
　9月17日、新橋演樤場でミュージカル「ペテン師と

詐欺師」LPの会観劇。石丸幹二さんのダンディさと

山田孝之さんのキュートさのＷ主演が本当にダブ

ルで素晴らしく，笑いあり，大笑いありの面白さで

した。役者の皆様，歌の上手さも流石でした。

　「すしざんまい」の昼食「アルカナ東京」のフレン

チ，とお腹も満たされ

幸福度アップの一日

でした。ご協力いた

だいた方々に感謝申

し上げます。ありがと

うございました。

　8月27日、ホテル国際21で334-E地区2R3Zのガバナー公式訪問合同特

別例会が、加藤久雄長野市長を来賓にお迎えし、長野中央LCのホストで

開催されました。

　長野みすずLC所属のガバナーL.仁科良三はスローガンをもとに、基本

方針を説明し、一丸となって奉仕活動に邁進しよう、と呼びかけました。

　記念事業として、パラリンピック正式種目の「ボッチャ競技用具 一式」

を県健康福祉部に贈呈されました。

　当クラブからは、元地区ガバナーL.

仁科良幸、2R・RCのL.徳武良彦、地区

環境保全委員長L.野村文孝、副幹事

兼地区協力委員長L.岡宮清吉が地区

役員として出席しました。

騙したつもりが騙されてガバナー公式訪問合同特別例会報告

　年末まであと二週間と迫った12月18日水曜日、家族合同クリスマス親睦会が開

催されました。参加者は長野みすずLCの三役の皆様と平和ポスターコンテストで

334-E地区最優秀賞を受賞された竜野樹里花さん親子の計5名のゲストを含めて73

名となりました。

　酒井清第三副会長の開宴の言葉で会はスタート。信州大学交響楽団の4名の皆

さんによるクリスマスソングのメドレーでクリスマスムードが高まります。参加された

レオの皆さんも、宮下芳一会長Ħするサンタクロースからのプレゼントを両手に嬉

しそうにカメラにポーズをとりました。豪華賞品が揃う大抽選会では、当選者の名

前が呼ばれると会場は更に盛り上がりました。クリスマス会終盤は、『また会う日ま

で』をソングリーダー竹内良美ライオンの歌声に合わせて全

員で大合唱。楽しい時間は、福島久LP委

員長の言葉で閉会となりました。

　参加された皆様のご協力で今年のクリ

スマス親睦会も無事終えることができま

した。皆様に心から感謝申し上げます。

　12月18日の第二例会で、台風19号により被災された当クラブ会員に対し、北見白樺LCと札幌しら

かばLCの皆さまからいただいた心温まる義援金と当クラブ会員全員からの見樤金が会長から手

渡されました。

　お見樤いとともに一日も早い復興をお祈りいたします。そして北見白樺LC、札幌しらかばLC両ク

ラブの皆さま、この度は誠にありがとうございました。改めて会員一同、心からお礼申し上げます。

ＬＰの会 会長　宮下　孝子

保健福祉委員長　林　卓也　8月25日（日）残暑の中、若里公園で今年も献血活動と薬

物乱用防止運動を実施しました。参加メンバーは積極的に

来場者に呼びかけ、多くの皆様に協力していただきました。

　当日の受付は70名で、献血者60名、計24,000℮。そして骨

髄ドナーバンクには7名の方が登録してくださり、とても感

動しました。暑い中、本当にお

疲れ様でした。

　またこの日は特設広場ス

テージ上で、当クラブの宮下会

長からテレビ信州の盛浩二社

長に募金が託されました。こ

の様子は、長野県下に生放送

され県民の皆様に広く知って

いただけたことと思います。

24時間テレビ会場で献血・薬物乱用防止運動 信州BW B2リーグ公式戦会場での献血・薬物乱用
防止アクティビティ報告

献血アクティビティ2019年度前期実績表
月日 時間 場所 受付 採血計（㎖）400㎖

献血人数

　当会の継続事業の一つである「エコ

ロジー大作戦」が9月21日（土）、地附

山公園で実施されました。今年度は、

例会振替にしたので、例会を行ってか

ら森の間伐作業に入りました。

　今にも降りそうな天気でしたが、み

んなで協力し予定通り終了することが

できました。この公園での作業は2008

年からで、毎年場所をかえて森の整備

を行っています。

　昼食はLPの皆さんが作ってくれた豚

汁をいただき、その後子ども達が大好

きなかき氷もふるまわれました。最後

はみんなでゲームなどを楽しむ予定

でしたが、雨が降り出し中止となりま

した。

　参加者は、長野県児童福祉施設連

盟・日本ボーイスカウト長野県連盟長野

第15団・NPO法人長野市環境緑化協力

会・当クラブLとLPで合計135人でした。

　去る12月15日、信州ブレイブウォリアーズ主催試合が開催さ

れたホワイトリング広場にて献血・薬物乱用防止アクティビ

ティを実施しました。当日は寒さにもかかわらず、38名の方に

400ｍℓ献血のご協力をいただきました。

　今後も、より多くの方に献血・薬物乱用防止活動に参加し

ていただくよう、啓発活動に従事したいと思います。出席され

た皆さん、寒風の中ありがとうございました。

みんなで森づくり！みんなで森づくり！ 第21回 エコロジー大作戦実施第21回 エコロジー大作戦実施
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方針を発表する仁科ガバナー

334-E地区最優秀賞を受賞された
竜野樹里花さんと作品
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被災会員に義援金！
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