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－　１　－

会　長

Ｌ.箕輪　登

　４７期は、新型コロナウィルスが世界中で猛威を

振い、世界中が過去に経験したことのない惨禍に見

舞われました。４７期後半は、例会、大会などが全

て中止となり、自粛規制のなかでの奉仕活動でした。

　その中において、最優秀アワード、Ｌ今川の個人

最優秀特別アワードを頂きましたことが何よりです。

今期皆様のご協力に心から感謝申し上げますと共に、今後の新しい生活スタイルでの奉仕活動へのご協力をお願

い申し上げ、御礼の言葉に変えさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４７期会長　Ｌ.箕輪　登

４７期幹事という大役を拝命し、不安の中ではありましたが大変多くのことを学ばせていただきました。種々活

動の中で歴史ある上尾ライオンズクラブの伝統やメンバーの心慮など窺い知ることができたことも大きな経験と

なりました。拝命中、これまでにない事象に直面し、判断に思いあぐねることもありましたが、皆様と事務局の

支えによって乗り切ることができたと感じております。改めて感謝申し上げます。

　一年間ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４７期幹事　Ｌ.秋山　博和

　箕輪会長より、幾度となく、会計就任の要請がありましたので、引き受けることにしました。今年度を振り返

りますと、秋の例年にない大雨、台風により、チャリティーゴルフが中止になり、新型コロナで、例会、会員旅

行（本宮Ｌ５０周年式典）、キャビネット事業等が中止という一年でした。多くの参加をいただいたチャリティー

カラオケの開催と、スペシャルオリンピックスの知名度の向上、蛍が地場発生したということが、素晴らしいこ

とだったと思います。会計として、至らない点もたくさんあったかと思いますが、メンバーの皆様の温かいご協

力に感謝を申し上げます。

　一年間ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４７期会計　Ｌ.中村　好弘

上尾市長・上尾商工会議所会頭訪問

　７月１２日、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。

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変わらぬ協力依頼等と共に、忌憚

のない意見交換ができました。

第47期を振り返り

第47期の活動報告



－　２　－

献血・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,高沢　英人）が中心となり、

「献血・骨髄バンク登録運動」を実施。

　　　　　　　第47期１回（2019.10.30）献血：27000CC、骨髄バンク登録：２名

　　　　　　　　　　２回（2020.2.26）

今期は、３月以降新型コロナウイルス感

染症拡大防止により６月予定は中止。

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。

※第66回330C地区年次大会アワード受賞

　　献血採取量優秀賞

活  動活  動  報  告

　2019.8.31 ／ 9.1、４年生大会の予選・決勝大会を開催。9.16 ／ 9.21、５年生大会の予選・決勝大会を実施。

第10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
　

 第４６回あげお産業祭　２０１９年１１月９日（土）・１０（日）　ゆりヶ丘公園・市民体育館

　８日搬入、９・１０日の２日間とも好天に恵まれ大盛況。、今年はお汁粉・うどん・そば・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。ＯＳＥＡＬフォーラム広島と重なりましたが２日間で

メンバーも３２名参加し、来場の皆様方に飲食を楽しんで頂きました。



－　３　－

丸山公園　蛍の里（環境保全活動）

　
▶第６６回３３０Ｃ地区年次大会アワード受賞：環境保全優秀賞-最優秀賞受賞◀
　　毎月、街づくり委員会が中心となり丸山公園内の蛍の里の土壌改良と水質改善活動を実施。

2019.7.27蛍の里の環境整備を9時30分よりメンバー１２名の参加で実施。植生の改善（稲の苗の定植）。

　環境改善資材の設置・散布。発酵腐葉土の作成など蛍の幼虫が自生できる環境整備を行う。

2019.8.24／2019.9.21植生の改善（稲の苗の定植）。環境改善資材の設置・散布。発酵腐葉土の作成。

2019.10.26より美しく清らかな公園になるように楽しく整備活動。子供たちも参加し『カブトムシの幼虫　捕まえ隊』

　となりました。

2019.11.30せせらぎに堆肥を撒くので、その前にカブトムシの幼虫を捕獲して別の場所に引っ越しさせました。

　200匹以上の幼虫を捕獲。

2019.12.14草刈り。堆肥の散布。環境改善資材の散布を行いました。

2020.1.25/2020.2.22雑草除去作業を実施。　

災害支援活動を実施

　台風15号により千葉県各地に大きな被害をもたらし、災害支援

活動として上尾市、鴻巣市、桶川市、伊奈町より頂いた緊急物資

を埼玉レキューライオンズクラブが千葉県君津市市役所に搬送す

るのを支援。

10.13には台風19号により福島県本宮市を流れる阿武隈川が氾濫し

市街地が大被害をうけました。本宮市に援助物資を運び、友好ク

ラブの本宮ライオンズクラブに義捐金を贈呈。

６月初旬から丸山公園内蛍の里周辺の沼地で夜８時頃より蛍が見られます。

第５８回ＯＳＥＡＬフォーラム広島　２０１９．１１．７～９

11月7日～9日OSEALフォーラム広島にメンバー11名と伊巻令夫人の12名で参加。

初日、岩国空港から錦帯橋・安芸の宮島を見学。

2日目、フォーラムに参加。原爆記念館、原爆ドーム、広島城等の市内見学。



　『社会福祉・災害援助・青少年健全育成・スペシャルオリンピックス支援』の第４回チャリティーカラオケ大会を上尾

市文化センターで開催。総勢１５６名の参加をいただき、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地区島田ガバナーを通して青少年健全育成・災害援助・スペシャルオリンピックス支援とさせていただき

ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実行委員長　Ｌ.谷川　喜一）

第４回　チャリティーカラオケ大会 ２０２０.２.２日（日）　

『社会福祉・災害援助・青少年健全育成・スペシャルオリンピックス支援』

上尾ライオンズクラブ第 4７期上尾ライオンズクラブ第 4７期

回チャリティカラオケ大会回チャリティカラオケ大会

上尾ライオンズクラブ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

『社会福祉・災害援助・青少年健全育成
   ・スペシャルオリンピックス支援』

第４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

２０２０年２月２日［日］

－　４　－

L. 谷川　喜一

実行委員長

L. 箕輪　登

会長挨拶 ガバナー挨拶

330C 地区ガバナーＬ. 島田　佳宜 上尾市社会福祉協議会
常務理事小山　晴久様

司会

L. 太田　昌之

ゲスト歌手 : 順　弘子

島田ガバナーと共に ゲスト歌手順弘子と共にＬ. 太田昌之・Ｌ. 三角　隆  熱唱

チャリティー金の贈呈

チ  ャ  リ  テ  ィチ  ャ  リ  テ  ィ  ー   ー  活  動活  動

　『災害援助・青少年健全育成・アイバンク支援』のチャリティゴルフ大会は、豪雨により荒川・入間川が増水しリバー

サイドフェニックスゴルフクラブが大被害を受け利用できない状態となり大会中止となりました。

メンバーの協賛金は、チャリティ金としました。

チャリティーゴルフ大会（中止） ２０１９.１０．２３日（水）　

『災害援助・青少年健全育成・アイバンク支援』
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スペシャル・オリンピックス支援　　　

10月20日三郷市陸上競技場にてスペシャルオリンピックス日本・埼玉 第９回埼玉大会陸上競技会の支援開催。

多くのアスリート（競技者）が参加し盛大な協議会となりました。上尾ライオンズクラブから８名のメンバーが支援活動

に参加。

１月19日桶川市の桶川アリーナにてスペシャルオリンピックスの卓球競技の合同練習会を支援開催。

 ３３０Ｃ地区島田ガバナーも駆けつけ上尾ライオンズクラブのメンバーとともにアスリート（競技者）の練習をサポ

ートしました。

Ｌ.今川　茂は、長期に

わたりスペシャルオリン

ピックス日本・埼玉の支

援を行ってきた事で、

第66回330C地区年次大会

アワード受賞

最優秀特別賞

ガバナー個人特別賞

 じゃがいもクラブ（収穫作業）　２０２０年３月植え付け・６月収穫作業

　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予定でしたが新型コロナウィルス感

染症拡大防止のため献血活動が中止となってしまいました。

 にんじんクラブ（ゴルフ同好会）　年間３回コンペ開催予定

　クラブ内ゴルフ親睦会のにんじんクラブでは、年間３回の親睦ゴルフコンペを予定していましたが、新型コロナウィ

ルス感染症拡大防止のため今年度は９月２６日にリバーサイドフェニックスゴルフクラブで開催した１回のみとなりま

した。



－　６　－

 クリスマスコンサート　２０１９年１２月６日（金）　上尾コミュニティ-センター　

　毎年恒例の上尾市社会福祉法人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。

　

箕輪会長開宴の挨拶 上尾市社会福祉協議会　挨拶

谷川第一副会長閉演の挨拶

7月第1例会（新年度）　２０１９．７．９　　　通算１，１０５回

例　会　風　景

　第４７期 会長Ｌ.箕輪　登、幹事Ｌ.秋山博和、会計Ｌ.中村好弘の箕輪丸が船出のスタート。

箕輪会長のキーワード『和合』・スローガン『優しい・易しい奉仕活動』で挨拶。

箕輪会長挨拶 会計挨拶前期三役に記念品贈呈 幹事挨拶

出向複合地区役員 出向330地区役員 テールツイスタータイム

Ｌ.箕輪　登 Ｌ.秋山　博和 Ｌ.中村　好弘



7月第2例会（総会）　２０１９．７．２３　　　通算１，１０６回

＜総会議長＞

Ｌ.三輪　博
書記の選出：Ｌ.高澤征吾

議事録署名人の任命：Ｌ.水石　通、Ｌ.古俣　和榮

第４６期事業報告　前会長：Ｌ.木暮　敏明

　　収支決算報告　前幹事：Ｌ.田沼　利彦

　　会計監査報告　Ｌ.三角　隆

第４７期運営方針発表：会長　Ｌ.箕輪　登

　　　　事業計画発表：幹事　Ｌ.秋山　博和

　　　　　予算案審議：会計　Ｌ.中村　好弘

＜会計監査報告＞

Ｌ.三角　隆前幹事Ｌ.田沼　利彦

＜収支決算報告＞

前会長Ｌ.木檜　敏明

＜第46期事業報告＞

会計Ｌ.中村　好弘会長Ｌ.箕輪　登

　本例会は、第46期の事業報告・収支決算報告と第47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.三輪　博、書記Ｌ.高澤征吾、議事録署名人をＬ.水石　通、Ｌ.古俣和榮が任命され報告・審議も速やか

に終了いたしました。

8月第1例会　２０１９．８．６　　　通算１，１０７回

＜テールツイスタータイム＞
　何年前か数えられない高校時代。

高校球児のＬ.古俣和榮が新潟県で

青春を燃やした話をしていただきま

した。

　また、今期はメンバーの誕生月に

好きな言葉を幹事Ｌ.秋山博和が書

道で表現して記念に贈呈。

今月は、３名のライオンＬ.伊藤敏夫、Ｌ.伊巻龍幸、Ｌ.馬野信義

＜司　会＞

Ｌ. 中村　聡 会長 Ｌ. 箕輪　登

＜会長挨拶＞ 財務・計画出席委員会 人づくり委員会

Ｌ. 金井塚　正良

街づくり委員会

Ｌ. 根城　浩 Ｌ. 高沢　英人

Ｔ・Ｔ Ｌ. 三輪　博 Ｌ. 古俣　和榮

－　７　－

8月第2例会（納涼例会）　２０１９．８．２７　　　大宮東天紅　通算１，１０８回

大宮東天紅にて納涼例会を開催。女性歌手の（美月　優）さんの歌謡ショーを交え楽しい例会となりました。

－　７　－



－　８　－

（左）：稲垣　克駿様
（中央　後援会会長）
　　：島村　健様
（右　本部長）
　　：小板橋　英雄様

上尾市スポーツ少年団 4Rリジョン・チェアパーソン　　　

 9月第1例会　２０１９．９．１０　　　通算１，１０９回

100周年記念
会員増強賞
Ｌ. 北村　貴志

テールツイスター

ライオンズクラブ国際協会 330-C 地区

病気治療のため
しばらくライオ
ンズクラブの活
動をお休みする
報告

Ｌ. 斎藤　孝芳
中学・高校とクラブ活動で柔道
やってきたスポーツマン木暮Ｌ
より当時の話題を披露。
　また、今月の誕生月の３名に
秋山幹事より書を贈呈。

9月第2例会（ガバナー公式訪問330-C地区4R-1Z合同例会）　２０１９．９．２４　通算１，１１０回

上尾 LC幹事
　Ｌ. 秋山　博和

330-C 地区ガバナー
　Ｌ. 島田　佳宣

4R-RC
　Ｌ. 斎藤　孝芳

ガバナー挨拶司　会 歓迎の挨拶

4R-ZC
　Ｌ. 細野　茂

入会式

新入会員Ｌ. 長谷川　智・スポンサーＬ. 木元　皇一

Ｌ. 森川　明治郎

＜ガバナーへ記念品贈呈＞

Ｌ. 島田　佳宣

＜キャビネット幹事報告＞

CAB 幹事
　Ｌ. 渡邉　明

鴻巣 LC幹事
　L. 小谷野真一

来賓地区役員紹介

＜第一副地区ガバナー＞ ＜第二副地区ガバナー＞

Ｌ. 藤井　栄一

＜LCIF・アラート委員会報告＞　

委員長 Ｌ. 猪野塚　弘樹



－　９　－

10月第1例会（ＣＮ記念例会）　２０１９．１０．８　　　通算１，1１１回　

＜ゲストビジター＞

Ｌ. 島村　功

<テールツイスタータイム＞

今期は、誕生月のメン

バーにお気に入りの言

葉を幹事であり書道家

のＬ.秋山　博和筆に

より贈呈

中学生時にバレー

ボール部に所属。

スポーツ少年時代

を振り返り。

Ｌ. 伊藤　敏夫

＜チャーターメンバー卓話＞　

『京都を旅して』
普段行かれない

京都の知られざ

る観光地や寺院

等を振り返り。

上尾商工会議所青年部
会長 秋山　宏章様他２名例会訪問

＜LCIF キャンペーン 100 アワード受賞者＞　

Ｌ. 羽石　章　Ｌ. 深山　英孝　Ｌ. 田中　元三郎　Ｌ. 高澤　征吾
Ｌ. 前場　伸治　Ｌ. 谷川　喜一　Ｌ. 田沼　利彦　Ｌ. 木暮　敏明

Ｌ. 前場　伸治 Ｌ. 三角　隆

10月第2例会　２０１９．１０．２９　　　通算１，１１２回

＜会長挨拶＞ ＜モナークシェブロン＞

35 周年Ｌ. 井上　潔・30 周年Ｌ. 浅子　正剛
25 周年Ｌ. 水石　通
20 周年Ｌ. 井上　孝司
15 周年Ｌ. 谷川　喜一・Ｌ. 横塚　健一・Ｌ. 祢津　尚人   ・Ｌ. 平野　明信・Ｌ. 吉澤　勝博
　　    ・Ｌ. 矢島　義伯
10 周年Ｌ. 星野　良行　Ｌ. 北村　貴志

（12 回目）Ｌ. 羽石　章（３回目） Ｌ. 安藤　武志 Ｌ. 箕輪　登 Ｌ. 木檜　敏明 Ｌ. 谷川　喜一
（1回目）  Ｌ. 秋山　博和 Ｌ. 中村　好弘

＜MJF 1000 ドル献金＞
　プログレスピン

第 38 代会長　Ｌ. 水石　通

＜本日の卓話＞　

ライオンズクラブ入会から会計・

幹事・会長時の活動。また、事業

におけるエピソード等、当時を振

り返りスピーチ。

＜歴代会長トーク＞　

人づくり委員会

11月第1例会（合同委員会開催）　２０１９．１１．１２　　通算１，１１３回

＜テールツイスタータイム＞　

誕生月のＬ.安藤　武志、Ｌ.石渡　豊、Ｌ.平野　明信の３名

に恒例の書を幹事Ｌ.秋山　博和より贈呈。

会員会則・PR-IT 委員会 財務・計画出席委員会 街づくり委員会

会長 Ｌ. 箕輪　登



－　１０　－

11月第2例会　２０１９．１１．２６　　通算１，１１４回

佐藤政隆会長より台風 19 号による被害に対し、毛布 700 枚

の支援並びに災害援助金をいち早く支援していただいた事

に感謝の例会訪問をいただきました。また、50 周年大会長

門馬　秋夫Ｌより 4/26 の 50 周年大会日に上尾 LC メンバー

の多くの参加呼びかけをいただきました。本宮ライオンズ

クラブのメンバー宅や事業所も被災された状況です。

本宮ライオンズクラブ
会長Ｌ. 佐藤　政隆

50 周年大会長
Ｌ. 門馬　秋夫 ＜歴代会長卓話＞　

第 39 代会長
Ｌ. 細野　茂

＜古希の祝＞

Ｌ. 畠山　稔 Ｌ. 井上　潔

ライオンズクラブ

の入会当時や会長

時代のアクトやエ

ピソードを話して

いただきました。

病気治療中の

Ｌ.井上　潔が

２ヶ月ぶりです。

近況報告と体調が

良くなっている事

の報告。

12月第1例会＜ＹＣＥ来日生歓迎会＞　　２０１９．１２．１０　　通算１，１１５回

＜ゲストビジター紹介＞＜ゲストビジター＞　330C 地区青少年・YCE 委員長　

Ｌ. 田中　雄一 Ｌ. 金井塚　正良

Ｌ. 三輪　博

Ｌ. 北村　貴志

<テールツイスタータイム＞

スペシャルオリンピックス
日本・埼玉へ支援金贈呈

2 月冬季全国大会フィギ

アスケート参加アスリー

ト増子永様ファミリーと

事務局：今川　敦美様

マレーシアより来日の YCE 生
CHUA YIN HEAN さん 16 歳
（チュア イェン シェーン）
埼玉レスキューＬＣ会長 L. 内田拓也　幹事 L. 浦中竜太郎
　通訳　浦中絢加様　ご友人

桶川ＬＣ会長　　L. 野本邦夫
伊奈ＬＣ会長　　L. 伊藤晴一
上尾中央ＬＣ会長 L. 高橋建郎

ZC Ｌ. 細野　茂箕輪会長より
記念品贈呈

１２月の誕生月のメン

バーに好きな言葉を書

にして贈呈。



－　１１　－

12月第2例会（Ｘ’ｍａｓ例会）　２０１９．１２．２４　　　　通算１，１１６回

＜司会＞＜司会＞

Ｌ. 金井塚　正良 Ｌ. 谷川　喜一 Ｌ. 小川　卓郎

＜開宴の挨拶＞＜開宴の挨拶＞ ＜We Serve＞＜We Serve＞＜司会＞ ＜開宴の挨拶＞ ＜We Serve＞

＜国歌並びにライオンズヒムの斉唱＞＜国歌並びにライオンズヒムの斉唱＞＜会長挨拶＞＜会長挨拶＞

会長Ｌ. 箕輪　登 Ｌ. 中村　聡

＜国歌並びにライオンズヒムの斉唱＞＜会長挨拶＞



－　１２　－

1月第１例会　２０２０．１．１４　　　　　　通算１，１１７回

新年例会は、西友亭　馬之助師匠（Ｌ.馬野信義）の楽しい小噺で例会を盛上げ、Ｌ.高橋行雄は古希祝。また、３枚の

誕生月に好きな言葉を書にして贈呈。

Ｌ.馬野　信義Ｌ.高橋　行雄会長Ｌ.箕輪　登

＜古希祝＞

1月第2例会　２０２０.１．２８　　　　　　　通算１，１１８回

＜卓　話＞　
歴代会長トーク

Ｌ.髙井　晶

＜傘寿祝い＞ ＜地区役員報告＞

ZC Ｌ.細野　茂 Ｌ.秋山　博和

＜幹事報告＞

Ｌ.谷川　喜一

＜チャリティカラオケ特別委員会＞

Ｌ.木檜　敏明

＜国際交流特別委員会＞
Ｌ.根城　浩

街づくり委員会

Ｌ.高沢　英人

人づくり委員会

入会当時のクラブ活動エピピソード。

40 周年記念として東日本大震災復興支援

吹奏楽コンサート開催のエピソード。

そして、自社の営業内容や出身地の新潟市

の話等大変興味深い話をしていただきまし

た。
第 40 代会長　Ｌ. 古俣　和榮

2月第2例会　２０２０.２.２５　　通算１，１２０回

2月第1例会　２０２０．２．４　　　　　　通算１，１１９回

＜テールツイスター＞

Ｌ.吉原　大吉

＜傘寿祝い＞

今月は、７名のメンバーに書を贈呈Ｌ.田中　仁一郎

田中仁一郎Ｌの若かりし頃の

思い出話。

　また、長年続けている社交

ダンスの話。

＜卓　話＞　
歴代会長トーク

第 42 代会長　Ｌ. 吉原　大吉

趣味や特技・好きな

スポーツ等、若かりし頃

から年齢を重ねるととも

に変化し現在の趣味まで

を楽しく話していただき

ました。

＜テールツイスター＞

会長時に行ったアクト等を説明。

弁護士の観点から現在起きている

世情について意見をのべ説明いた

だきました。

Ｌ. 三角　隆



－　１３　－

6月第2例会（さよなら例会）　２０２０.６．２３　　　　　　　通算１，１２２回

6月第1例会（合同準備委員会）　２０２０．６．９　　　　　通算１，１２１

　第４７期最後となったさよなら例会。お疲れさまでした。９月・１０月には台風被害、そして新型コロナウイルス感

染症の拡大と大変な１年間でしたが着岸しました。

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

　上尾ライオンズクラブ第４８期の基本方針を次期会長予定者のＬ.谷川　喜一より発表。幹事予定者のＬ.金井塚正良

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 次期幹事予定者
司会 L. 金井塚　正良L. 谷川　喜一 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

 ＜PR・IT 担当＞　第４７期の活動を振り返り

新型コロナウイルス感染症防止対策により、３月第１例会から５月第２例会までの３ヶ月の例会は中止。

環境保全最優秀賞（クラブへ）

（蛍の里　土壌改善・水質改善

活動）

最優秀特別・ガバナー個人賞

Ｌ.今川　茂（スペシャルオリ

ンピックス日本・埼玉支援）

＜アワード受賞＞

３ヶ月間例会が中止となり３月

・４月の誕生月のメンバーに

好きな言葉を書にして贈呈。

＜会長挨拶＞ ＜We Serve＞

 Ｌ. 三輪　博

会長 Ｌ. 箕輪　登 前会長 Ｌ. 木檜　敏明 Ｌ. 小川　卓郎

５月・６月の誕生月のメンバー

に好きな言葉を書にして贈呈。



－　１４　－

４７期　役員・各委員会４７期　役員・各委員会

◆編集・発行《 会員会則-ＰＲ・ＩＴ委員会 》

▶担当理事：Ｌ.島村　 功
▶委 員 長：Ｌ.小川　卓郎　副委員長：Ｌ.井上　 潔、Ｌ.三角　 隆
▶委　　員：Ｌ.石渡　 豊、Ｌ.伊藤　敏夫、Ｌ.祝原　英俊、Ｌ.羽石　 章
　　　　　　Ｌ.吉原　大吉　

※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.箕輪　 登
前　会　長：Ｌ.木檜　敏明
第一副会長：Ｌ.谷川　喜一
第二副会長：Ｌ.小川　卓郎
幹　　　事：Ｌ.秋山　博和
副　幹　事：Ｌ.中村　 聡
会　　　計：Ｌ.中村　好弘
Ｔ　・　Ｔ：Ｌ.三輪　 博
Ｌ　・　Ｔ：Ｌ.浅子　正剛
二 年 理 事：Ｌ.伊巻　龍幸
　　 〃　 ：Ｌ.島村　 功
一 年 理 事：Ｌ.高澤　征吾
　　 〃 　：Ｌ.祢津　尚人

担当理事：Ｌ伊巻　龍幸
委 員 長：Ｌ.金井塚正良
副委員長：Ｌ.太田　昌之
副委員長：Ｌ.吉澤　勝博
委　　員：Ｌ.馬野　信義
　　〃　：Ｌ.大澤　正夫
　　〃　：Ｌ.河野　淳二
　　〃　：Ｌ.佐藤　真也
　　〃　：Ｌ.髙井　 晶
　　〃　：Ｌ.田中元三郎
　　〃　：Ｌ.矢島　義伯
　　〃　：Ｌ.横塚　健一

◆計画出席・財務委員会◆

担当理事：Ｌ.島村　 功
委 員 長：Ｌ.小川　卓郎
副委員長：Ｌ.井上　 潔
副委員長：Ｌ.三角　 隆
委　　員：Ｌ.石渡　 豊
　　〃　：Ｌ.伊藤　敏夫
　　〃　：Ｌ.祝原　英俊
　　〃　：Ｌ.羽石　 章
　　〃　：Ｌ.吉原　大吉

◆会員会則-PR・IT委員会◆

◆人づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.祢津　尚人
委 員 長：Ｌ.高沢　英人
副委員長：Ｌ.木元　皇一
副委員長：Ｌ.藤倉　 勉
委　　員：Ｌ.安藤　武志
　　〃　：Ｌ.加藤　守史
　　〃　：Ｌ.古俣　和榮
　　〃　：Ｌ.田中仁一郎
　　〃　：Ｌ.長谷川　智
　　〃　：Ｌ.平野　明信
　　〃　：Ｌ.細野　 茂
　　〃　：Ｌ.水石　 通

◆街づくり委員会◆

担当理事：Ｌ.高澤　征吾
委 員 長：Ｌ.根城　 浩
副委員長：Ｌ.北村　貴志
副委員長：Ｌ.中澤　貞則
委　　員：Ｌ.井上　孝司
　　〃　：Ｌ.今川　 茂
　　〃　：Ｌ.小田川 晃
　　〃　：Ｌ.高橋　行雄
　　〃　：Ｌ.田沼　利彦
　　〃　：Ｌ.畠山　 稔
　　〃　：Ｌ.深山　英孝
　　〃　：Ｌ.星野　良行
　　〃　：Ｌ.前場　伸治
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


