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12/18 クリスマス家族例会。サンタもテール・ツイスターも大活躍
国際協会モットー

We Serve
国際テーマ

希望の光
334複合地区スローガン

We Serve

ありがとう ライオンは世界と共に
334-C地区スローガン

利他の心で 同志の絆 あしたに新たな灯を
クラブスローガン
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年頭にあたって
会長 L. 芹澤

新年あけましておめでとうございます。

をホストし、又佐賀で開催された全国

昨年同様今年もまだまだ政情不安定、

アイバンク推進協議会全国大会に参加

経済の見通しも明るくありません。し

したりなど多忙でしたが、何とか無事

かし今年は兎年なんとか明るい方向へ

乗り切ることが出来ました。

向かって飛び跳ねたいものです。
前期は沼津地区５ライオンズクラブ
のホストクラブとして、ガバナー公式
訪問、厚生労働大臣感謝状伝達式など

10月

洸

第

1 例会

これもメンバーのご協力のおかげと
思っています。
後期はまだまだ不足な会員増強に向
けて力を注いで行きたいと思います。

アクティビティー例会（狩野川清掃）

10月2日(土)沼津東急ホテルにおいて、環境保全委員会の担当で開催された10月第1例会では、沼津市生活環境部ゴミ
対策推進課・関野博文課長より
「沼津市のごみ収集の現状」
について、
ご講演いただきました。
その後、狩野川河川敷の清掃作業を行いました。

▲講師・関野博文様

▲お疲れさまでした
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第33回

選抜少年野球沼津交流大会
10/11㈰ 開会式（県営あしたか球場）
10/17㈰ 閉会式（県営あしたか球場）

1週間にわたって熱戦をくりひろげた第33回選抜少年野
球大会は、10月17日(日)あしたか球場の閉会式で幕を閉
じました。

第55回

NUMAZU LIONS CLUB

優勝

焼津コンドル

準優勝

富士伝法少年野球団

３位

裾野イーグルス
御殿場ファイターズ

閉会式で２位・富士伝法少年野球団に▶
メダルを授与する土屋前会長

千本浜ファミリーマラソン大会と千本浜清掃

10月17日(日)千本浜ファ
ミリーマラソンに先だち、早朝
6時30分より多数のメンバー
に参加いただき千本浜清掃を
行いました。又、当日は献眼登
録の受付も行いました。

10月

第

▲ご夫婦そろっての献眼登録
ありがとうございました

▲清掃を終えてのさわやかな
表情です

2 例会

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式
（主催・334-C地区3リジョン1ゾーン ホスト・沼津ライオンズクラブ）

10月23日(土)千本プラザにおいて視力福祉
委員会の担当で10月第2例会が行われました。
例会後、千本浜公園内献眼慰霊碑前で沼津LC.
大川幹事の司会進行で献眼者厚生労働大臣感
謝状伝達式が行われました。
栗原裕康・沼津市長ならびに堀田喜裕・静岡県
アイバンク理事長に来賓としてご出席いただき、
2009年7月1日〜2010年6月30日の間に尊

▲L.勧山、会長、L.塩崎による力強いローア

い献眼をいただいた19名の故人・ご遺族様に感
謝状を伝達いたしました。

◀3R・1Z・ZC
L.田中の主催者
挨拶

◀開式のことばを
述べる芹澤会長

沼津ライオンズクラブ担当ご献眼者ご芳名

（2009.7.1〜2010.6.30）

故 杉山てつ

故 勧山雅子

故 小俣秋夫

故 渡邉重利

故 土屋榮一

故 古地和夫

故 伊藤豪俊

故 松原文枝

故 赤井晋一

故 矢田タケ

献眼者遺族として
感謝状を受けるL.勧山と
献花するL.土屋（英）

（敬称略）
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1 例会

ZC例会訪問

11月4日(木)ブケ東海沼津において開かれた11月第1例会に3R1Z・ZC

L.田中章生と3R・YCE国際協調委員L.市川

洋一が例会訪問。
おふたかたともホームクラブへの訪問ということで他クラブへの例会訪問とは異なり、
リラックスした表情
がうかがえました。
L.土井によるローア▶

▲開会を告げる芹澤会長

◀3R・YCE国際協調委員
L.市川の挨拶

挨拶する3R1Z・ZC L.田中▶

11月

第

2 例会

LCIF委員会担当例会

11月18日(木)ブケ東海沼津での11月第2例会はLCIF委員会の担当。いつもの例会とはいささか趣向を変えて、古典落
語の名手で沼津にも馴染みの深い柳家小満ん師匠をお迎えしての落語会となりました。
当日は
「目黒のさんま」
「時そば」の2題をご披露いただきましたが、秋の夜長に古典落語に耳を傾けるのも、
おつなもので
した。
又、例会において第57回複合地区年次大会役員の委嘱状伝達も行われL.土屋（達）、L.後藤に、それぞれ委嘱状が手渡さ
れました。

LCIF委員長▶
L.服部（行）
によるローア

▲小満ん師匠の名口調
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委嘱状を受ける▶
L.土屋（達）
とL.後藤
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三島市民文化センター 大ホール

11 土 平成22年度
6 静岡県薬物乱用防止県民大会

NUMAZU LIONS CLUB

千本浜公園内 献眼慰霊碑

12 土
11 献 眼 慰 霊 碑 清 掃

三役、L.島田、L.杉山の５名で参加してまいりました。薬物
の恐ろしさを自覚しその根絶を誓う大会宣言が採択されま
した。

標語コンテスト（高校の部）
最優秀作

「一度でも 人生狂わす 魔の薬」

12月

第

1 例会

5ライオンズクラブ持ちまわりで行っている慰霊碑の清
掃。今回は沼津L.Cの担当で、芹澤会長、大川幹事、L.塩崎、
L.服部（厳）、L.柏木、L.杉山の6名が参加しました。

PR情報委員会担当例会

12月第1例会は12月2日(木)PR情報委員会の担当でブケ東海沼津において行われました。
昨今、
ライオンズクラブのPR活動においてもホームページやブログといったITツールの重要性が注目されていることも
あり、
「ITの活用方法̶ITでビジネスが変わる!?」
と題して、駿河ライオンズクラブの会報制作も手がけている㈱オフィスグ
ルー代表の窪野岳氏に講演していただきました。
ホームページのメリット・デメリットから最近よく聞くブログ・ツイッター・AR（拡張現実）
・クラウドといったITキーワードま
で、
わかりやすく説明していただきました。

愛

の

献 眼 提 供
12月26日

▲講師の窪野氏

村上いね 様より

尊い献 眼をいただきました 。
感 謝状を伝 達させていただきました 。
PR情報委員長L.杉山の▶
人生初ローアでした
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クリスマス家族例会

12月18日(土)沼津東急ホテルにおいて、12月第2例会（クリスマス家族例会）が行われました。
クリスマス会に先だって
行われた例会セレモニーでは新入会員岩井茂樹様（スポンサーL.土屋英治）の入会式や金婚式・銀婚式を迎えられた会員へ
記念品が贈呈されました。

♥おめでとうございます♥
金婚式・銀婚式

L. 土井達夫ご夫妻
L. 中村逸郎ご夫妻
▲金婚式を迎えられた
L.土井、L.横山、L.渡邉
によるローア

L. 横山

業ご夫妻

L. 渡邉

章ご夫妻

L. 金井隆直ご夫妻
L. 河村忠彦ご夫妻
新入会員L.岩井と▶
スポンサーL.土屋（英）

L. 横山政遵ご夫妻

◀開宴の挨拶
第1副会長L.前田

乾杯の発声は▶
元ガバナーL.土屋誠司

▲ボーカルエルの美声を聞かないことにはクリスマスは
やってきません！

▲「ふしぎ屋」
による
マジック＆ジャグリングショー

宴クとあ
でリてた
しスもた
たマ楽く
スして
のい
▲閉宴の挨拶
第2副会長L.赤堀
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ライオ ン ズクラブ 国 際 協 会 第 二 副 会 長

立 候 補 決 意 表 明

元国 際 理事

山田實 紘

（334・B地区2R2Z美濃加茂ライオンズクラブ所属）

このたび、私、山田實紘（334・B地区2リジョン2ゾーン美濃加茂ライオンズ所属）は、ライオンズクラブ国際協会第二副会
長選挙に立候補する決意をいたしました。
1917年にアメリカ合衆国で誕生したライオンズクラブ国際協会は、現在では45,0 0 0クラブ、130万人の会員から組織され
るまでに拡大し、あと数年で創設100年目の大きな節目を迎えようとしております。日本ライオンズも1952年に第一号の東京
ライオンズクラブが誕生してから、60年目を迎えようとしています。
この間、日本ライオンズの各会員が、国内のみならず世界各地において貧しい人に手を差し伸べ、光の当たらない場所を
照らしてきました。我々日本ライオンズの奉仕活動は、他国の追従を許さない程の輝かしい成果を収めています。
しかし、これまでの功績とは裏腹に、世界第3位の会員数を占める日本ライオンズからは過去1人の国際会長しか輩出して
おりません。この状況が続くと、世界の中での日本ライオンズの存在感が確実に薄れてしまい、延いて国際協会としても大き
な損失につながる憂慮すべき事態となりかねません。国際本部からも、日本ライオンズがもっとリーダーシップを発揮して、
世界の牽引者となってもらいたいと再三要求を突きつけられています。
こうした状況の中で、有資格者としての私は、何とかしなければいけない、何とかすべしとの思いより熟慮に熟慮を重ね
た結果、このたび自らを奮起させ33 4 複合地区より国際会長への道を目指し、第二副会長候補として立ち上がる決意を致
しましたことをご報告し、ご理解を頂きたいと存じます。
2 0 05年に国際理事に選出され、幸いにも1年目には日本人としては初めて長期計画委員会に所属、2年目には日本では2
人目となる執行委員として配属され、国際本部の中枢となる仕事を経験させていただきました。国際協会本部の運営の大
変さを肌で感じると同時に、本部の機能不全の部分も知り得ることができました。
ライオンズクラブ国際協会は、様々な言語や宗教、文化から成る2 0 0カ国余りの会員で構成されています。これらの中に
は、戦争の舞台となっている国々や内紛を起こしている場所もあります。各国の多様性を認めつつ世界を統一していくのは
本当に並大抵のことではありません。このことは、執行委員を経験した私であるからこそ深く理解できるものであり、ライオ
ンズの精神を愛する私にはこの困難を乗り越えるだけのエネルギーがあると自負しております。今こそライオニズムの旗の
下に日本ライオンズが中心となってイニシアチブをとり、世界のライオンズをリードする時です。忍耐強く努力を重ね、思慮深
く、清らかな心を持って、驕ることなく、ライオニズムの高揚に努めてまいる所存です。国内から海外までクリーンでスマー
トな選挙活動を展開してまいります。
何卒皆様の最大限のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

日本ライオンズから国際会長への道を目指し、第二副会長候補として立候補した
L.山田實紘にご支援をお願い致します。
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