
Bulletin of Ina Lions Club

【PR・ライオンズ情報・IT委員会】 本年度第3回目の会報を発行することができました。ご協力ありがとうございました。
第50代委員／今井 和貴・竹 村　裕・網野 裕美・後藤 孝保・三澤 岩視・宮脇 晴夫

　年間6回開催計画を立て、今回の遠征コンペは第４～５回として開催しました。
　迫る50th式典への団結を固めるためにも大変有効な遠征コンペでした。尚、
50th特別年度企画として、直前幹事中村紘司Ｌより第１回より全てのコンペに「50th特
別賞」の腕時計等をご提供いただき、各大会の第７位の方に贈呈して参りました。
　第１回／L.後藤、第２回／L.高山、第３回／L.伊藤、今回遠征ゴルフコンペの初
日、第４回／L.堀尾、第５回／L.織井、が見事にゲットしました。
　最終コンペは信州伊那国際GCにて計画(日程未定)しています。盛大に納会懇親
会も予定しています。両日の成績は以下の通りです。

【第４回】 ３月９日　１位/L.竹松 寿明　２位/L.吉澤 文男　３位/L.竹村 市衛

【第５回】 ３月１０日　１位/L.織井 常和　２位/L.竹村 市衛　３位/L.天野 正春

■モットー

■334複合地区スローガン

■334-E地区ガバナースローガン

■伊那LC会長スローガン
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親子坐禅道場親子坐禅道場

第4/5回ゴルフ部遠征コンペ

2/5
㈫ 使用済み切手集計発送
皆さんから寄せられた使用済み切手などを整理し、
㈳日本キリスト教海外医療協力会へ発送しました。

　　　・使用済み切手 …… 3,050g 
　　　・未使用ハガキ …… 284枚 
　　　・外国コイン ……… 32個

　毎年恒例になっている「親子坐禅」を3月31日（日）
6時30分より伊那市長桂寺で行いました。
　地元のスポーツ少年団のメンバーを中心に72名
の親子が参加し、坐禅を体験しました。内藤住職よ
り仏教の教え、坐禅の作法等を教わった後、約40分
間の坐禅をしました。
　その後、女性会員・レディの皆さんが用意した朝粥
を、参加者全員でとてもおいしくいただきました。 
　早朝よりお集まりいただき、ご協力くださった関
係者の皆様に、心より感謝いた します。
　　　　　　　　 青少年指導委員長　原  広典
【参加者】  子供/58名　保護者等/16名
 　　　　 クラブメンバー/11名　レディ/ 6名

池 田　章
今井 和貴
竹 村　裕

複合地区スローガン　　「奉仕の世界は熱い情熱と固い絆から」 

健康管理例会

次期役員指名
指名委員長/L.川上  健夫

天竜河畔医院 院長　L.宮脇 晴夫
血液検査結果報告

新入会員挨拶

次期五役の候補者は
次の通りです。
会　　長：L. 三澤  岩視
幹　　事：L. 伊藤  巻廣
会　　計：L. 今井  和貴
ライオン・テーマー：L. 大島  裕治
テール・ツイスター：L. 細江  友子

第1145回
指名例会

3/5㈫

第1145回
指名例会

3/5㈫

第4次東日本復興支援参加第4次東日本復興支援参加

L.原　賢 一 L.細田  隼平

どうぞよろしくお願いいたします。

Ｌ.池田  章　Ｌ.酒井  豊明　２名参加
被災者の皆さんが居住する仮設住宅にお米を配布しました。

宮城県石巻市

 ウィ･サーブ　We Serve  我々は奉仕する
「奉仕の世界は熱い情熱と固い絆から」
「継続と向上」  Keep Our Progress

「奉仕の原点に立つ」　　　　会長　L. 池  田 　章
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採血・財務中間報告

　信州大学農学部では伊那谷の産学官が連携・協力し「新たな
健康長寿生命科学産業」の創出を目指す「伊那谷アグリイノベ
ーション構想」に取り組んでいます。１５年後にリニアが開通
すると長野県の産業地図が書き換えられるといわれている中
で、伊那谷が世界に誇る景観と健康長寿の価値を高める「伊那
谷３０年ビジョン」を描く壮大な構想です。農学部のシーズを
活用し、産学官が連携して伊那谷に▽持続可能な農林業・地域
社会▽競争に打ち勝つ農林業▽６次産業化・プレミアム化の「信
州モデル」▽南信地域の産学官連携の拠点▽美しい農村の保存
―を目指す「伊那谷アグリイノベーション構想３０年ビジョ
ン」。

　伊那谷の農林業の裾野は広い。伊那谷
がひとつになってしっかり頑張れば日本
が元気になる。今まで連携・協力の視点
が欠けていた。せっかく当大学農学部が伊
那谷にあるのでお役に立ちたい。リニアが２０２７年に開通すると首都圏と３０分程度で結ばれ、心
理的距離も縮まる。２つのアルプスに囲まれた、特異な地形を有する高地高冷地の伊那谷が世界に誇
る景観と健康長寿の価値を高めるため、新たな健康長寿生命科学産業の創出により、人・もの・金の
伊那谷ブランド化を目指したい。
　具体的には▽食糧・環境・生命系▽中医・薬学系▽情報・ものづくり系▽宇宙・ナノバイオ系―と
いった新アグリビジネス・新産業振興を想定。伊那谷学術研究推進都市を掲げる。

地区ガバナースローガン　　「継続と向上」　Keep Our Progress伊那ライオンズクラブ会長スローガン　　　「奉仕の原点に立つ」 

閉会の挨拶
第一副会長  L.三澤 岩視

ご祈祷
池田会長

開宴の挨拶
長期計画・接待委員長

L.向山  等
新年の挨拶
池田会長

半期出席率報告
出席委員長/L.唐澤  勝

財務中間報告
財務委員長/L.古田  順子

講師紹介
YCE委員長/L.吉瀬  洋

財務中間監査報告
監査委員/L.御子柴  誠一

巳年 年男によるライオンズ・ローア
L.御子柴 誠一  ・  L.中村 紘司新入会員　L.中村 威彦の紹介

伊那市副市長
酒井  茂 様

伊那商工会議所会頭
向山 公人 様

乾杯
伊那中央ロータリークラブ会長

矢野 昌史 様

伊那ロータリークラブ会長
松下 正博 様

来賓祝辞

伊那市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
伊那商工会議所 ‥‥‥‥‥‥‥
伊那ロータリークラブ ‥‥‥‥‥
伊那中央ロータリークラブ ‥‥‥
伊那青年会議所 ‥‥‥‥‥‥‥
ガールスカウト長野県第26団  ‥‥‥

副市長
会　頭
会　長
会　長
理事長
団委員長

新  年  例  会新  年  例  会

酒  井　 茂 様
向山　公人 様
松下　正博 様
矢野　昌史 様
馬場　規生 様
森本美佐子 様

講師：信州大学農学部　中村 宗一郎  先生

上半期の出席率は
82.22％でした。メンバーの健康管理の一環で、血液検査のため

採血しました。3月5日の例会には結果がわかります。

新年のご祈祷

ご来賓

第1142回
新年例会

1/8㈫

第1142回
新年例会

1/8㈫

第1143回
採血例会

2/5㈫

第1143回
採血例会

2/5㈫

第1144回
卓話例会

2/19㈫

第1144回
卓話例会

2/19㈫

1 月 3日●ベルシャイン箕輪店　400ml/49 名、 200ml/10 名、 計 21,600ml
1 月 7日●県伊那合同庁舎　400ml/58 名、 200ml/6 名、 計 24,400ml
1 月 10 日●伊那市役所　400ml/77 名、 200ml/9 名、 計 32,600ml
2 月 11 日●高遠だるま市　400ml/68 名、 200ml/7 名、 計 28,600ml

下記の日程で献血募集を行いました。 各会場ともたくさんのご協力を戴きました。

「伊那谷ルネッサンスをめざして」「伊那谷ルネッサンスをめざして」
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