　　共田 清美　　　西山 春江　　

橋爪 ひろ子　　河西 雄一　　　河西　 香　　　浜　 久美子　　林　 史章　　　林　 洋子　　　

林　 文代　　　林 　清美　　　原田 志保　　　堀内 みゆき　　丸茂 久美子　　宮下 美佳

宮下 貴史　　　望月 威彦　　　山岸 由紀　　　山崎 美香子

岡谷ライオンズクラブ特別優待会員
堀内 照保　　　今井 京一　　　小林 章男　　　玉木 昭夫　　　萩原 弘行　　　今井 美津重

小松 弘和　　　有賀 　明　　　小口 基實　　　笠原 助直　　　浦野 　實　　　古條 正行

宮坂 　守　　　風間 　武　　　有賀 洋明　　　今井 一博　　　上沼 保夫　　　清水 義秋

藤森 好幸　　　吉澤 英三　　　金原 　等　　　林 　嘉宏　　　上野 秀雄
金子 訓久

ＥＸ会員
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編集後記
　2019年12月初旬に中国の武漢市で第一例目の感染者が報告された新型コロナウイルス感染

症。わずか数か月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となり、わが国においても

同じように流行し多くの感染者、また死者も出てしまい、現在もまだ終息には至っていません。

急激な感染者拡大により、政府は緊急事態宣言も発令し、我々の生活も経済活動も一変してし

まいました。未知のウイルス感染症という事で十分なワクチン・治療薬が間に合わず、いまだ

にマスクをする生活が2年近くも続いています。

　当クラブの奉仕活動、国際交流もままならぬ中、この60周年記念式典を迎えることとなりま

した。ギリギリの時期まで式典を行うかそれとも中止するかといった議論も続きましたが、残

念ながら式典は中止せざるを得ない状況となりました。いまだかつて周年記念行事が中止され

ることはなかったため会員全員が非常に残念な気持ちになったことでしょう。この記念誌を発

行するにあたり編集をしながら、改めて多くの先輩方が築き上げてきた歴史・地域への奉仕活

動が再確認できました。また歴代の会長のライオンズクラブへの熱い思いも感じ取ることがで

きました。

　今回60年という節目の年の記念事業として、みんなが何とか開催したいという思いはありま

したが叶わぬものとなりました。残念なことではありますが、記録部会として記念誌を作り上

げ、皆様の手元にお届けできただけでも幸いです。これからの5年とともに次の周年記念を開

催する時には、「あの時は大変だったけれどようやく収まり、またいつものように生活が、そ

して奉仕活動ができて良かった」と言える事を願います。

　時間のない中で記念誌発行のために寄稿いただいた皆様、また編集作業に協力いただきまし

たメンバーすべての方に、この紙面をお借りして心より感謝申し上げます。

　ありがとうございました。

岡谷ライオンズクラブ60周年記録部会長　此田　稔

表紙
　毎年岡谷ライオンズクラブでアクティビティーとして岡谷市長地に鎮座する出早雄小萩神社、

出早公園に植樹を行って来ました。毎年秋になると木々が、色鮮やかに紅葉をして、出早公園

もみじ祭りも開催され、多くの人々に癒やしや感動を与えています。

表紙の写真については、そんな紅葉の1シーンをＬ．玉木勝也が2020年11月に撮影した写真を

使って編集しました。紅葉のシーズンになったら、是非とも出早雄小萩神社、出早公園に足を

運んで、紅葉狩りを楽しんで頂ければと思います。

岡谷ライオンズクラブ 物故ライオン  2016 ～ 2021

藤森 忠昭
2016年11月27日逝去

吉村 静子
2017年7月31日逝去

太田 道信
2017年9月3日逝去

原 忠彦
2018年1月14日逝去

木下 七郎
2017年6月17日逝去

宮坂 崇弘
2020年9月18日逝去

林 四郎
2020年10月19日逝去

五味 洋二
2020年  逝去

越川 政彦
2020年  逝去

増澤 正文
2018年5月18日逝去

岡沢 一男
2018年9月23日逝去

荒井 甲一郎
2019年1月27日逝去

藤沢 弘和
2020年6月26日逝去

須藤 芳山
2019年9月2日逝去
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