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スローガンスローガン 「今できること、できるかぎり」
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会　長
Ｌ.三輪 博

幹　事
Ｌ.箕輪　登

会　計
Ｌ.井上　潔

活動報告と1年間の御礼

　今期のキーワード「協調・融和」アクティビティ

ースローガン「今できること、できるかぎり」の基

本方針のもと、メンバー皆様の御協力のお蔭で、無

事一年を終える事が出来ました。心より御礼申し上

げます。

　今期初め役員の役割分担に対して融和がはかれるよう皆様に委員会、理事会等で全メンバーに御意見を

頂載し、役員選考の改善策についての意見報告を行いました。集約すると　①三役、役員の負担を少なく

する(分担化)　②委員会の縮小(メンバー数を考え減らす事が必要）　③人材の育成（若い会員の育成の

必要性）この3点に絞り、役割の分担化、平等化、スリム化の改善を行う事を目的として、役員委員会構

成検討特別委員会を立ち上げ委員長田中元三郎ライオンには、大変御苦労いただきました。

　これにより、組織改革の一歩を進める事が出来たと考えております。

　事業活動は、チャリティーゴルフ大会（リバーサイドフェニックス、206名参加）あげお産業祭（模擬

店出店）、そして今期初めての事業としてチャリティーカラオケ大会（137名参加）の開催を行い、いず

れも大きな成果と収益金を上げる事が出来ました。

　関わったメンバーの皆様の熱意にこの紙面を借りて、御礼を申しあげます。

　継続事業の上尾LC杯争奪4,5年生サッカー大会、年３回の献血事業、上尾丸山公園にて蛍鑑賞会等々皆様

の協力により無事終了する事が出来ました。特に丸山公園では、まだ数は少ないようですが、蛍が自然発

生し、今後は、本当の意味での「上尾ライオンズほたるの里」になればと期待も高まります。

　三月の台湾仁徳ライオンズクラブ表敬訪問（19名参加）では、多くのメンバーと共に国際交流を深める

事が出来ました。

　又、今期は、４名の正会員と４名の賛助会員　計８名の新入会員に恵まれましたが、５名の退会者が出

た事は、誠に残念でなりません。

　新しいメンバーの皆様には、今後クラブの大きな力になって頂く事を切に願っております。

　最後に、一年間会長として感じた事は、我がクラブの１つ１つの事業を成し遂げる団結力の強さは、他

のクラブに勝るものであり　田中元三郎ライオンが来期その力を益々確固たるものにされる事を確信して

１年間の御礼と致します。本当に有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４４期　会長　Ｌ三輪　博　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　Ｌ箕輪　登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計　Ｌ井上　潔
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献血・献眼・骨髄バンク登録活動

　上尾駅西口ショーサンプラザ（イトーヨーカ堂）前にて、人づくり委員会（委員長：L,小川 卓郎）が

中心となり、「献血・骨髄バンク登録運動」を行いました。

　　　　　　　第44期1回目（2016.10.26）2回目（2017.2.22）3回目（2017.6.28）

毎回多くの方にご協力をいただき感謝いたします。

また献血を実施するにあたり日本赤十字社・上尾市役所・ショーサンプラザ様・商店街の皆様のご協力を

頂きましたことに感謝致します。

活  動  報  告

　2016.10.10　第 7 回 4 年生大会の予選。 （平方スポーツ広場）　10.15　決勝並びに閉会式。 （平塚サッカー場）

10.22  5 年生大会予選。 10.23　5 年生大会決勝並びに閉会式。 （上尾運動公園補助競技場）

上尾ライオンズクラブ杯争奪小学４年生・５年生サッカー大会
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上尾市平塚サッカー場にベンチの設置・上尾市に寄贈

　

海外姉妹提携クラブの台湾台北仁徳獅子会訪問

　

　数年前、環境保護活動の一環として平塚サッカー場に桜の苗木を植樹し、春には満開の花見ができる場所に
大宮北支援学校生の卒業制作ベンチ毎年設置して上尾市に寄贈しています。

　2017年3月10日～12日　台湾台北仁徳獅子会の例会訪問を実施。

Ｌ古俣 和榮 国際交流委員長を団長として総勢17名の訪問となりました。台北松山空港では仁徳ライオン

ズクラブのメンバーが横断幕を手にお出迎えでした。

　その夜は、例会訪問となり盛大な歓迎会となりました。当地区の元ガバナーや近隣のクラブ会長ご夫婦も

参加して和気あいあいと交流を深めることとなりました。

国  際  交  流  活  動
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　上尾ライオンズクラブは、奉仕活動の資金醸成の一環として、本年度も、三角　隆実行委員長を中心に

「災害援助・青少年健全育成・アイバンク支援」を目標とした、チャリティゴルフ大会を１１月９日（水）、

リバーサイドフェニックスゴルフクラブで開催されました。総勢２００名のご参加をいただき盛大に開催

することが出来ました。

皆様からの協賛金並びにチャリティ金は「災害援助・青少年健全育成・アイバンク支援」に活用させてい

ただきます。ご参加いただいた皆様、ゴルフ場の皆様、ご協力誠に有り難うございました。

来年も是非ご参加くださいますようお待ち申しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大会実行委員長　Ｌ三角　隆）

チ  ャ  リ  テ  ィ  活  動

　2017年2月19日（日）第1回チャリテイカラオケ大会を第44期会長Ｌ三輪 博のもと実行委員長L水石 通

を中心に上尾市コミュニティセンターにて開催しました。『健康増進・社会福祉の為に』　と総勢137名

の参加をいただきました。演歌から民謡そして舞踊とご披露いただき、ゲスト歌手は熊谷ひろみ様に花

を添えていただきました。ご後援いただきました上尾市・上尾市社会福祉協議会様には大変感謝申し上

げます。皆様よりいただきました多大なチャリティ資金は社会福祉協議会を通し、青少年健全育成に・

また災害援助資金に役立たせていただきました。

上尾ライオンズクラブ　チャリティカラオケ大会 ２０１７.２.１９日（日）　

青少年健全育成・災害援助資金 

上尾ライオンズクラブ　チャリティゴルフ大会 ２０１６.１１.9日（水）　

災害援助・青少年健全育成・アイバンク支援 
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 あげお産業祭　２０１6年１１月12日（土）・13（日）　市民体育館

11月12・13日両日上尾市民体育館において毎年恒例のあげお産業祭が行われ、今年も（うどん・そば・じゃ

がバター・飲み物）の模擬店を出店。街づくり委員会（委員長L,高沢 英人）を中心としてメンバーが数日

前から販売するジャガイモ洗いや出店設営準備をして当日を迎えることになりました。

　この事業に毎年恒例出店しており、ご来場の皆様には活動の趣旨をご理解いただき感謝しております。

皆様方に飲食していただいた中の収益は、災害援助基金に活用させていただきます。

ご協力ありがとうございました。

 クリスマスコンサート　２０１6年１2月9日（金）　上尾コミュニティ-センター　

　上尾ライオンズクラブでは、青少年健全育成の一環として１２月に上尾市の社会福祉法 人３法人と NPO

法人２法人の皆様のクリスマスコンサートを主催しております。 当日は、限られた時間ではありましたが

発表者の皆様の日々の練習の成果が遺憾なく 発揮され、はつらつとした歌やダンスを披露して頂きました。

当クラブメンバーにとっても師走の時期の楽しみとなっております。

にんじんゴルフコンペ　2016年10月12日・2017年4月12日・2017年6月14日

第 3回鴻巣カントリー第 2回猿島カントリー第 1回大宮カントリー
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『蛍の里』上尾丸山公園内（北口駐車場側）

　蛍の自然繁殖地を目指して、蛍の里特別委員会と街づくり委員会（委員長：Ｌ高沢英人）が中心となり
蛍の鑑賞会を実施しました。市民の皆様に楽しんで鑑賞していただけるよう水路の整備や周りの雑草刈り
をし、鑑賞会には約400名位来られ大盛況。

7月第1例会（新年度）　２０１６．７．１２　　　通算１，０３３回

例　会　風　景例　会　風　景

　新体制での初例会。
手違いで看板が間に合わず、ドタバタスタートの三輪丸
三輪会長が冒頭で熱く今期の方針を語り、一年のスタートを切りました。

三輪会長挨拶

会長バッチ交代式

箕輪幹事挨拶 井上会計挨拶

キー賞受賞Ｌ.箕輪 前役員・理事・地区役員

新地区役員TT Ｌ.島村 副TT Ｌ.吉澤 ライオンズローア
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7月第2例会（総会）　２０１６．７．２６　　　通算１，０３４回

8月第1例会　２０１６．８．９　　　通算１，０３５回

例　会　風　景例　会　風　景

　今年度の総会も議長Ｌ.古俣で無事滞りなく終了し、いよいよ新体制でのクラブ活動が始動しました。
本例会で、課題の会員増強に向けて、賛助会員制度も承認され、また次回の例会では松野敬寛氏の入会式も
執り行われます。

司会：副幹事Ｌ.中村

「今回の例会で新入会員のＬ.松野の入会式が行われました。
昭和63年生まれの28歳、クラブメンバーとしては最年少！Ｌ.松野には今後の活躍が大いにクラブメンバー
全員から期待されています。

卓　話

昨年に引き続き伊藤 敏夫Ｌより
「戦争の語り部・第二回」が行われ
ました。戦争の悲惨さを、戦争を知
らない私達にわかりやすく語ってい
ただき、メンバー全員が聞き入って
いました。

総会議長　Ｌ.古俣 総会司会：幹事Ｌ.箕輪

44期会長　Ｌ.三輪 予算説明 会計Ｌ.井上 会計監査　Ｌ.三角

出向役員委嘱状伝達 委員会報告  Ｌ.今川 TT Ｌ.島村 副TT Ｌ.吉澤

入会式

会員会則委員会（委員長Ｌ.金井塚）
のＬ.馬野の先導により入場。

第一副会長 Ｌ.田中元三郎
三輪会長が所用の為、第一副会長のＬ.田中元三郎が会長代行を
務めていただきました。



 9月第1例会　２０１６．９．１３　　　通算１，０３７回

－　８　－

8月第2例会（納涼例会）　２０１６．８．１６　　　通算１，０３６回

　今年度の納涼例会は、浅草にある「天麩羅・三定」にて行われました。
上尾駅前よりバスで出発し、車中は早くも宴会ムード。浅草到着後は宴会開始時間まで浅草寺周辺を観光
し、その後「天麩羅・三定」にて宴会。芸者さんを座敷に呼んでの芸者遊びを体験しました。
　今回の納涼例会にはオブザーバーとして秋山さん、長谷川さん、佐藤さんの3名も参加いただき総勢29名
での納涼例会となりました。

　今回の例会で、会長Ｌ.三輪より委員会、理事会における役員選考の改善策について次の通り発表され
ました。Ａ役割分担の平等化、Ｂ委員会の縮小、Ｃ人材の育成、Ｄ若手からの意見、Ｅその他と今後の上尾
ライオンズクラブの抱えている問題点を改善するべく特別に委員会構成検討委員会構成メンバーを決め
て改革の強い意思を見せた。
　構成メンバー：会長Ｌ.三輪　博・第一副会長Ｌ.田中元三郎(委員長)・第二副会長Ｌ.木檜敏明・
　　　　　　　　第三副会長Ｌ.祢津尚人・幹事Ｌ.箕輪　登・会計Ｌ.井上　潔・会員会則委員長Ｌ.金井塚正良

幹事報告：Ｌ.箕輪　登

テールツイスター

会長：Ｌ.三輪　博

浅草寺にて

Ｌ.谷川　喜一 Ｌ.小川　卓郎

Ｌ.水石　通Ｌ.三角　隆 Ｌ.祢津　尚人Ｌ.島村　功

委員会報告

特別委員会報告 地区役員報告



10月第1例会（ＣＮ記念例会）　２０１６．１０．１１　　　通算１，０３９回　

10月第2例会　２０１６．１０．２５　　　通算１，０４０回

－　９　－

　今回の例会はチャーターナイト例会で、上尾ライオンズクラブのスポンサークラブである、大宮北ライ
オンズクラブの３役及び井上ＧＬＴコーディネーターをお招きしての開催となりました。
　メンバースピーチでは「上尾LC結成当時の思い出」と題して、Ｌ.小田川、Ｌ.田中（仁）、Ｌ.吉原、
Ｌ.深山、Ｌ.伊藤の５名に結成当時のお話をしていただきました。

　今回の例会は当クラブの姉妹クラブである、埼玉レスキューライオンズクラブの三役をゲストビジター
としてお招きし、スライドを使った活動報告等をしていただきました。
モナークシェブロンの贈呈式も行われ、Ｌ.清水（20周年）Ｌ.古俣（15周年）Ｌ.小川・Ｌ.西田（10周年）が
受賞されました。また、Ｌ.谷川のご息女である家族会員の谷川莉子さんのご出産のお祝いも行われました。

9月第2例会（ガバナー公式訪問合同例会）　２０１６．９．２７　　　通算１，０３８回

　４Ｒ１Ｚの６クラブ合同でガバナー公式訪問合同例会になりました。
地区ガバナー　L濱野雅司　ガバナーテーマ　『輝き』　　アクティビティ　スローガン
　『あなたの奉仕で、未来を変えよう』～We serve for the future!
地区運営基本方針
新たな未来を目指して
あなたの奉仕で、クラブを変えよう
あなたの奉仕で、仲間を増やそう
あなたの奉仕で、若い力を育てよう
あなたの奉仕で、未来を変えよう

入会式

長女出産祝  Ｌ. 谷川

Ｌ.田中　仁一郎Ｌ.小田川　晃 Ｌ.深山　英孝Ｌ.吉原　大吉

ＧＬＴコーディネーター
　　Ｌ.井上　忠孝

大宮北ＬＣの三役
伊藤Ｌが旅客船の中で発行
された例会出席カード

Ｌ.伊藤　敏夫

 Ｌ. 清水 （20 周年）

 Ｌ. 古俣 （15 周年）  Ｌ. 小川 （10 周年）  Ｌ. 西田 （10 周年）
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11月第2例会　２０１６．１１．２２　　通算１，０４２回

　今回の例会ではプログレスMJFピンの贈呈式が執り行われ、Ｌ.羽石（9回目）Ｌ.井上潔（7回目）Ｌ.水石
（4回目）Ｌ.三輪（2回目）Ｌ.箕輪（2回目）の５名が表彰されました。
また、100周年記念会員増強賞をＬ.馬野が受賞されました。
前回に引き続き卓話では、委員長スピーチを財務委員会委員長Ｌ.今川、計画出席委員会委員長Ｌ.谷川、
街づくり委員会委員長Ｌ.高沢（英）の３名が、昔の思い出等を交えながらスピーチしました。

12月第1例会　２０１６．１２．１３　　通算１，０４３回

　今回の例会は、賛助会員として新しく入会されたＬ.佐藤進也、Ｌ.井上大輔の両名が例会に初参加し、自己紹介さ
れました。　両名とも３０代という若さで、これからの上尾ライオンズクラブを大いに盛り上げていただきたく思います。

また、第63回年次大会の委嘱状の伝達式も執り行われ、
Ｌ.木檜（式典・会場部会、総務部会）Ｌ.水石（100周
年記念イベント部会）Ｌ.中澤（式典・会場部会）の３名
が出向されます。

　今日の例会の卓話は歴代会長スピーチということで、
第２６代会長Ｌ.羽石、第３１代会長Ｌ.三角の両名に
昔の上尾ライオンズクラブについてお話をしていただ
きました。

11月第1例会　２０１６．１１．８　　通算１，０４１回

　今回の例会は、上尾市スポーツ少年団の４名をゲストビジターとしてお招きしました。
また、卓話では各委員会の委員長が今回と次回２回に分けてスピーチし、今回は会員会則委員会、人づく
り委員会、PR・IT委員会の各委員長が今期半年経っての感想や今後のお願い、お知らせ等を一人約３分間
スピーチしました。

上尾市スポーツ少年団の皆様 会員会則委員会委員長Ｌ.金井塚 人づくり委員会委員長Ｌ.小川 PR ・ IT委員会委員長Ｌ.木元

 Ｌ. 羽石 (１０回目）  Ｌ. 井上 (７回目）  Ｌ. 水石 (４回目）  Ｌ. 三輪 (２回目）  Ｌ. 箕輪 (２回目）

１００周年記念会員増強賞
　　 Ｌ. 馬野　信義

財務委員会委員長 Ｌ. 今川  計画出席委員会委員長
　　　　　Ｌ. 谷川

 街づくり委員会委員長
　　　　Ｌ. 高沢

 ＭＪＦピン受賞５名

 Ｌ. 佐藤　信也  Ｌ. 井上　大輔  Ｌ. 木檜　敏明  Ｌ. 水石　通

 第２６代会長　Ｌ. 羽石　彰  第３１代会長　Ｌ. 三角　隆
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12月第2例会（Ｘ’ｍａｓ例会）　２０１６．１２．２７　　　　通算１，０４４回

　今回の例会はクリスマス例会で、メンバーのご家族も参加し100名以上の大人数での例会となりました。
ショータイムでは、大道芸人の「たいち」さんをお招きし、大いに盛り上がりました。

会長 Ｌ. 三輪　博

＜挨　拶＞

前会長 Ｌ. 田沼　利彦

＜ウィサーブ＞



－　１２　－

1月第2例会　２０１７.１．２４　　　　　　　通算１，０４６回

2月第1例会　２０１７．２．１４　　　　　　通算１，０４７回

　今回の例会では、Ｌ.吉原の喜寿のお祝いが行われました。
今回の卓話は、歴代会長卓話として、Ｌ.伊巻　Ｌ.細野の２名によるお話をしていただきました。

　1月第一例会は新年例会として開催されました。

　今回は新入会員のL,秋山の入会式も執り行われ、新年のスタートにふさわしい例会となりました。

　また、賛助会員として入会されたL,長谷川も初参加し、自己紹介をされました。

両名ともまだ40代で、これからのライオンズ活動の中心となって頑張ってもらいたいと思います。

　今回の例会では、Ｌ.高井の喜寿のお祝いが行われました。
また、ゾーンチェアパーソンのＬ.水石より会長Ｌ.三輪へ「全メンバー20ドル献金の感謝状」の贈呈式も
執り行われました。

卓　話

1月第１例会　２０１７．１．１０　　　　　　通算１，０４５回

入会式

Ｌ.長谷川（賛助会員）Ｌ.秋山　博和

330C 地区年次大会委嘱状Ｌ.中澤 喜寿祝いＬ.高井　晶全メンバー 20＄献金感謝状贈呈

第３５代会長　Ｌ.高井　晶 第４１代会長　Ｌ.井上　孝司 第４２代会長　Ｌ.吉原　大吉

　今回の卓話は、歴代会長卓話として、Ｌ.高井、Ｌ.井上（孝）、Ｌ.吉原の３名によるお話をしていた
だきました。

喜寿祝い　Ｌ.吉原　大吉 第２３代会長　Ｌ.伊巻　龍幸 第３９代会長　Ｌ.細野　茂



－　１３　－

3月第1例会　２０１７.３.１４　　通算１，０４９回

3月第2例会　２０１７.３．２８　通算１，０５０回

卓　　話

埼玉県中央青果株式会社　代表取締役社長　更科一郎様をお招きし、「変わりゆく青果物流通」について、
お話をしていただきました。
　また、ゲストビジターとしてライオンズクラブ国際協会３３０-Ｃ地区ガバナーのＬ.濱野雅司をお招きして、
ご挨拶を頂戴しました。

埼玉県中央青果株式会社
代表取締役社長　更科　一郎様

ライオンズクラブ国際協会３３０―C地区
　　　　　ガバナー　Ｌ.濱野　雅司

　４R１Z交流例会として、上尾中央LC,桶川LC,伊奈LC,鴻巣LC,埼玉レスキューLCのメンバーを招待しての

交流例会を開催しました。卓話では埼玉県腎・アイバンク協会 理事長 小峰理孝様  専務理事 川崎勝久様

をお招きして、腎アイバンクについてお話をしていただきました。

また、上尾ライオンズクラブの次年度の新役員候補名も発表されました。

2月第2例会　２０１７.２.２６～２７　　通算１，０４８回

　今回の例会は移動例会で１泊２日で都内めぐりをしてきました。

卓　　話



－　１４　－

4月第1例会　２０１７.４．１１　　　　　　通算１，０５１回

4月第2例会　２０１７.４．２５　　　　　　通算１，０５２回

　例会にて、Ｌ.古俣和榮、Ｌ.太田昌之、Ｌ.浅子正剛　古希祝　Ｌ.深山英孝　喜寿祝されました。
又卓話では、特別非営利活動法人　すみれ会福祉会　根城　浩様をお招きしてお話をして頂き
『上尾ライオンズクラブ　蛍の里の今後』について卓話されました。

古希祝いＬ.古俣　和榮

5月第1例会　２０１７．５．９　　　　　通算１，０５３回

　今回の例会は、会員会則委員会担当例会として、Ｌ.金井塚による『今旅行業界を取り巻く話題につ
いて』をトークされました。ゲストとして、県議会議員畠山　稔様と上尾中央病院 事務部 副部長の
加藤守史様が田中祐之氏の後任として参加されました。5月第二例会で入会式となります。
　Ｌ.星野が経営する、むさしのグランドホテル&スパ リニュアルオープンしました。

Ｌ.金井塚　正良 Ｌ.星野　良行加藤　守史様・畠山　稔様

ゲストビジター

卓　　話

古希祝いＬ.太田　昌之古希祝いＬ.浅子　正剛

喜寿祝いＬ.深山　英孝

卓　　話

　街づくり委員会によるＬ高沢の司会で、三年以内の若手会員、Ｌ.松野、Ｌ.佐藤、Ｌ.秋山３名で
『激論!!高沢と９時まで生トーク』が行われました。また、２年間共に活動をしてきたＬ.田中裕之
が職場移動により退会されました。後任に加藤守史様が５月第二例会にて入会となります。



－　１５　－

5月第2例会　２０１７．５．２３　　　　　　通算１，０５４回

6月第2例会（さよなら例会）　２０１７。６．２７　　　　　　　通算１，０５６回

6月第1例会（合同準備委員会）　２０１７．６．１３　　　　　通算１，０５５

次期会長エレクト
第一副会長 Ｌ.田中 元三郎

　いよいよ第44期最後のさよなら例会です。PR・IT委員会の担当例会で、例年通り１年間の歩みをスライド
で紹介し、メンバーそれぞれ１年間の思い出を振り返りました。
最後はこの一年間頑張ってこられた、三役を胴上げして無事『三輪丸』が着岸しました。

委員長Ｌ高橋　行雄 委員長Ｌ今川　茂委員長Ｌ三角　隆委員長Ｌ水石　 通前会長Ｌ古俣　和榮

　今回の例会では、Ｌ.吉澤が還暦祝お祝い、Ｌ.深山とＬ.谷川が100周年記念会員増強賞をアワード贈呈さ
れました。後半は、次期スタートに向けて合同準備委員会を行いました。委員会ごとの分科会を行い活発な
意見がみられました。

　今回の例会は各委員長による卓話として一年間の活動報告を受けました。また、福岡国際大会の記念切
手シート発売についての紹介がありました。そして、Ｌ.河野の古希祝、県議会議員 畠山　稔様と上尾中
央病院 事務部副部長 加藤　守史様の入会式が執り行われました。

次期会長挨拶

古希祝いＬ.河野　淳二 Ｌ.吉原　大吉

会計挨拶

入会式　Ｌ.畠山　稔
　　　　Ｌ.加藤　守史

アイバンク協会より表彰
　　ＺＣ Ｌ.水石　通

１００周年記念会員増強賞
Ｌ.深山英孝 Ｌ。谷川喜一

還暦祝いＬ.吉澤 勝博

三輪会長最後の挨拶
　そして、最後に
44期終了のゴングで
閉会となりました。

三輪会長・箕輪幹事
井上会計お疲れさま
でした。



－　１６　－

４4期　役員・各委員会４4期　役員・各委員会

編集・発行《 ＰＲ・ＩＴ委員会 》

委員長：Ｌ.木元　皇一

委　員：Ｌ.田中仁一郎、Ｌ.水石　 通、Ｌ.横塚　健一

担当理事：Ｌ.平野　明信

副委員長：Ｌ.北村　貴志

※誤字脱字がございましたらご了承ください。ご理解よろしくお願いいたします。

担当理事：Ｌ.横田　昇吾
委 員 長：Ｌ.谷川　喜一
副委員長：Ｌ.小田川 晃
副委員長：Ｌ.矢島　義伯
委　　員：Ｌ.安藤　武志
　　〃　：Ｌ.高澤　征吾
　　〃　：Ｌ.西田　米蔵
　　

◆計画出席委員会◆

担当理事：Ｌ.河野　淳二
委 員 長：Ｌ.今川　 茂
副委員長：Ｌ.中澤　貞則
委　　員：Ｌ.伊藤　敏夫
　　〃　：Ｌ.祝原　英俊
　　〃　：Ｌ.髙井　 晶

◆財務委員会◆

担当理事：Ｌ.古俣　和榮
委 員 長：Ｌ.金井塚正良
副委員長：Ｌ.佐藤　真也
委　　員：Ｌ.馬野　信義
　　〃　：Ｌ.大澤　正夫
　　〃　：Ｌ.藤倉　 勉
　　〃　：Ｌ.吉原　大吉

◆会員会則委員会◆

◆人づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.小林　哲雄
委 員 長：Ｌ.小川　卓郎
副委員長：Ｌ.浅子　正剛
副委員長：Ｌ.太田　昌之
委　　員：Ｌ.石渡　 豊
　　〃　：Ｌ.田中　裕之
　　〃　：Ｌ.深山　英孝
　　〃　：Ｌ.細野　 茂

◆街づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.星野　良行
委 員 長：Ｌ.高沢　英人
副委員長：Ｌ.井上　孝司
副委員長：Ｌ.坂本　 貴
委　　員：Ｌ.伊巻　龍幸
　　〃　：Ｌ.清水　義憲
　　〃　：Ｌ.羽石　 章
　　〃　：Ｌ.三角　 隆

◆役　員◆

会　　　長：Ｌ.三輪　 博
前　会　長：Ｌ.田沼　利彦
第一副会長：Ｌ.田中元三郎
第二副会長：Ｌ.木檜　敏明
第三副会長：Ｌ.祢津　尚人
幹　　　事：Ｌ.箕輪　 登
副　幹　事：Ｌ.中村　好弘
副　幹　事：Ｌ.前場　伸治
会　　　計：Ｌ.井上　 潔
副　会　計：Ｌ.福山　栄一
Ｔ　・　Ｔ：Ｌ.島村　 功
副　Ｔ・Ｔ：Ｌ.吉澤　勝博
Ｌ　・　Ｔ：Ｌ.高橋　行雄
副　Ｌ・Ｔ：Ｌ.中村　 聡

二年理事：Ｌ.古俣　和榮
　　〃　：Ｌ.横田　昇吾
　　〃　：Ｌ.小林　哲雄
一年理事：Ｌ.星野　良行
　　〃　：Ｌ.平野　明信
　　〃　：Ｌ.河野　淳二

担当理事：Ｌ.平野　明信
委 員 長：Ｌ.木元　皇一
副委員長：Ｌ.北村　貴志
委　　員：Ｌ.田中仁一郎
　　〃　：Ｌ.水石　 通
　　〃　：Ｌ.横塚　健一

◆ＰＲ・ＩＴ委員会◆


