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会　長
Ｌ.木暮敏明

幹　事
Ｌ.田沼利彦

会　計
Ｌ.深山英孝

第46期の活動報告

　４６期はキーワードを「温故知新」、アクティビ

ティスローガンを「メンバー参加のアクティビティ」

とし、一年間活動させて頂きました。

　年度当初には、西日本豪雨災害・北海道胆振東部

地震と立て続けに自然災害が発生しましたが、皆様

のご理解をいただき各々上尾駅頭募金の実施やクラブの災害援助基金を活用させて頂き、支援を行うこと

ができました。呉安浦ＬＣ、北海道厚真ＬＣへの義捐金はそれぞれ被災地で有効に活用された旨の報告を

頂き、あらためて災害援助基金の必要性を認識することができました。

　今期のキーワードに基づき歴代会長卓話を実施しました。歴代の先輩方の当時の話を聞き、現在ではま

ねの出来ないようなアクティビティ、当時のクラブの状況等色々な点で感心させられました。歴代会長卓

話を行ってよかったと思います。

　また、従前より行っている事業チャリティゴルフには１９２名の参加。第３回となるチャリティカラオ

ケは１３６名とメンバーの皆様の尽力を頂き、多くの市民の方々の参加を頂き成功裏に進めることができ

ました。

　本年４月には３３２-Ｄ地区福島県本宮ＬＣとの友好クラブ締結調印式を行いました。

市内の丸山公園内ではほたるの自生に取り組みました。６月には何匹かのほたるを確認することが出来ま

した。来期以降に繋がればと思います。

　最後に、４６期では色々な事をさせて頂きました。当クラブの結束力の強さを強く感じました。

皆様のひとかたならぬご協力ありがとうございます。引き続きご指導・ご協力をお願い致します。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４６期会長　Ｌ.木暮　敏明
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今期のキーワードに基づき歴代会長卓話を実施しました。歴代の先輩方の当時の話を聞き、現在ではま

ねの出来ないようなアクティビティ、当時のクラブの状況等色々な点で感心させられました。歴代会長卓

話を行ってよかったと思います。

また、従前より行っている事業チャリティゴルフには１９２名の参加。第３回となるチャリティカラオ

ケは１３６名とメンバーの皆様の尽力を頂き、多くの市民の方々の参加を頂き成功裏に進めることができ

ました。

本年４月には３３２-Ｄ地区福島県本宮ＬＣとの友好クラブ締結調印式を行いました。

市内の丸山公園内ではほたるの自生に取り組みました。６月には何匹かのほたるを確認することが出来ま

した。来期以降に繋がればと思います。

最後に、４６期では色々な事をさせて頂きました。当クラブの結束力の強さを強く感じました。

皆様のひとかたならぬご協力ありがとうございます。引き続きご指導・ご協力をお願い致します。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４６期会長　Ｌ.木暮　敏明

会 長 幹計

上尾市長・上尾商工会議所会頭訪問

　７月２日、７月４日の両日で畠山稔上尾市長・神田博一上尾商工会議所会頭に表敬訪問を行いました。

今期初の活動となる表敬訪問では、上尾中央ライオンズクラブ・

埼玉レスキューライオンズクラブと共に３クラブの三役により

合同で訪問しました。

畠山稔上尾市長・神田博一上尾商工会会頭との面会では、各ク

ラブそれぞれのアクティビティの現状と報告、上尾市・上尾商

工会議所からの従前と変わらぬ協力依頼等と共に和やかな雰囲

気の中、忌憚のない意見交換ができました。
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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,中村　聡）が

中心となり、「献血・骨髄バンク登録運動」を実施。

　　　　　　　第４６期１回（2018.10.31）２回（2019.2.27）３回（2019.6.26）

年間３回の活動を実施。６月２６日には、じゃがいもクラブを中心にじゃがいもの種の植え付けから収穫

したじゃがいもを献血に来られた皆さんに配布しました。

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

　今年は、雨天による順延となり、2018.9.17 （月） 敬老の日、 一日で４年生大会の予選・決勝大会となりました。

9.24 （月） に５年生大会予選 （平塚サッカー場）。 10.8 （月） 体育の日に決勝並びに閉会式 （平塚サッカー場）。

第９回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

並びに閉会式 （平塚サッカ 場）。9 （月） に５年生大会予選 （平塚サッカ 場）。 0 8 （月） 体育 日に決勝並

丸山公園　蛍の里

　経験と知識を持ったＬ.根城　浩と街づくり委員会が中心となり、「蛍の里」の土壌改善と整備を実施。

６月中旬から７月初旬には、ホタルの乱舞するのを楽しみに。
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災害支援活動を実施

　
▶西日本豪雨災害緊急援助◀７月１２日
　　過日の西日本豪雨の被災地の緊急援助のため、上尾市長様の号令のもと上尾市様より、水・毛布の災害

　援助物資提供を頂きました。７月１３日には、広島県呉市に当地区のスペシャリィティクラブである埼玉

　レスキューライオンズクラブ・東京レスキューライオンズクラブが４台の車両に上尾市・桶川市・伊奈町

　他各行政からの援助物資を届けました。当クラブと致しましては、先の７月１０日に行われた例会での募

　金５１，０００円を呉市に義捐金として、スイカ２０個と共に緊急援助物資として提供致しました。

▶上尾駅頭での募金活動実施◀７月２０日
　　日本豪雨災害支援の為の募金活動を上尾駅頭で行いました。
　連日の猛暑の中、上尾ライオンズクラブメンバー１３名の参加で災
　害支援募金を行いました。上尾駅ご利用の市民の皆さまをはじめ、
　多くの方々にご協力頂き、７０，８９９円の義捐金を頂きました。
　皆さまの善意のご寄付を今回の災害で被災された方々のために有
　効に活用したいと考えております。

Ｌ. 浅子 正剛、Ｌ. 井上　孝、Ｌ. 馬野 信義、Ｌ. 小川 卓郎、Ｌ. 木檜 敏明、

Ｌ. 島村　功、Ｌ. 田沼 利彦、Ｌ. 根城　浩、Ｌ. 祢津 尚人、Ｌ. 星野 良行、

Ｌ. 前場 伸治、Ｌ. 水石 通、Ｌ. 三輪 博 １3 名参加

ＹＣＥ生来日

▶２０１８年８月１日㈬
　　４Ｒ１Ｚのゾーンで受け入れしたメキシコ生まれのペトラザセバスチャン君１７歳。午前中は、上尾市内

　の丸山公園（上尾LCが蛍の育成をしている蛍の里）・榎本牧場・井上スパイス工業を見学し昼食。午後は、

　川越の小江戸散策と喜多院・氷川神社を見学し上尾市内の浜焼太郎で懇親会。食べ物の好き嫌いもなく、明

　るい好青年でした。

，

　るい好青年でした。。

▶北海道胆振東部地震への災害支援募金活動実施◀９月２０日
　　募金活動６０，７４２円。災害援助義援金より２３９，２５８円拠出、合計３０万円を支援。

ＹＣＥ生来日
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10月24日（水）リバーサイドフェニックスゴルフ場おいて『災害援助・糖尿病予防・アイバンク支援チャリ

ティーゴルフ大会』を開催。チャリティーゴルフ特別委員会のメンバー並びに第46期役員は早朝6:00より準

備し、参加者のお出迎えに備え後は受付を待つばかり。お陰様で日中は気温20℃を超えるゴルフ日和となり

参加者189名と盛大に実施することができました。

　また、多くの皆様にご協賛いただき御礼申し上げます。　　　　　（大会実行委員長　Ｌ高橋　行雄）

　『社会福祉・災害援助・青少年健全育成』のチャリティとして総勢１３６名の参加をいただきました。ゲス

ト歌手（順　弘子様）に花を添えていただきました。ご協賛いただきました皆様、ご出演者からの参加費の中

から、そして、当日のチャリティＢＯＸへの浄財は、上尾市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地区飯野ガバナー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

いただきます。出演者の熱唱で盛大に開催することができました。（実行委員長　Ｌ.三輪　博）

第３回　チャリティカラオケ大会 ２０１９.２.３日（日）　

『社会福祉・災害援助・青少年健全育成』

上尾ライオンズクラブ　チャリティゴルフ大会 ２０１８.１０.２４日（水）　

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

上尾ライオンズクラブ第 4６期

上尾ライオンズクラブ

［開場］ 9：0０　［開会］ 9：1０ （１8：3０閉会予定）

上尾市文化センター 中ホール

２０１9年２月3日［日］

『社会福祉・災害援助・青少年健全育成』

第３回チャリティカラオケ大チャリティカラオケ大会

【主 催】上尾ライオンズクラブ
【後　援】上尾市／上尾市社会福祉協議会

＜お問合せ：上尾ライオンズクラブ事務局＞
☎  048－774－8794

祉 災害援助 青少年健全育成『社会福
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 あげお産業祭　２０１８年１１月１０日（土）・１１（日）　市民体育館

　２日間好天に恵まれ大盛況となりました。今年もうどん・そば・ジャガバター・飲み物の模擬店を出店。

街づくり委員会が中心となり事前準備を行い完売となりました。 来場の皆様方に飲食を 楽しんで頂きまし

た。 この事業によって得られた収益金を災害援助基金等に当てさせて頂いております。

皆様のご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。

 クリスマスコンサート　２０１８年１２月１４日（金）　上尾コミュニティ-センター　

　毎年恒例となりました、上尾市の社会福祉法人３法人とＮＰＯ法人２法人の皆様とクリスマスコンサート

を開催しました。各事業所のメンバーが日頃の練習成果を発表する舞台です。ステージでは、歌やダンスを

披露し楽しい発表会となりました。また、各事業所で作った製品の販売も行われ活発な交流会となりました。

スペシャル・オリンピック支援　２０１９年６月２日（日）　埼玉県立上尾運動公園　　

クリスマスコ

　スペシャル・オリンピックス日本・埼玉（知的障害者のアスリートスポーツ大会）の第９回埼玉大会　卓

球競技会の運営補助としてボランティア支援活動を行いました。第１回から継続事業として支援活動を実施。



第３回鴻巣カントリー

2019 年 6 月 19 日（水）
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7月第1例会（新年度）　２０１８．７．１０　　　通算１，０８１回

例　会　風　景

　副幹事Ｌ.前歯伸治の司会進行で第４６期がスタート。上尾ＬＣ最年少会長Ｌ.木暮敏明の挨拶で船出となりました。

Ｌ.濱野雅司元ガバナー他幹事団が励ましと応援に駆け付け、木檜新会長も少し緊張気味・・・。

みなさんからの応援メッセージをいただき木檜会長の人柄が表れた例会でした。

木暮会長挨拶 ゲストビジター紹介

 じゃがいもクラブ（収穫作業）　２０１９年３月１７日植え付け・６月２２日収穫作業

　じゃがいもクラブ（委員長：L.小田川　晃）が中心となりじゃがいもの植え付け・収穫作業を実施。収穫した
新じゃがいもは、6月26日の第３回献血活動で採血にご協力をいただいた皆様に配布しました。

にんじんゴルフコンペ

第２回大宮ゴルフコース

2019 年 5 月 8 日（水）

第１回大宮ゴルフコース
2018年11月21日（水）

元ガバナー挨拶

7月第2例会（総会）　２０１８．７．２４　　　通算１，０８２回

　本例会は、第45期の事業報告・収支決算報告と第46期の運営方針及び収支予算審議の定期総会となります。

総会議長をＬ.島村　功、書記Ｌ.小川卓郎、議事録署名人をＬ.古俣和榮、Ｌ.井上　潔が任命され報告・審

議も速やかに終了いたしました。

司会：Ｌ.田沼利彦 地区出向役員 委員会報告

Ｌ.祢津　尚人Ｌ.高橋　行雄Ｌ.矢島　義伯Ｌ.祢津　尚人

総会議長

Ｌ.島村　功
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8月第1例会　２０１８．８．７　　　通算１，０８３回

　上尾スポーツ少年団の代表4名様の例会訪問がありました。　上尾ライオンズクラブの後援による小学生４

・５年生のサッカー大会開催や西武ライオンズクラブの野球教室等青少年健全育成支援活動に対し訪問。

＜ゲストビジター＞上尾スポーツ少年団

小板橋様 後援会代表

米寿祝　Ｌ. 伊藤　敏夫
喜寿祝　Ｌ. 伊巻　龍幸
　　　　Ｌ. 馬野　信義
還暦祝　Ｌ. 井上　孝司

＜お祝い＞

＜卓　話＞　『歴代会長卓話』　

第 10 期会長　Ｌ. 伊藤　敏夫

　チャーターメンバーであり又、米寿

祝いの伊藤敏夫Ｌの卓話です。

46 年前盛大にチャーターナイトを実施

した事。また、他クラブのチャーター

ナイトにクラブ全員で訪問した事。

　発足当初例会場や食事の手配等苦労

しつつ大勢のメンバーが活動した事。

相変わらずの記憶力で卓話をいただき

ました。

8月第2例会（納涼例会）　２０１８．８．２８　　　VOICE BER Ｊ☆ジェイ　通算１，０８４回

　毎年恒例の納涼例会に330-C地区4R1Zのリジョンチェアパーソン・ゾーンチェアパーソンそして伊奈ライオ

ンズクラブの３役の訪問があり、さいたま市のVOICE BER Ｊ☆ジェイで開催。第一部の例会後、第二部は、

ものまね芸人のショータイムとなり猛暑を吹き飛ばす楽しい爆笑例会となりました。

会長Ｌ. 木檜 敏明 ＲＣ Ｌ. 高橋　隆 ＺＣ Ｌ. 齋藤 孝芳
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 9月第1例会　２０１８．９．１１　　　通算１，０８５回

　本日の卓話は、第２３代

会長のＬ.伊巻龍幸に会長時

のアクトやエピソードをお

話をしていただきました。

9月第2例会（ガバナー公式訪問合同例会）　２０１８．９．２５　　　通算１，０８６回

　330-C地区4R-1Z合同例会

CAB副幹事報告

Ｌ. 谷川　喜一

本日の卓話

第 23 代会長 Ｌ. 伊巻　龍幸

会長 Ｌ. 木暮　敏明

会長挨拶

副幹事 Ｌ. 前場　伸治

司　会 喜寿祝い

Ｌ. 高澤　征吾

出席率の発表テールツイスター

Ｔ・Ｔ  Ｌ. 太田　昌之 計画出席委員会
副委員長 Ｌ. 古俣　和榮

伊奈 LC幹事
　Ｌ. 山崎　美津子

330-C 地区ガバナー
　Ｌ. 飯野　健三

4R-RC
　Ｌ. 高橋　隆

ガバナー挨拶司　会 歓迎の挨拶

上尾ライオンズクラブ
会長　Ｌ. 木暮　敏明

入会式

Ｌ. 根城　 浩

LCIF・アラート委員会
委員長Ｌ. 武藤　博昭

＜第一副地区ガバナー＞ ＜第二副地区ガバナー＞

Ｌ. 島田　佳宣 Ｌ. 森川　明治郎
＜キャビネット幹事報告＞

CAB 幹事
　Ｌ. 吉田　茂



10月第2例会　２０１７．１０．２３　　　通算１，０８８回

－　９　－

10月第1例会（ＣＮ記念例会）　２０１８．１０．９　　　通算１，０８７回　

＜ゲストビジター＞

お祝い並びにシェブロンの贈呈

＜シェブロンの贈呈＞　

チャーターメンバーでありますＬ.伊藤敏夫の令夫人 伊藤禎子様を

ゲストビジターにお迎えして例会を行いました。

クラブ発足以来 46 年の長きにに渡り奉仕活動ありがとうございます。

ブ 贈

お祝い並びにシ ブロンの贈呈

贈

＜ゲストビジター挨拶＞

埼玉県赤十字血液センター
献血推進部長 井上　肇様

上尾市スポーツ少年団
相談役 中里　五男様

大宮北ライオンズクラブ
　会長 Ｌ. 内海　雄二

＜本日の卓話＞　人づくり委員会担当

＜血液事情の現状について＞

＜サッカー大会の協賛について＞

埼玉県赤十字血液センター献血推進一部部長の井上　肇様と推進課

主査の高橋　賢様により埼玉県の献血事情とその必要性について講

和をいただき。

上尾ライオンズクラブの献血活動へのお礼と更なるお願い。

上尾スポーツ少年団の中里五男様

と石井景雅様より上尾ＬＣ杯小学

校４・５年生サッカー大会の支援

のお礼と状況報告。



－　１０　－

11月第2例会　２０１８．１１．２７　　通算１，０９０回

12月第1例会　２０１７．１２．５　　通算１，０９１回

11月第1例会　２０１８．１１．１３　　通算１，０８９回

＜卓話＞蛍の育成状況の報告

Ｌ. 羽石　章（11 回）　  Ｌ. 田沼　利彦（5回）
Ｌ. 深山　英孝（4回）　Ｌ. 高澤　征吾（5回）
Ｌ. 前場　伸治（3回）　Ｌ. 木檜　敏明（2回）
Ｌ. 谷川　喜一（2回）

＜MJF1000 ドル献金 プログレスピン サポーターピン及びガバナーより感謝状 ピン贈呈＞

＜本日の卓話＞
＜糖尿病について：まつもと糖尿病クリニック　医長　松本　壮一様＞

『ライオンズクラブ国際協会も取り組んでいる糖尿病予防』地元専門医のまつもと

糖尿病クリニックの松本院長より予防と対策、糖尿病の怖さ等の講和をいただきました。

＜テールツイスタータイム＞　
テールツイスターＬ.太田昌之の今期は、

在籍ライオンズマンの年代をお得意の歌

シリーズで紹介。本日は、昭和２２年生

まれのメンバーが歌を披露。

Ｌ.吉原　大吉より

卓話をしていただくゲ

ストビジターの紹介。

Ｌ. 太田　昌之 Ｌ. 浅子　正剛 Ｌ. 河野　淳二

　本日の卓話は、『車とは私の人生と共に歩んだ伴奏車』と題し、Ｌ.馬野信義にしていただきました。

若き青年時代に苦労して手に入れた車から、数えきれないほどの名立たる名車に乗って来られ楽しい話は、

青春そのものです。

＜委嘱状伝達＞　

傘寿祝

Ｌ. 羽石　 章

＜幹事報告＞　

Ｌ. 田沼　利彦

＜会長あいさつ＞　

Ｌ. 木暮　敏明 Ｌ. 島村　功 Ｌ. 根城　浩

Ｌ. 伊藤　敏夫 Ｌ. 三輪　博 Ｌ. 田中　元三郎

<テールツイスタータイム＞



－　１１　－

12月第2例会（Ｘ’ｍａｓ例会）　２０１８．１２．２５　　　　通算１，０９２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、エレクトーン演奏＆マジックショーで大いに盛り上がりました。

  Ｌ. 星野　良行



－　１２　－

1月第2例会　２０１９.１．２２　　　　　　　通算１，０９４回

2月第1例会　２０１９．２．１２　　　　　　通算１，０９５回

1月第１例会　２０１９．１．８　　　　　　通算１，０９３回

テールツイスター

横山　淳子様のアコーディオン演奏
＜ゲストビジター＞　
新年例会に上尾市役所職員で

ありボランティアでアコーデ

ィオン演奏者の横山淳子様に

例会を盛上げて頂きました。

風のため声の出ない太田Ｌに代わり馬野Ｌのテールツイスタータイム。昭和２７年生まれの歌を披露。

Ｌ.水石　通Ｌ.島村　功Ｌ.小川　卓郎Ｌ.安藤　武志Ｌ.田中　元三郎

＜卓　話＞　
歴代会長トーク

＜委嘱状伝達＞　

Ｌ.吉沢　勝博Ｌ.石渡　豊Ｌ.北村　貴志Ｌ.木暮　敏明 第２６代会長
   Ｌ.羽石　章

＜豪雨災害にあった広島県呉市
　安浦小学校に冷水機を寄贈＞　

＜北海道胆振東部地震による
　　　被害に対し義援金＞　

広島県呉市安浦小学校の山崎校長先生

より災害援助に対するお礼状。

北海道胆振東部地震の災害援助に対し、

厚真ライオンズクラブよりお礼状をい

ただきました。

＜卓　話＞　
歴代会長卓話

第２８代会長
   Ｌ井上　潔

テールツイスター

Ｌ.谷川　喜一Ｌ.箕輪　登Ｌ.星野　良行



－　１３　－

3月第1例会　２０１９.３.１２　　通算１，０９７回

3月第2例会　２０１９.３．２６　通算１，０９８回

2月第2例会（移動例会）　２０１９.２.２４～２５　　通算１，０９６回

　２／２４㈰ＡＭ１０：００上尾よりバスにのり福島県磐梯熱海温泉に向け出発。那須にて昼食をとり磐梯熱海温
泉のホテル華の湯にて例会開始。お風呂にゆったりとつかり、夕食は宴会へとなりました。翌２５日は、野口英世

記念館を見学し本宮市のアサヒビール福島工場を見学。アサヒビール園本宮店にて本年4月に姉妹提携を行う予定の

本宮ライオンズクラブの三役と合流し昼食を共にいたしました。

第 31 第会長の L. 三角　隆

会長時代のエピソードや

事業を振り返り、楽しい

匠な話術で例会を盛り上

げました。

＜卓話＞歴代会長卓話

Ｌ. 祢津　尚人 Ｌ. 田沼　利彦

<テールツイスタータイム＞
330C 地区
キャビネット報告

第 33 第会長
L. 田中　元三郎

キャビネット副幹事 
　L. 谷川喜一

＜卓話＞歴代会長卓話

Ｌ. 木本　皇一 Ｌ. 秋山　博和 Ｌ. 木暮　敏明



－　１４　－

4月第1例会　２０１９.４．９　　　　　　通算１，０９９回

4月第2例会（本宮ライオンズクラブとの合同例会）　２０１９.４．２３　　　　　　通算１，１００回

5月第1例会　２０１９．５．１４　　　　　通算１，１０１回

　本宮ライオンズクラブ（例会第1,160回）との友好クラブ盟約　調印式を行う。

　＜卓　話＞歴代会長卓話

＜古希の祝い＞

Ｌ. 金井塚　正良

本日の卓話 テールツイスター

Ｌ. 髙井　晶 Ｌ. 根城　浩 Ｌ. 高沢　英人

第３５期の周年事業の思

い出や現在までの事業の

取り組み等のお話をいた

抱きました。

『私の人生行路と

　　　　小江戸川越』

青年アカデミー委員会：L. 秋山　博和

「次世代フォーラム 2019」　開催のご案内

Ｌ. 島村　功

第 34 代会長



－　１５　－

5月第2例会　２０１９．５．２８　　　　　　通算１，１０２回

6月第2例会（さよなら例会）　２０１９.６．２５　　　　　　　通算１，１０４回

6月第1例会（合同準備委員会）　２０１９．６．１１　　　　　通算１，１０３

　第４６期最後となったさよなら例会。お疲れさまでした。
上尾ライオンズクラブ最年少会長『木暮丸』の活躍により着岸しました。
７月より第４７期『箕輪丸』へバトンタッチ。

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４７期の基本方針を次期会長予定者のＬ.箕輪　登より発表。幹事予定者のＬ.秋山博和
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。

次期会長挨拶

あぴお６月号に「ホタルの里」
環境取組が掲載

第 36 期会長　L. 河野　淳二

病気療養中でした

高澤Ｌが元気な姿

で復帰されました。 　＜卓　話＞歴代会長卓話

次期幹事予定者
司会 L. 秋山　博和L. 箕輪　登 会員会則・PR-IT 委員会 財務・計画出席委員会

人づくり委員会街づくり委員会

次期会計予定者
 L. 中村　好弘

次期役員会長Ｌ. 木暮　敏明

　 ＜本日の卓話＞ 計画出席 /PR・IT 委員会担当

理事 L. 木元　皇一

　第４６期の活動を振り返りさよなら例会を
盛上げてくれました。



－　１６　－

４６期　役員・各委員会４６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.木元　皇一
▶委 員 長：Ｌ.祢津　尚人　　　副委員長：Ｌ.井上　 潔、Ｌ.古俣　和榮
▶委　　員：Ｌ.馬野　信義、Ｌ.大澤　正夫、Ｌ.佐藤　真也、Ｌ.羽石　 章
　　　　　　Ｌ.星野　良行、Ｌ.三角　 隆、Ｌ.三輪　 博　

※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.木檜　敏明
前　会　長：Ｌ.田中元三郎
第一副会長：Ｌ.箕輪　 登
第二副会長：Ｌ.谷川　喜一
幹　　　事：Ｌ.田沼　利彦
副　幹　事：Ｌ.前場　伸治
会　　　計：Ｌ.深山　英孝
Ｔ　・　Ｔ：Ｌ.太田　昌之
Ｌ　・　Ｔ：Ｌ.井上　孝司
二 年 理 事：Ｌ.伊巻　龍幸
　　 〃　 ：Ｌ.島村　 功
一 年 理 事：Ｌ.木元　皇一
　　 〃 　：Ｌ.水石　 通

担当理事：Ｌ.木元　皇一
委 員 長：Ｌ.祢津　尚人
副委員長：Ｌ.井上　 潔
副委員長：Ｌ.古俣　和榮
委　　員：Ｌ.馬野　信義
　　〃　：Ｌ.大澤　正夫
　　〃　：Ｌ.佐藤　真也
　　〃　：Ｌ.羽石　 章
　　〃　：Ｌ.星野　良行
　　〃　：Ｌ.三角　 隆
　　〃　：Ｌ.三輪　 博　　

◆計画出席-PR・IT委員会◆

担当理事：Ｌ.伊巻　龍幸
委 員 長：Ｌ.河野　淳二
副委員長：Ｌ.中澤　貞則
副委員長：Ｌ.中村　好弘
委　　員：Ｌ.石渡　 豊
　　〃　：Ｌ.伊藤　敏夫
　　〃　：Ｌ.祝原　英俊
　　〃　：Ｌ.金井塚正良
　　〃　：Ｌ.髙井　 晶
　　〃　：Ｌ.藤倉　 勉

◆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.加藤　守史
副委員長：Ｌ.北村　貴志
委　　員：Ｌ.小川　卓郎
　　〃　：Ｌ.小田川 晃
　　〃　：Ｌ.高橋　行雄
　　〃　：Ｌ.根城　 浩
　　〃　：Ｌ.畠山　 稔
　　〃　：Ｌ.細野　 茂
　　〃　：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.島村　 功
委 員 長：Ｌ.高沢　英人
副委員長：Ｌ.秋山　博和
副委員長：Ｌ.平野　明信
委　　員：Ｌ.浅子　正剛
　　〃　：Ｌ.安藤　武志
　　〃　：Ｌ.高澤　征吾
　　〃　：Ｌ.田中仁一郎
　　〃　：Ｌ.矢島　義伯
　　〃　：Ｌ.横塚　健一
　　〃　：Ｌ.吉原　大吉
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


