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会　長
Ｌ.田中元三郎

幹　事
Ｌ.北村貴志

会　計
Ｌ.中澤貞則

上尾ライオンズクラブ４５期を振り返り

　上尾ライオンズクラブはチャーター以来４５年の

長きわたり、歴史と伝統のあるクラブとなりました。

しかしながら私が入会した当時と大きく変わったこ

とは、会員が高齢になり労力アクティビティーが少

なくなったことです。以前は交通安全の看板を設置

したり、市役所のピロティーに花壇を贈呈したり、歩道橋に横断幕を取り付けたりしたものです。

　しかし世の中の変化により、ライオンズクラブの労力アクティビティーの需要が減少したことや、地域

を越えて災害に対する支援などの金銭アクティビティーが主力となりチャリティーによる資金獲得が重要

になりました。４５期は我が上尾クラブにとって今後のクラブ運営の方向やクラブ体制に対する変化のポ

イントとなったと思います。

　次期のクラブ運営に対しても、メンバー各位のさらなる協力をお願いして、私のお礼の言葉といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４５期　会長　Ｌ.田中 元三郎

　第４５期の幹事をさせて頂き、様々な事に対して勉強させて頂きました。役員小数制の運営で大変戸惑

いましたが、各委員会メンバーのご理解とご協力を頂き何の問題もなく活動が出来ました事に感謝申し上

げます。

 奉仕活動、災害援助活動、YCE等様々な活動が十分出来たのも上尾ライオンズクラブの皆様の一致団結力

があるからだと確信致しました。

 結びに330複合、330-C地区役員としてご活躍頂きましたメンバーの方々にも心よりお礼申し上げます。

 今後の当クラブの益々の発展を第４６期会長Ｌ.木檜に託したいと思います。

 一年間誠にありがとうごました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４５期　幹事　Ｌ.北村 貴志

　田中会長の２度目のクラブ会長就任という男気に強く心を打たれました北村幹事から会計の依頼を受け、

即座に「これはとにかくお引き受けするしかない。」と覚悟を決めさせて頂きました。この１年間、とに

かく会長幹事を少しでも支えることを常に心掛けながら務めさせていただきました。至らない点もたくさ

んあったかと思いますが、メンバーの皆様のあたたかいご協力に感謝を申し上げます。ありがとうござい

ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４５期　会計　Ｌ.中澤 貞則
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４５期　会計　Ｌ.中澤 貞則



－　２　－

　

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,中村　聡）が

中心となり、「献血・骨髄バンク登録運動」を実施。

　　　　　　　第45期1回（2017.11.1）2回（2018.3.14）3回（2018.6.27）

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  動活  動  報  告

　2017.9.18 （月） 第 8 回 5 年生大会の予選 （平方スポーツ広場）。 9.23 （土） 決勝並びに閉会式 （平方スポーツ

広場）。 10.9（月）  4 年生大会予選（平塚サッカー場）。 10.21（土）4 年生大会決勝並びに閉会式（平塚サッカー場）。

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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上尾駅において募金活動を実施

　
▶2017年7月21日（金）
　上尾駅頭にて九州北部豪雨災害支援街頭募金活動を実施。インドネシアからのYCE生Tataさんも活動に参加。

　募金総額（６０，０６９円）と災害援助基金と合わせ３０万円を九州熊本朝倉ライオンズクラブを通して援助しました。

▶2018年3月9日（金）
　東日本大震災復興支援募金活動を実施。

　畠山　稔新市長も活動に参加。

　募金総額（８４，９２３円）

Ｌ. 井上 潔、Ｌ. 今川 茂、Ｌ. 小川 卓郎、Ｌ. 北村 貴志、Ｌ. 河野 淳二、Ｌ. 木檜 敏明、Ｌ. 田沼 利彦、Ｌ. 中澤 貞則、

Ｌ. 祢津 尚人、Ｌ. 畠山 稔、Ｌ. 福山 栄一、Ｌ. 星野 良行、Ｌ. 前場 伸治、Ｌ. 水石 通、Ｌ. 箕輪 登、Ｌ. 三輪 博、

YCE 生 Tata さん　１７名参加

Ｌ. 井上 潔、Ｌ. 小川 卓郎、Ｌ. 小田川　晃、Ｌ. 北村 貴志、

Ｌ. 木檜 敏明、Ｌ. 高沢 英人、Ｌ. 田中 元三郎、Ｌ. 谷川 喜一、

Ｌ. 中村 聡、Ｌ. 祢津 尚人、Ｌ. 深山 英孝、Ｌ. 前場 伸治、

Ｌ. 水石 通、Ｌ. 箕輪 登、Ｌ. 三輪 博、Ｌ. 吉澤 勝博、

畠山 稔上尾市長 １７名参加

ＹＣＥ生来日

▶2017年7月15日（土）
　インドネシアからのＹＣＥ生Tataさん来日。成田空港にホストファミリー（Ｌ.中澤 貞則）、Ｌ.北村 貴志、

　Ｌ.前場 伸治、Ｌ.吉澤 勝博 他家族３名でお出迎え。

2017年7月19日（水）来日歓迎会

Ｌ. 浅子 正剛、Ｌ. 井上 潔、Ｌ. 北村 貴志、

Ｌ. 木檜 敏明、Ｌ. 田中 元三郎、Ｌ. 中村 聡、

Ｌ. 中澤 貞則、Ｌ. 前場 伸治、Ｌ. 水石 通、

前場ファミリー、 中澤ファミリー、

北村ファミリー　の２０名
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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、本年度は、三輪　博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10月13日（水）、

リバーサイドフェニックスゴルフクラブで開催しました。小雨降るこの秋一番の寒さでしたが総勢170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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大会実行委員長　Ｌ.三輪　博）

　2018年2月4日（日）第２回チャリテイカラオケ大会を上尾市文化センターにて開催しました。

『社会福祉・青少年健全育成・災害援助基金』のチャリティとして総勢149名の参加をいただきました。

歌謡・演歌から民謡・舞踊と披露いただき、ゲスト歌手は昨年に引き続き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、社会福祉に、また、ライオンズ

クラブ国際協会330-C地区田中ガバナーを通し青少年健全育成・災害援助資金に役立たせていただきました。

上尾市長 畠山 稔様より上尾ライオンズクラブ45周年のお祝辞とライオンズクラブ活動への期待と感謝の

お言葉をいただき会場は大きな盛り上がりとなりました。 

第２回　チャリティカラオケ大会 ２０１８.２.３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 ２０１7.１0.13日（金）　

災害援助・青少年健全育成・アイバンク支援 

チ  ャ  リ  テ  ィチ  ャ  リ  テ  ィ  活  動活  動

実行委員長Ｌ.三角 隆 会長挨拶Ｌ.田中 元三郎

司会　トニーさん
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 あげお産業祭　２０１７年１１月１１日（土）・１２（日）　市民体育館

11月11・12日両日あげお産業祭に（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.福山栄一）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。この事業は、皆様方に飲食していただいた中の収益を、災害援助基金に活

用させていただいています。ご協力ありがとうございました。

 クリスマスコンサート　２０１7年１2月1日（金）　上尾コミュニティ-センター　

　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。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。（人づくり委員会を中心にクラブメンバーが活動支援）

にんじんゴルフコンペ 　2017年11月15日・2018年3月29日・2018年6月14日

第 3回鴻巣カントリー第 2回鴻巣カントリー第 1回大宮ゴルフ

マスコンサ ト ２０１7年１

コンペ 2017年11月15日 2 2018年6月14日
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7月第1例会（新年度）　２０１７．７．１１　　　通算１，０５７回

例　会　風　景

　会計Ｌ.中澤貞則の司会進行で第45期がスタート。会長Ｌ.田中元三郎の挨拶で船出となりました。

ゲストビジターとして 4R1Z ゾーンチェアパーソンの山本　勝Ｌと総務の増田好男Ｌが例会に参加いただきました。

田中会長挨拶

３役バッチ交代式

北村幹事挨拶 中澤会計挨拶

Ｔ.Ｔ Ｌ.田沼　利彦

 平塚サッカー場にベンチ据付け上尾市に贈呈　２０１８年５月２３日（水）

　大宮北特別支援学校生の卒業制作ベンチを設置して上尾市に寄贈していま
す。
2012年からの継続事業となります。
街づくり委員会の委員長L.福山栄一、副委員長L.秋山博和、幹事L.北村貴志
の３名が上尾市に寄贈立ち合い。

す
2
街
の

 じゃがいもクラブ（収穫作業）　２０１８年６月２３日（土）

　じゃがいもクラブ（委員長：L.小田川　晃）が中心となり深山農園に
植え付けしたじゃがいもの収穫作業を実施。
　収穫した新じゃがいもは、6月27日の今期第３回目の献血活動で採血に
ご協力をいただいた皆様にお分けしています。
今年は、じゃがいもの出来も良く大事に育てた成果が実りました。
じゃがいもクラブのメンバー、そして農園をオープンしていただいた
L.深山英孝大変お疲れ様でした。

第 44期三輪会長・箕輪幹事
井上会計ご苦労様でした。
新 3役よろしくと旧 3役から
熱い言葉と握手で引継ぎ。

ライオンズクラブ 330C 地区
4R1Z ゾーンチェアパーソン
　Ｌ. 山本　勝（桶川 LC）
総務
　Ｌ. 増田　好男（桶川 LC）
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7月第2例会（総会）　２０１７．７．２５　　　通算１，０５８回

8月第1例会　２０１７．８．８　　　通算１，０５９回

例　会　風　景例　会　風　景

　本日の例会は、総会となり第44期の決算並びに事業報告、そして第45期の予算及び事業計画の発表となりまし

た。Ｌ.河野淳二が議長となり速やかに承認となりました。

司会：副幹事Ｌ.高沢

　本日の例会は、ゲストビジターに上尾市スポーツ少年団の本部長：村田喜代汰様、副本部長：土屋正男様、

副本部長：近藤敏春様 3名のご出席で開催いたしました。

総会議長　Ｌ.河野 総会司会：幹事Ｌ.北村

45期会長　Ｌ.田中 予算説明 会計Ｌ.中澤 会計監査　Ｌ.髙井

出向役員委嘱状伝達 委員会報告  Ｌ.福山 出席率発表 Ｌ.中村

前会長Ｌ.三輪　博に日本赤十字血液センターより年間 3回の献血活動に対し

て感謝状を授賞しました。

Ｌ.谷川喜一に上尾市社会福祉協議会より活動に対して感謝状を授賞しました。



 9月第1例会　２０１７．９．１２　　　通算１，０６１回

－　８　－

8月第2例会（納涼例会）　２０１７．８．２２　　　通算１，０６０回

　8月22日(火)JACK大宮 東天紅にて納涼例会を開催。ゲストビジターにライオンズクラブ国際協会330C地区前ガ

バナーＬ.濱野雅司、前キャビネット幹事Ｌ.戸塚智治、GLT コーディネーターＬ.井上忠孝、大宮北ライオンズ

クラブ３役（会長 L. 臼田和弘、幹事 L. 関根成夫、会計 L. 中村　圭）の６名を迎え盛大に楽しく開催しました。

　例会卓話：『旅先のあれこれ』について、Ｌ.金井塚　正良に
　旅行の添乗中に起きたエピソードや家族旅行中の楽しい出来事を話していただきました。

会長挨拶：Ｌ.田中 元三郎

Ｌ.小川　卓郎 出席率：Ｌ.太田　昌之

特別委員会報告

地区役員報告

＜ハワイアン・ショータイム＞

新山真理、春風亭柳橋、春風亭伝枝

笑福亭希光、桂　夏丸、神田　紫

卓話：Ｌ.金井 塚正良

Ｌ.木元　皇一

ＲＣ：Ｌ.吉原　大吉

Ｌ.三角　隆

チャリティカラオケ
実行委員長



10月第1例会（ＣＮ記念例会）　２０１７．１０．１０　　　通算１，０６３回　

10月第2例会　２０１７．１０．２４　　　通算１，０６４回

－　９　－

「ライオンズクラブライフの思い出」ついて、パネルディスカッションを副委員長Ｌ.中村好弘のコーディネータ
ーで実施。在籍35年以上にモナークシェブロン贈呈12名。Ｌ.中澤にYCE活動の感謝状。

　＜国際会長よりLCIF 1000ドル献金　感謝状　
　　　　　　　　　　プログレスピンの贈呈＞

9月第2例会（ガバナー公式訪問合同例会）　２０１７．９．２６　　　通算１，０６２回

　9月26日（火）ライオンズクラブ国際協会330C地区4R-1Zガバナー公式訪問合同例会を東武バンケットホール上尾にて開催

しました。地区ガバナーＬ.田中　明（和光LC）、第一副地区ガバナーＬ.飯野健三（蓮田LC）、第二副地区ガバナーＬ.島田佳宣

（秩父中央LC）出席のもと第一部（例会・入会式）と第二部（懇親会）を開催しました。

  Ｌ. 深山　英孝

 Ｌ. 羽石　章 （10 回献金）

 Ｌ. 田中　元三郎 （7 回献金）

330-C地区ガバナー
Ｌ.田中　明 ＲＣ Ｌ.吉原　大吉

第一副地区ガバナー
Ｌ.飯野　健三

第二副地区ガバナー
Ｌ.島田　佳宣

開会の辞桶川 LC
会長 Ｌ.小峰　日出己

Ｌ.中澤　貞則

Ｌ.田中　仁一郎 Ｌ.小田川　晃 Ｌ.小田川　晃

Ｌ.箕輪　登 Ｌ.祢津　尚人 Ｌ.木檜　敏明

埼玉県腎アイバンク
協会支援委員

Ｌ.小川　卓郎

　＜卓話＞
テーマ：
『私の仕事は、天職です。』

深山Ｌおめでとう！
武蔵丘短期大学の学長
より客員教授に委嘱さ
れました。

  Ｌ. 馬野　信義



－　１０　－

11月第2例会　２０１７．１１．２８　　通算１，０６６回

＜例会開始：国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱＞

12月第1例会　２０１７．１２．５　　通算１，０６７回

11月第1例会　２０１７．１１．１４　　通算１，０６５回

 Ｌ. 木檜　敏明  Ｌ. 北村　貴志

  Ｌ. 中村　聡 Ｌ. 金井塚　正良

＜100 周年記念会員増強賞＞　 　＜卓話＞
テーマ：
『健康診断・人間ドックの重要性について』＜委員会報告＞　

  Ｌ. 福山　栄一  Ｌ. 馬野　信義   Ｌ. 中村　聡

＜本日の司会＞　OSEAL フォーラム参加
　記念バックの贈呈

馬野委員長 より田中会長へ

＜委員会報告＞　＜地区役員報告＞　
＜チャリティカラオケ
　　　　実行委員長＞　

  Ｌ. 福山　栄一  Ｌ. 坂本　貴   Ｌ. 三角　隆  Ｌ. 木元　皇一

＜会長あいさつ＞　 ＜新会社設立祝い＞　

  Ｌ. 三角　隆  Ｌ. 田中 元三郎

＜委嘱状伝達＞　 ＜幹事報告＞　

＜委員会報告＞　
人づくり委員会 会員会則財務委員会 

＜卓話＞

テーマ：
『県政の現状報告』

Ｌ. 石渡　豊

330-C 地区第 64 回年次大会
式典・会場部会 部会員



－　１１　－

12月第2例会（Ｘ’ｍａｓ例会）　２０１７．１２．１９　　　　通算１，０６８回

　クリスマス例会は、メンバーのご家族も参加し100名を超える参加の例会となりました。

ショータイムでは、マジックショーで大いに盛り上がりました。

＜司会＞ ＜会長あいさつ＞ ＜開宴のあいさつ＞ ＜ウィサーブ＞

会長 Ｌ.田中　元三郎  Ｌ. 中村　好弘  Ｌ.箕輪　登Ｌ.木檜　敏明

＜委員長あいさつ＞

  Ｌ. 小川　卓郎  Ｌ.馬野　信義

  Ｌ. 星野　良行

＜閉宴のあいさつ＞

＜パーティ司会＞



－　１２　－

1月第2例会　２０１８.１．２３　　　　　　　通算１，０７０回

2月第1例会　２０１８．２．１３　　　　　　通算１，０７１回

　本年１月は、物故 赤坂　稔Ｌの３回忌となります。赤坂夫人よりＬ.細野　茂がメンバーへの手紙を預かり代読

されました。

1月第１例会　２０１８．１．９　　　　　　通算１，０６９回

　税理士として活躍しており、日頃の経験を交えて解りやすく丁寧に
説明していただきました。

　＜国際会長賞：会員増強＞

　＜卓　話＞

前会長　Ｌ.三輪　博

Ｌ.木元　皇一

Ｌ.伊藤　敏夫

＜卓　話＞　タイトル『金融機関から見た融資のポイント』

田中会長挨拶＜国歌並びにライオンズヒム斉唱＞ テールツイスター

Ｌ.田沼　利彦

会計　Ｌ.中澤　貞則

上尾ＬＣ４５期上半期収支決算報告が会計Ｌ.中澤　貞則より発表されました。

会計　Ｌ.中澤　貞則

＜卓　話＞　タイトル『上尾市の現状と課題』

市議会議員であります

Ｌ.星野良行より現況報告

＜司会：Ｌ高沢 英人＞　

Ｌ.安藤　武志 Ｌ.今川　茂 Ｌ.星野　良行

＜委員会報告＞　

Ｌ.秋山　博和 Ｌ.三角　隆 Ｌ.中村　聡

＜ドネーション者の言葉＞　



－　１３　－

3月第1例会　２０１８.３.１３　　通算１，０７３回

3月第2例会　２０１８.３．２７　通算１，０７４回

ＲＤＤ埼玉実行委員会　代表　仲島　雄太様

　上尾ライオンズクラブと国際友好姉妹提携をしている台北市仁徳獅子会（国際協会300A2地区5R9Z）より4名
のメンバーが来日し、例会に参加いたしました。

2月第2例会　２０１８.２.２７　　通算１，０７２回

＜司会：Ｌ高沢 英人＞　

＜委員会報告＞　 テールツイスタータイム

Ｌ.馬野　信義

＜リジョンチェアパーソン報告＞　

Ｌ.水石　通Ｌ.福山　栄一

Ｌ.安藤　武志・Ｌ.羽石　章Ｌ.木元　皇一

＜キー賞受賞＞　 ＜快気祝い＞　 ＜幹事報告＞　

Ｌ.北村　貴志

テールツイスター代役

　＜卓　話＞
『難病の定義。難病サポートについて＆イベント報告』

＜司会代役＞ ＜じゃがいもクラブ＞

Ｌ.小田川　晃Ｌ.高橋　行雄

姉妹提携クラブ　『台北市仁徳獅子会』来日　例会訪問

Ｌ.高澤　征吾

Ｌ.高澤征吾の南京玉すだれで歓迎。

Ｌ.水石　通と師匠藤本秀恵寿様が三味線民謡で歓迎。

蔡会長に台湾地震災害
に対し義援金。



－　１４　－

4月第1例会　２０１８.４．１０　　　　　　通算１，０７５回

4月第2例会（移動例会）　２０１８.４．２２～２３　　　　　　通算１，０７６回

　故　藤村　秀　ライオンズクラブ国際協会330C地区元ガバナーのご子息である藤村　作氏をお招きし、病院の
院長そしてライオンズクラブのガバナーとして活躍していた当時の思い出話をしていただきました。

5月第1例会　２０１８．５．８　　　　　通算１，０７７回

　本日の例会は、Ｌ.細野　茂の喜寿祝い。また、ガバナーより年次大会の献血活動への協力に対し感
謝状の授与がありました。卓話では、Ｌ.伊藤　敏夫による『薬物乱用防止の啓発、ダメ。ゼッタイ。』の
講和をいただきました。

Ｌ.木檜 Ｌ.中澤 Ｌ.小川 Ｌ.祢津 Ｌ.伊藤　敏夫Ｌ.細野　茂

喜寿祝い

　1泊2日の移動例会。日光東照宮がリニューアルしたことを機に日光・鬼怒川方面となりました。13:00に上尾を

出発し15:30に宿泊先の鬼怒川温泉ホテルに到着。ホテルの会議室にて例会開始。翌日東照宮では、ミユキトラベ

ル様の計らいで郡司様の説明入り1時間45分の特別参観コースとなり充実した見学となりました。日光金谷ホテル

で昼食（ビーフシチュー・パン）後、皇室御用邸の田茂沢恩賜公園を見学となりました。

＜国際会長より LCIF 献金感謝状＞　 ＜古希祝い＞　 ＜お孫さん誕生報告＞　 上尾ロータリークラブ
　会長　藤村　作　様

Ｌ.藤倉　勤 Ｌ.谷川　喜一

＜献血活動への協力感謝状＞ 　＜卓　話＞



－　１５　－

5月第2例会　２０１８．５．２２　　　　　　通算１，０７８回

6月第2例会（さよなら例会）　２０１８.６．２６　　　　　　　通算１，０８０回

6月第1例会（合同準備委員会）　２０１８．６．１２　　　　　通算１，０７９

　第45期最後のさよなら例会に根城　浩氏の入会式を行いライオンズマン
Ｌ.根城　浩が誕生しました。
2度目の『田中丸』も着岸し、次期『木檜丸』へ。三役を胴上げしお疲れ様でした。

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

　上尾ライオンズクラブ第46期の基本方針を次期会長予定者のＬ.木檜敏明より発表。幹事予定者のＬ.田沼利彦の
司会進行で合同準備委員会を開催。各委員会ごとに来期の計画を検討し委員長予定者より計画を発表。

　『私のＰＲ』と題しクラブメンバーに仕事や趣味等を知っていただこうと主旨説明を担当理事Ｌ.星野 良行より

行い。コーディネーター副委員長のＬ.中村 好弘の進行で発表者の楽しい話や興味深い話で例会が盛り上がりました。

次期会長挨拶

会長挨拶

計画出席・PR-IT委員会の担当例会

入会式

会長Ｌ.田中　元三郎 Ｌ.根城　浩の誕生

新店OPEN祝

Ｌ.佐藤　真也

＜国際会長よりラベルピン授与＞　

Ｌ.谷川　喜一 Ｌ.星野　良行 Ｌ.田中　仁一郎 Ｌ.秋山　博和

Ｌ.中村　好弘 Ｌ.木檜　敏明 Ｌ.谷川　喜一 Ｌ.馬野　信義
西友亭馬之助

Ｌ.木檜　敏明 Ｌ.田沼　利彦 Ｌ.箕輪　登

Ｌ.中澤　貞則 Ｌ.祢津　尚人 Ｌ.中村　聡 Ｌ.秋山　浩和

次期会員会則財務委員会 次期計画出席・PR-IT
　　　委員会

次期人づくり委員会 次期街づくり委員会

次期第一副会長挨拶



－　１６　－

４５期　役員・各委員会４５期　役員・各委員会

◆編集・発行《 計画出席-ＰＲ・ＩＴ委員会 》

▶担当理事：Ｌ.星野　良行
▶委 員 長：Ｌ.小川　卓郎　　　副委員長：Ｌ.太田　昌之、Ｌ.中村　好弘
▶委　　員：Ｌ.安藤　武志、Ｌ.伊巻　龍幸、Ｌ.馬野　信義、Ｌ.古俣　和榮
　　　　　　Ｌ.佐藤　真也、Ｌ.高橋　行雄、Ｌ.藤倉　 勉　

※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。

◆役　員◆

会　　　長：Ｌ.田中元三郎
前　会　長：Ｌ.三輪　 博
第一副会長：Ｌ.木檜　敏明
第二副会長：Ｌ.箕輪　 登
幹　　　事：Ｌ.北村　貴志
副　幹　事：Ｌ.高沢　英人
会　　　計：Ｌ.中澤　貞則
Ｔ　・　Ｔ：Ｌ.田沼　利彦
Ｌ　・　Ｔ：Ｌ.平野　明信
二 年 理 事：Ｌ.河野　淳二
　　 〃　 ：Ｌ.星野　良行
一 年 理 事：Ｌ.水石　 通
　　 〃 　：Ｌ.木元　皇一

担当理事：Ｌ.星野　良行
委 員 長：Ｌ.小川　卓郎
副委員長：Ｌ.太田　昌之
副委員長：Ｌ.中村　好弘
委　　員：Ｌ.安藤　武志
　　〃　：Ｌ.伊巻　龍幸
　　〃　：Ｌ.馬野　信義
　　〃　：Ｌ.古俣　和榮
　　〃　：Ｌ.佐藤　真也
　　〃　：Ｌ.高橋　行雄
　　〃　：Ｌ.藤倉　 勉　

◆計画出席-PR・IT委員会◆

担当理事：Ｌ.河野　淳二
委 員 長：Ｌ.金井塚正良
副委員長：Ｌ.谷川　喜一
副委員長：Ｌ.祢津　尚人
委　　員：Ｌ.伊藤　敏夫
　　〃　：Ｌ.井上　孝司
　　〃　：Ｌ.大澤　正夫
　　〃　：Ｌ.祝原　英俊
　　〃　：Ｌ.島村　 功
　　〃　：Ｌ.髙井　 晶
　　〃　：Ｌ.吉原　大吉

◆会員会則・財務委員会◆

◆人づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.水石　 通
委 員 長：Ｌ.中村　 聡
副委員長：Ｌ.坂本　 貴
副委員長：Ｌ.前場　伸治
委　　員：Ｌ.井上　 潔
　　〃　：Ｌ.田中仁一郎
　　〃　：Ｌ.深山　英孝
　　〃　：Ｌ.三角　 隆
　　〃　：Ｌ.矢島　義伯
　　〃　：Ｌ.横塚　健一
　　〃　：Ｌ.吉澤　勝博
賛助会員：Ｌ.井上　大輔
　　〃　：Ｌ.長谷川　智

◆街づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.木元　皇一
委 員 長：Ｌ.福山　栄一
副委員長：Ｌ.秋山　博和
副委員長：Ｌ.小林　哲雄
委　　員：Ｌ.浅子　正剛
　　〃　：Ｌ.今川　 茂
　　〃　：Ｌ.石渡　 豊
　　〃　：Ｌ.小田川 晃
　　〃　：Ｌ.加藤　守史
　　〃　：Ｌ.高澤　征吾
　　〃　：Ｌ.羽石　 章
　　〃　：Ｌ.細野　 茂
賛助会員：Ｌ.小野寺圭介
　　〃　：Ｌ.佐藤　進也

１年間お疲れ様でした。
　　みなさんご協力
ありがとうございました


