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334複合地区スローガン

334-C地区スローガン

クラブスローガン

“We Serve”

“I Believe～信じる”

“奉仕の心をひとつにつなぎ　日本再生”

“広げよう奉仕の心 静岡から世界へ！
  ー汗を流そう、人と地域と地球の為にー”

“創意工夫で 思いやりの奉仕”
2011年（平成23年）7月21日発行〈725号〉

334C-3R1Z

事務局 沼津市添地町128 クインテットビル3F
☎055-963-0250　　055-962-5939

例会場 沼津市寿町7-37 ブケ東海沼津
☎055-922-5522　【例会日：第１・3木曜日】http://www.numazu-lionsclub.jp.

●会長╱L.前田利定　●幹事╱L.服部厳一郎　●PR情報委員長╱L.柏木雅博　●印刷╱不二印刷株式会社

第1例会 平成23年4月7日㈭移動例会  於：富士スピードウェイ他
（総員73名　出席49名　欠席24名　出席率 67.1％）幹事報告

第2例会 平成23年4月21日 18:30  於：沼津東急ホテル
（総員73名　出席57名　欠席16名　出席率78.1％）幹事報告

第1例会 平成23年5月12日㈭ 18:00  於：ブケ東海沼津
（総員73名　出席55名　欠席18名　出席率75.3％）幹事報告

第2例会 平成23年5月19日㈭ 18:30  於：ブケ東海沼津
（総員73名　出席58名　欠席15名　出席率79.5％）幹事報告

第1例会 平成23年6月12日㈰ 334複合地区年次大会  於：静岡・グランシップ
（総員73名　出席52名　欠席21名　出席率71.2％）幹事報告

第2例会 平成23年6月16日㈭ 18:00  於：沼津東急ホテル
（総員73名　出席61名　欠席12名　出席率83.6％）幹事報告

４
月   3月22日㈫　3月第2役員会

  3月26日㈯　第31回全日本学童兼第33回スポーツ少年団交流大会閉会式　三役・青少年指導委員長・PR委員長出席

  4月  1日㈮　会員増強チーム会議

 元会員の植松盛太郎様がご逝去され、尊い献眼を頂きました。
  4月  2日㈯　通夜　天翔苑 原　多数の会員出席

  4月  3日㈰　告別式　芹澤会長よりご遺族へ感謝状伝達　多数の会員出席

  4月  4日㈪　5クラブ幹事会

  4月12日㈫　4月第1役員会

  4月15日㈮　沼津地区5ライオンズクラブ新会員セミナー

  4月15日㈮   静岡新聞東部支局へ東日本大震災への義援金寄託　三役・L.宇野明彦・PR委員長

  4月20日㈬　第4回キャビネット会議　L.土屋誠司・L.田中章生・L.市川洋一出席

  4月23日㈯　第30回沼津市中学校野球選手権大会開会式

  4月24日㈰　334複合地区年次大会正副事務局長会議　L.土屋達郎出席
　　　　　　　御殿場ライオンズクラブCN50周年記念式典

  5月  1日㈰　第30回沼津市中学校野球選手権大会閉会式

  5月  8日㈰　第57回地区年次大会

  5月10日㈫　ライオンズクラブ次期三役セミナー　次期三役並びに講師として　L.土屋達郎出席

  5月10日㈫　5月第1役員会

  6月11日㈯　334複合地区第57回年次大会リハーサル　L.土屋達郎・L.後藤行宏・幹事出席

  6月12日㈰　334複合地区第57回年次大会　26名が参加しました。

  役員会において　L.渡邉兼道　L.溝口辰繁の退会が承認されました。

  5月13日㈮　5クラブ幹事会

  5月13日㈮　第4回MERL委員会　会長・MERL委員長出席

  5月18日㈬　公益財団法人静岡県アイバンク評議員選定委員会　L.土屋誠司出席

  5月23日㈪　札幌スノーLC・CN25th、札幌ユートピアLC・CN24th両クラブ合併披露祝賀会　L.勧山・L.赤堀 出席

  5月23日㈪　公益財団法人静岡県アイバンク評議員会

  5月24日㈫　5月第2役員会

  5月25日㈬　第1回次期役員会

  5月26日㈭　公益財団法人静岡県アイバンクに関する会議　L.土屋誠司出席
  　公益財団法人静岡県アイバンク監査会

  5月30日㈪　334複合地区年次大会実行委員会　L.土屋達郎・L.後藤行宏出席

2005-2006年度334複合地区ガバナー協議会議長
2004-2005年度334-B地区ガバナー　松岡忠雄様（中津川LC所属）のご葬儀

  6月  3日㈮　19:00～　通夜

  6月  4日㈯　13:00～　葬儀　334複合地区D地区元ガバナーと共にL.土屋誠司参列

  6月  3日㈮　会員増強チーム 打ち上げ

  6月  7日㈫　6月第1役員会

  6月  9日㈭　公益財団法人静岡県アイバンク理事会　L.土屋誠司出席

  6月10日㈮　沼津地区5LC・1LSC現・次期三役会　第4回ガバナー諮問委員会　地区役員・現・次期三役出席

計　22,000円
計      　　 0円

4月度 ドネーション

5月度 ドネーション

6月度 ドネーション

合計 22,000円

L.小原　嘉弘

L.髙橋　　覚

L.森本耕太郎

L.塩崎　享一

L.前田　利定

L.芹澤　　洸

L.後藤　行宏

L.芹澤　明寛

L.池田　宏明

L.鈴木　忠一

L.瀬尾　孝寛

L.小池　禮二

三女が卒業及び就職

長女が大学へ入学

第二子が誕生（長男　英太郎君）

不動産コンサルタント試験に合格

4月度ゴルフ部例会優勝

4月度ゴルフ部例会準優勝

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

東海税理士会沼津支部支部長に就任

5月度ゴルフ部例会優勝

5月度ゴルフ部例会準優勝

5月誕生月

スポンサーキー賞を頂きました

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

在籍30年

6月誕生月

6月誕生月

6月誕生月

ビンゴ大会

【ドネーション】

計　10,000円
計　   　　 0円

合計 1０,０00円

L.土屋　達郎

L.大古田一郎

L.土屋滝太郎

L.木村　幸男

L.外　　信之

【ドネーション】

【ファイン】

計　42,000円
計      　　 0円

合計 ４２,000円

L.芹澤　　洸

L.大川　祐輝

L.髙橋　　覚

L.鈴木　清次

L.河村　忠彦

L.吉池　一行

L.杉山　由博

全メンバー　

【ドネーション】

【ファイン】

【ファイン】

新三役　左から幹事L.服部、会長L. 前田、会計L. 小原
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永年のクラブへのご貢献に感謝申し上げます。

“ 創意工夫で  思いやりの奉仕 ”

沼 津 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ沼 津 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

輝かしい未来に向かって
会長就任にあたって
会　長 L. 前田　利定
　沼津ライオンズクラブも1959年
（昭和34年）9月に結成されてから
早52年が経とうとしています。これ
までの歩みを振り返りますと、先輩
ライオンが堂 と々築き上げた多くの
遺産によって現在の沼津ライオンズ
があることを改めて痛感すると共
に感謝する次第です。
　チャーターメンバーや、志半ばで
ご逝去された先輩ライオンの功績
を讃え、半世紀を超えた今、これま
で以上に会員相互の友情と絆を深
め、独創的なアイデアと行動力を

持って、1年間活動したいと思って
います。
　特に本年度は会員の維持・増強
と未来に繋がる地域貢献活動を考
え、輝かしい未来の実現の為に、将
来を担う青少年が夢と希望を持て
るようなアクティビティを実践した
いと思います。
今年度クラブスローガンは

“創意工夫で 思いやりの奉仕”

と致しました。
1年間よろしくお願い致します。

基
本
方
針

“ 創意工夫で  思いやりの奉仕 ”

　稲田喜一さまのスポンサーにより入会させて頂き29年がたちました。
此の度私事、昨年7月末に倒れ左右の頸動脈の80％が縮まり、今年4
月、5月の二月に渡り無事手術を完了しましたが、従来より目もあまり良く
無く耳も遠くなり、又妻の病気もありその看病に追われ退会の止むなき
に到りました。
　又40周年には幹事・会計には一方ならぬお世話になり厚く御礼申し
上げます。クラブの活動や同好会の皆様に優しくして頂いて本当に御
礼の申し上げ様もございません。勝手に退会致しました事深くお詫び申
し上げます。退会してからは非常に淋しい思いをしております。学校の
友人も殆どあの世へ旅立たれ何ともいい様のない淋しさです。皆様に
於かれましては少しでも長く在籍され、クラブの為に御専念下さる様に
一重にお願い申し上げます。
　末筆になりましたが皆様方の御健康と御多幸をお祈りして筆を置き
ます。
                                                                            敬具

メンバーの皆様へ
秋山　　茂

　自分はこのたび高齢に加えて、気力体力ともに衰えてきたことを感じました
ので退会することにいたしました。
　昭和47年入会以来39年に亘って在籍いたしました。その間奉仕活動ととも
にクラブ活動を大変楽しくエンジョイしてきました。入会から7、8年は制服制帽
（義務）を着用して他クラブの年次大会によく出席しました。またYEをはじめ5
つ位の委員長を仰せつかりましたが印象に残っているのは大会委員長のとき
です。会場を初めてブケ東海に変えてみたり、当時あまり知られていなかった
ビンゴゲームを木の道具を使って披露したりしました。
　国際大会にはハワイには母を、オーストラリアには家内を連れていった事も
懐かしい思い出です。特にゴルフ部には想い出がいっぱいあります。入会した
翌年ゴルフ部幹事を務めましたが、その年が今も続いている倉敷クラブとの
交流ゴルフ第一回となり楽しく司会をさせていただきました。また同好会では
東南アジアや北海道にも何回か皆さんとご一緒しました。
　長い会員時代を通して多くの人生の先達者達の謦咳に接してきました。宇
野さん、大橋さん、永井さん等、多くの方の風格や素晴らしい人となりに学ぶと
ころが多く良い人生経験になりました。
　大変心残りですが、楽しかった思い出を心に残して沼津ライオンズクラブを
去りますが、長い間皆様には大変お世話になりありがとうございました。最後
に会員の方々のご多幸と沼津クラブの永遠のご発展をお祈りいたします。

さよなら沼津ライオンズクラブ
土井　達夫

沼 津 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

輝かしい未来に向かって

永年のクラブへのご貢献に感謝申し上げます。
　本年をもって退会されましたL.土井達夫（在籍39年）、L.秋山茂（在籍29年）より

メッセージをいただきました。永い間、本当にありがとうございました。

1990年3月　入会（スポンサーL.長谷川要治）
1992年　テールツイスター
1993年　出席委員長
1994年　接待　YE委員長
1996年　視力委員長
1997年　大会委員長
1998年　副幹事
1999年　幹事
2002年　一年理事
2003年　二年理事
2004年　計画大会委員長
2005年　財務会則委員長
2007年　青少年指導委員長（二年理事）
2009年　第二副会長
2010年　第一副会長

ライオン歴

（1）会員の増強

組織の力は人にあります。近年多くのクラブにおいて、会員数の減少によりクラブの活動に支障をきたしています。
沼津ライオンズクラブのメンバーとしての資質を備えた会員の増強は不断の課題です。

（2）青少年の健全育成への積極的な取り組み

組織と同様に国の基礎は人です。そして、日本の次代を担う青少年の健全育成は我々の責務であります。

（3）奉仕活動の見直し

現在継続されているアクティビティは、それぞれが素晴らしい活動ではありますが、時代が変わり、限られた予算の
中で、選択と集中が必要な時期に来ています。創意と工夫を持って、今必要なアクティビティに心からの思いやりを
持って奉仕していきましょう。

（4）ライオンズ道徳綱領の研鑚

ライオンズ道徳綱領。新しく入会された方などは良く知らない方が多いと思います。本年は諸先輩からのお話を聞く
機会を多く設け、お話しの中から、この道徳綱領を学び、お互いの資質を高めていければと思います。

■今年度クラブスローガン

6月 最　終　例　会

　本年度の最終例会は6月16日㈭沼津東急ホテルにおいて行われました。会長基本方針にあるように、メンバーは
ライオンズ道徳綱領を遵守し、ライオンズクラブメンバーとしての誇りと自覚をもった行動を求められた一年であっ
たと思います。また、他クラブの会員数が減少する中、沼津L.Cは会員増強において着実な成果をあげ、他クラブの
羨望の的であり、それだけにメンバーとしての一層の研鑚と資質向上が求められてくると思います。
　会員のみなさん1年間、ご協力まことにありがとうございました。

▲L.芹澤会長より次期会長L.前田へライオンズ旗の引き継ぎ

▲ベリーダンスで最高潮に盛りあがった懇親会、1年間の疲れもスットンダ！！

▲次期三役「次年度は俺たちにまかせておけ！」 ▲本当にお疲れさまでした

22第 例会

長い旅路の航海を終えて̶芹澤丸無事帰港
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クラブスローガン╱“創意工夫で  思いやりの奉仕” クラブスローガン╱“創意工夫で  思いやりの奉仕”

第
57
回地区年次大会

5月 沼津地区
5LC合同例会

　5月12日㈭ブケ東海で行われた5LC合同例会では、
沼津地区5LCより東日本大震災義援金を沼津市社会福
祉課・木塚寿明室長に贈呈しました。また、沼津市危機管
理課・山中史隆課長補佐より「推定津波浸水域図」につ
いての防災講演が行われました。

　5月19日㈭ブケ東海で委員会別例会が行なわれ、各
委員長、LT、TTより本年度の活動報告がありました。ま
た、会員増強において顕著な実績をあげたL.外 信之に
スポンサーキー賞が贈呈されました。

▲「会員増強は俺にまかせろ！」L.外　勝利の雄叫び

▲挨拶するZC.L.田中章生

▲「沼津の津波対策はだいじょうぶ？」
　山中氏による防災講演

▲豪華景品をゲットして
　思わずニンマリ

▲会場前に勢ぞろい

▲次期ZC.L.坂東功一
   （沼津香陵LC）

11第 例会

6月 334複合地区
第57回年次大会

　6月第1例会を兼ねて、334複合地区年次大会が6月
12日㈰静岡市“グランシップ”において開催されました。
わが沼津ライオンズクラブからL.土屋達郎が大会事務
局長、L.後藤行宏が接待部会長として大会運営の中枢
を担いました。特に、接待担当となった沼津L.Cの7人の
メンバーは、VIP接待に気を使うやら汗だくになって走り
まわるやら、てんやわんやの1日でありました。

　5月8日㈰裾野市民文化センターにおいて334-C
地区第57回年次大会が開催されました。わが沼津ラ
イオンズクラブは昨年にひきつづき、会員増強賞・献
眼運動推進賞・アクティビティ賞の3つのアワードを
受賞しました。

11第 例会

5月 委員会別例会22第 例会

沼津L.C 3つのアワード獲得

幹　事

L. 服部厳一郎

　本年当クラブ最強の会長・会計にオマ
ケのように、幹事を務めさせていただきま
す服部です。何故かしっかりしているよう
に見られがちなのですが、実はおおざっ
ぱのＯ型です。ライオンテーマの時に最
終例会でゴングをセットし忘れた程です。
今年は会長の足を引っ張らぬように何と
か１年間頑張ります。エッと思うような失敗
もあるかと思いますが、どうかご容赦いた
だき温かい目で見守っていただきたいと
思います。宜しくお願いいたします。

会　計

L. 小原　嘉弘

　本年度会計を仰せつかりました小原
でございます。「会計の主な仕事は、ク
ラブの預金や現金を管理し、理事会の
指示に従って支払いをする。」と教わり
ました。
　お金を預かる重要な職務であること
を改めて認識し身の引き締まる思いで
す。一年間、常に会長・幹事を補佐し、
すべての会員と連携を密にし、クラブ
運営が円滑に出来るよう務めて参りま
す。皆様方のご支援とご協力を宜しく
お願い致します。

ライオン・テーマー

L. 杉山　由博

　本年度、ライオンテーマーをおおせつ
かりました杉山です。昨年度のPR情報
委員長につづき、ライオン歴も浅く経験も
乏しい私が、このような大役をつとめあ
げることができるだろうか？不安ではあり
ますが、みなさまのお力添えをいただき
頑張ってみようと思っております。テー
マーの職責を良く理解し、スムーズかつ
不備のない例会設営に努め、裏方とし
てみなさまの交流・交歓を促進するよう
な例会となるようお手伝いさせていただ
きたいと思っております。一年間よろしく
お願い致します。

テール・ツイスター

L. 外　　信之

　前代未聞の２年連続テールツイスターの
外です。ドネーション、ファインの徴収ばかり
ではなく１人でも多くのメンバーが例会に参
加して頂けるように様 な々企画、運営を考え
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えておりますので是非ご出席下さるようにお
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4月 移　動　例　会

　4月第1例会は移動例会ということで、4月7日㈭富士スピードウェイ
他で開催されました。最初に立ち寄った富士霊園では、まだ肌寒く桜の
開花を目にすることはできませんでしたが、主目的地の富士スピード
ウェイでは、普通ではなかなか見る
ことができない施設内を見学する
ことができました。また、L.鈴木邦
介のご好意により静岡トヨタ自動車
㈱よりご提供いただいたハイブリッ
ドカーへの試乗も行い、安全運転意
識の高揚とエコドライブへの理解
を深めることができました。

▲表彰台にて
◀ハイテク装備満載の
　コース管理室

L.勧山▶

4月 チャーターナイト例会

　4月21日(木)沼津東急ホテルにおいてチャーターメンバーL.鈴木善之
助、チャーターナイトメンバーL.勧山弘をお迎えしてCN例会が開催されま
した。両氏のスピーチからは、ライオンズクラブへの愛着と変わらぬ熱い思
いが感じられ、会員一同おおいに感銘を受けました。

　4月15日(金)会長・幹事・会計の三役と名誉会員L.
宇野明彦が静岡新聞社東部総局を訪れ、東日本大震
災への救援金として121万6千円を寄託しました。こ
れはL.宇野よりの多額の寄付と会員の善意を集めた
ものであり、3月のキャビネット事務局を通しての寄付
に続いて沼
津ライオン
ズクラブと
しては2回
目の寄付で
した。

　4月23日(土)沼津市中学校野球選手権大会兼ラ
イオンズ旗争奪大会の開会式が雨天のため五中体
育館で行われ、熱戦の幕が切っておとされました。5
月1日㈰第一中学校の優勝をもって閉幕しました。

▲貫禄のローア

◀乾杯の発声は
　L.土屋誠司

まだまだお元気
若いメンバーの
お手本です

◀会長あいさつ

東日本大震災救援金
静岡新聞社・静岡放送に寄託

沼 津 市 中 学 校
野球選手権大会開催

第    　回30

▲あいにくの雨で室内での選手入場 ▲開会式に臨む芹澤会長

◀L.鈴木

MERL（会員）委員長

L. 竹村　喜次

　沼津クラブでは、2002年度に会員委員会
と指導力育成委員会が統合されました。「ラ
イオンズ　スピリット」を再度学習し、MERL
の原点に触れたいと思います。また、会員と
しての経験年数やクラブの内部に詳しい知
識を、いかに現在のクラブに役立てるか、委
員会の最大の任務であり、存在理由でもあ
ると考えています。具体的には、印象的なセ
レモニーを演出して新入会員を迎える。会
員家族相互の親睦と世代を超えた会員交
流の集まりを企画することなど、前田会長の
方針をしっかり下支えして大役を全うしたい
と思います。ご協力の程、よろしくお願い致し
ます。

入会２年目と、まだライオンズ歴の浅い私
に視力福祉委員長という大役が勤まる
か、はなはだ不安であり、また大変緊張し
ております。しかしながら、この機会をライ
オンズクラブのモットーである Ｗｅ Serve
を学ばせて頂く最高のチャンスととらえ、
崇高な奉仕活動の推進役を果たさせて
頂く決意でございます。先輩諸氏が築き
上げられた歴史を汚さぬように、努力して
まいります。どうぞ、ご指導の程、宜しくお
願い申し上げます。

視力福祉委員長

L. 小林　龍司

環境保全委員長

L. 塩崎　享一

　「環境」という非常に大きな広がりを
もつ領域に取り組むことに戸惑っており
ます。基本中の基本として、身近の環
境美化への取り組みとして千本浜の清
掃等を通じて実践的な活動を続けて
いくことはもちろんでありますが、一つの
大きな切り口として急激に今日的課題
になりつつある「自然エネルギー」につ
いて、ライオンズクラブのアクティビティ
活動にふさわしい機会を設けたいと
思っております。

本年度初めて委員長の大役を仰せつ
かりました土屋です。何分にも分からな
いことばかりでございますので皆様のご
指導を賜りますよう宜しくお願い申し上
げます。当委員会は継続事業である学
童野球の支援や沼津市民憲章の普及
活動を通じて青少年の健全育成を図っ
てまいります。また、東日本大震災に伴
い、被災された児童に向けた青少年育
成事業を行いたいと考えております。一
年間よろしくお願い申し上げます。

青少年指導委員長

L. 土屋　英治

LCIF委員長

L. 芹澤　明寛

　本年度、LCIF委員長を担当させて
頂く芹澤明寛です。LCIFはライオンズク
ラブ国際財団のことで、1968年に設立さ
れ、寄贈を受けた基金により、人類の福
祉に貢献することを目的としております。
　此の度の東日本大震災に対して寄せ
られた献金額も6月2日現在、約11億
9,800万円に達しております。その他、世
界中の福祉のプロジェクトに多くの支援
をしております。本年度も皆様の1,000
＄寄付を宜しくお願い致します。

　「所信」というより、「初心」となります。

全てが初めてのこととなりますが、「思い

やりの奉仕」と「はい、よろこんで！」で1年

間務めさせていただきます。交換生の予

定はないですが、担当例会に全力を注

ぎます。先輩方御指導願います。

YCEプログラム委員長

L. 清水英一郎

沼津ライオンズクラブ2011-2012年度 役員及び委員会構成表
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中村　　信

久保田宏明

小池　禮二

木村　幸男

森本耕太郎

鈴木　義一

服部　行眞

細沼　信二

複合地区・
地区役員

副ライオン・テーマー

334複合地区会則委員長
334-C地区名誉顧問・元地区ガバナー

土屋　誠司

第1副会長
赤堀　肇紀

1年理事
土屋　達郎

第2副会長
丹澤　忠芳

1年理事
市川　洋一

第1副会長
赤堀　肇紀
2年理事
長島　暢泰
第2副会長
丹澤　忠芳
2年理事
金井　隆直

塚脇　　洋 副テール・ツイスター 板倉　　正

第１運営委員会

第２運営委員会

第１事業委員会

第２事業委員会

11第 例会

22第 例会
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第
57
回地区年次大会

5月 沼津地区
5LC合同例会

　5月12日㈭ブケ東海で行われた5LC合同例会では、
沼津地区5LCより東日本大震災義援金を沼津市社会福
祉課・木塚寿明室長に贈呈しました。また、沼津市危機管
理課・山中史隆課長補佐より「推定津波浸水域図」につ
いての防災講演が行われました。

　5月19日㈭ブケ東海で委員会別例会が行なわれ、各
委員長、LT、TTより本年度の活動報告がありました。ま
た、会員増強において顕著な実績をあげたL.外 信之に
スポンサーキー賞が贈呈されました。

▲「会員増強は俺にまかせろ！」L.外　勝利の雄叫び

▲挨拶するZC.L.田中章生

▲「沼津の津波対策はだいじょうぶ？」
　山中氏による防災講演

▲豪華景品をゲットして
　思わずニンマリ

▲会場前に勢ぞろい

▲次期ZC.L.坂東功一
   （沼津香陵LC）

11第 例会

6月 334複合地区
第57回年次大会

　6月第1例会を兼ねて、334複合地区年次大会が6月
12日㈰静岡市“グランシップ”において開催されました。
わが沼津ライオンズクラブからL.土屋達郎が大会事務
局長、L.後藤行宏が接待部会長として大会運営の中枢
を担いました。特に、接待担当となった沼津L.Cの7人の
メンバーは、VIP接待に気を使うやら汗だくになって走り
まわるやら、てんやわんやの1日でありました。

　5月8日㈰裾野市民文化センターにおいて334-C
地区第57回年次大会が開催されました。わが沼津ラ
イオンズクラブは昨年にひきつづき、会員増強賞・献
眼運動推進賞・アクティビティ賞の3つのアワードを
受賞しました。

11第 例会

5月 委員会別例会22第 例会

沼津L.C 3つのアワード獲得

幹　事

L. 服部厳一郎

　本年当クラブ最強の会長・会計にオマ
ケのように、幹事を務めさせていただきま
す服部です。何故かしっかりしているよう
に見られがちなのですが、実はおおざっ
ぱのＯ型です。ライオンテーマの時に最
終例会でゴングをセットし忘れた程です。
今年は会長の足を引っ張らぬように何と
か１年間頑張ります。エッと思うような失敗
もあるかと思いますが、どうかご容赦いた
だき温かい目で見守っていただきたいと
思います。宜しくお願いいたします。

会　計

L. 小原　嘉弘

　本年度会計を仰せつかりました小原
でございます。「会計の主な仕事は、ク
ラブの預金や現金を管理し、理事会の
指示に従って支払いをする。」と教わり
ました。
　お金を預かる重要な職務であること
を改めて認識し身の引き締まる思いで
す。一年間、常に会長・幹事を補佐し、
すべての会員と連携を密にし、クラブ
運営が円滑に出来るよう務めて参りま
す。皆様方のご支援とご協力を宜しく
お願い致します。

ライオン・テーマー

L. 杉山　由博

　本年度、ライオンテーマーをおおせつ
かりました杉山です。昨年度のPR情報
委員長につづき、ライオン歴も浅く経験も
乏しい私が、このような大役をつとめあ
げることができるだろうか？不安ではあり
ますが、みなさまのお力添えをいただき
頑張ってみようと思っております。テー
マーの職責を良く理解し、スムーズかつ
不備のない例会設営に努め、裏方とし
てみなさまの交流・交歓を促進するよう
な例会となるようお手伝いさせていただ
きたいと思っております。一年間よろしく
お願い致します。

テール・ツイスター

L. 外　　信之

　前代未聞の２年連続テールツイスターの
外です。ドネーション、ファインの徴収ばかり
ではなく１人でも多くのメンバーが例会に参
加して頂けるように様 な々企画、運営を考え
ております。今年度は例会場の変更があり
ますので会員の皆様には、ご不便をおかけ
すると思いますが出たくなる様な例会を考
えておりますので是非ご出席下さるようにお
願い申し上げます。「会員は自己の貴重な
時間を割いて例会に出席する事に極力努
力すべきである」と唱っておりますのでよろし
くお願い致します。
　また今年度は会員リテンションとして、楽し
い例会外企画を考えておりますので是非ご
参加下さるようにお願い申し上げます。

出席委員長

L. 橋本　賢一

　一昨年の50周年の年に、お誘いをいた
だき入会して、まだ2年、ライオンズについ
て、右も左もわからない状態ですが、今年
度、出席委員長を努めさせていただくこと
になりました橋本賢一です。
　出席委員会の役割として、例会場に少
し早く行き、メンバーの皆様が気持ちよく
例会に出席いただけるよう笑顔でお迎え
したいと思います。
委員会メンバー一同、一年間精一杯かつ
楽しく努めさせていただきますので、ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。

計画大会委員長

財務会則委員長

L. 稲野　雅信

　本年度、計画・大会委員長を仰せつか
りました稲野雅信です。納涼、結成、クリス
マス、新年、CN例会を担当させていただ
きます。明るく、楽しい例会を目指して企画
したいと思います。
　最近入会された新入会員の皆様が、
多くのメンバーと交流を深めるきっかけに
特別例会がなるよう工夫したいと思いま
す。また、委員会活動も活発に行い、知恵
を出し合っていきたいと考えておりますの
で、委員会メンバーの皆様、ご協力よろし
くお願い致します。最後に前田会長の明
るさに負けないよう、楽しい例会を心がけ
ますので、一年間ご協力よろしくお願い致
します。

PR情報委員長

L. 柏木　雅博

　本年度PR情報委員長を担当させて
頂く事になりました、柏木雅博です。
　昨年は出席委員会を担当させて頂
き、メンバーの皆様の顔と名前は覚える
事ができました。そして今年は、沼津ライ
オンズクラブのアクティビティをフォロー
し、前田会長、服部幹事、小原会計のご
協力を頂きながら、委員会のメンバーと
ともに、PR活動に務めて行きたいと思っ
ております。
　皆様のご支援ご協力を宜しくお願い
いたします。

L. 名取　正純

　本年度、財務会則委員長を仰せつ

かりました名取です。7月第１例会にて

予算案をご承認頂き、ありがとうござい

ました。

仕事の大半が既に終了致しましたが

（笑）、残り期間もクラブ活動のお役に

立てるよう、気持ちを引き締めて参りま

す。一年間どうぞ宜しくお願い申し上

げます。

沼津L.C 3つのアワード獲得
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永年のクラブへのご貢献に感謝申し上げます。

“ 創意工夫で  思いやりの奉仕 ”

沼 津 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ沼 津 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

輝かしい未来に向かって
会長就任にあたって
会　長 L. 前田　利定
　沼津ライオンズクラブも1959年
（昭和34年）9月に結成されてから
早52年が経とうとしています。これ
までの歩みを振り返りますと、先輩
ライオンが堂 と々築き上げた多くの
遺産によって現在の沼津ライオンズ
があることを改めて痛感すると共
に感謝する次第です。
　チャーターメンバーや、志半ばで
ご逝去された先輩ライオンの功績
を讃え、半世紀を超えた今、これま
で以上に会員相互の友情と絆を深
め、独創的なアイデアと行動力を

持って、1年間活動したいと思って
います。
　特に本年度は会員の維持・増強
と未来に繋がる地域貢献活動を考
え、輝かしい未来の実現の為に、将
来を担う青少年が夢と希望を持て
るようなアクティビティを実践した
いと思います。
今年度クラブスローガンは

“創意工夫で 思いやりの奉仕”

と致しました。
1年間よろしくお願い致します。

基
本
方
針

“ 創意工夫で  思いやりの奉仕 ”

　稲田喜一さまのスポンサーにより入会させて頂き29年がたちました。
此の度私事、昨年7月末に倒れ左右の頸動脈の80％が縮まり、今年4
月、5月の二月に渡り無事手術を完了しましたが、従来より目もあまり良く
無く耳も遠くなり、又妻の病気もありその看病に追われ退会の止むなき
に到りました。
　又40周年には幹事・会計には一方ならぬお世話になり厚く御礼申し
上げます。クラブの活動や同好会の皆様に優しくして頂いて本当に御
礼の申し上げ様もございません。勝手に退会致しました事深くお詫び申
し上げます。退会してからは非常に淋しい思いをしております。学校の
友人も殆どあの世へ旅立たれ何ともいい様のない淋しさです。皆様に
於かれましては少しでも長く在籍され、クラブの為に御専念下さる様に
一重にお願い申し上げます。
　末筆になりましたが皆様方の御健康と御多幸をお祈りして筆を置き
ます。
                                                                            敬具

メンバーの皆様へ
秋山　　茂

　自分はこのたび高齢に加えて、気力体力ともに衰えてきたことを感じました
ので退会することにいたしました。
　昭和47年入会以来39年に亘って在籍いたしました。その間奉仕活動ととも
にクラブ活動を大変楽しくエンジョイしてきました。入会から7、8年は制服制帽
（義務）を着用して他クラブの年次大会によく出席しました。またYEをはじめ5
つ位の委員長を仰せつかりましたが印象に残っているのは大会委員長のとき
です。会場を初めてブケ東海に変えてみたり、当時あまり知られていなかった
ビンゴゲームを木の道具を使って披露したりしました。
　国際大会にはハワイには母を、オーストラリアには家内を連れていった事も
懐かしい思い出です。特にゴルフ部には想い出がいっぱいあります。入会した
翌年ゴルフ部幹事を務めましたが、その年が今も続いている倉敷クラブとの
交流ゴルフ第一回となり楽しく司会をさせていただきました。また同好会では
東南アジアや北海道にも何回か皆さんとご一緒しました。
　長い会員時代を通して多くの人生の先達者達の謦咳に接してきました。宇
野さん、大橋さん、永井さん等、多くの方の風格や素晴らしい人となりに学ぶと
ころが多く良い人生経験になりました。
　大変心残りですが、楽しかった思い出を心に残して沼津ライオンズクラブを
去りますが、長い間皆様には大変お世話になりありがとうございました。最後
に会員の方々のご多幸と沼津クラブの永遠のご発展をお祈りいたします。

さよなら沼津ライオンズクラブ
土井　達夫

沼 津 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

輝かしい未来に向かって

永年のクラブへのご貢献に感謝申し上げます。
　本年をもって退会されましたL.土井達夫（在籍39年）、L.秋山茂（在籍29年）より

メッセージをいただきました。永い間、本当にありがとうございました。

1990年3月　入会（スポンサーL.長谷川要治）
1992年　テールツイスター
1993年　出席委員長
1994年　接待　YE委員長
1996年　視力委員長
1997年　大会委員長
1998年　副幹事
1999年　幹事
2002年　一年理事
2003年　二年理事
2004年　計画大会委員長
2005年　財務会則委員長
2007年　青少年指導委員長（二年理事）
2009年　第二副会長
2010年　第一副会長

ライオン歴

（1）会員の増強

組織の力は人にあります。近年多くのクラブにおいて、会員数の減少によりクラブの活動に支障をきたしています。
沼津ライオンズクラブのメンバーとしての資質を備えた会員の増強は不断の課題です。

（2）青少年の健全育成への積極的な取り組み

組織と同様に国の基礎は人です。そして、日本の次代を担う青少年の健全育成は我々の責務であります。

（3）奉仕活動の見直し

現在継続されているアクティビティは、それぞれが素晴らしい活動ではありますが、時代が変わり、限られた予算の
中で、選択と集中が必要な時期に来ています。創意と工夫を持って、今必要なアクティビティに心からの思いやりを
持って奉仕していきましょう。

（4）ライオンズ道徳綱領の研鑚

ライオンズ道徳綱領。新しく入会された方などは良く知らない方が多いと思います。本年は諸先輩からのお話を聞く
機会を多く設け、お話しの中から、この道徳綱領を学び、お互いの資質を高めていければと思います。

■今年度クラブスローガン

6月 最　終　例　会

　本年度の最終例会は6月16日㈭沼津東急ホテルにおいて行われました。会長基本方針にあるように、メンバーは
ライオンズ道徳綱領を遵守し、ライオンズクラブメンバーとしての誇りと自覚をもった行動を求められた一年であっ
たと思います。また、他クラブの会員数が減少する中、沼津L.Cは会員増強において着実な成果をあげ、他クラブの
羨望の的であり、それだけにメンバーとしての一層の研鑚と資質向上が求められてくると思います。
　会員のみなさん1年間、ご協力まことにありがとうございました。

▲L.芹澤会長より次期会長L.前田へライオンズ旗の引き継ぎ

▲ベリーダンスで最高潮に盛りあがった懇親会、1年間の疲れもスットンダ！！

▲次期三役「次年度は俺たちにまかせておけ！」 ▲本当にお疲れさまでした

22第 例会

長い旅路の航海を終えて̶芹澤丸無事帰港
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国際協会モットー

国際テーマ

334複合地区スローガン

334-C地区スローガン

クラブスローガン

“We Serve”

“I Believe～信じる”

“奉仕の心をひとつにつなぎ　日本再生”

“広げよう奉仕の心 静岡から世界へ！
  ー汗を流そう、人と地域と地球の為にー”

“創意工夫で 思いやりの奉仕”
2011年（平成23年）7月21日発行〈725号〉

334C-3R1Z

事務局 沼津市添地町128 クインテットビル3F
☎055-963-0250　　055-962-5939

例会場 沼津市寿町7-37 ブケ東海沼津
☎055-922-5522　【例会日：第１・3木曜日】http://www.numazu-lionsclub.jp.

●会長╱L.前田利定　●幹事╱L.服部厳一郎　●PR情報委員長╱L.柏木雅博　●印刷╱不二印刷株式会社

第1例会 平成23年4月7日㈭移動例会  於：富士スピードウェイ他
（総員73名　出席49名　欠席24名　出席率 67.1％）幹事報告

第2例会 平成23年4月21日 18:30  於：沼津東急ホテル
（総員73名　出席57名　欠席16名　出席率78.1％）幹事報告

第1例会 平成23年5月12日㈭ 18:00  於：ブケ東海沼津
（総員73名　出席55名　欠席18名　出席率75.3％）幹事報告

第2例会 平成23年5月19日㈭ 18:30  於：ブケ東海沼津
（総員73名　出席58名　欠席15名　出席率79.5％）幹事報告

第1例会 平成23年6月12日㈰ 334複合地区年次大会  於：静岡・グランシップ
（総員73名　出席52名　欠席21名　出席率71.2％）幹事報告

第2例会 平成23年6月16日㈭ 18:00  於：沼津東急ホテル
（総員73名　出席61名　欠席12名　出席率83.6％）幹事報告

４
月   3月22日㈫　3月第2役員会

  3月26日㈯　第31回全日本学童兼第33回スポーツ少年団交流大会閉会式　三役・青少年指導委員長・PR委員長出席

  4月  1日㈮　会員増強チーム会議

 元会員の植松盛太郎様がご逝去され、尊い献眼を頂きました。
  4月  2日㈯　通夜　天翔苑 原　多数の会員出席

  4月  3日㈰　告別式　芹澤会長よりご遺族へ感謝状伝達　多数の会員出席

  4月  4日㈪　5クラブ幹事会

  4月12日㈫　4月第1役員会

  4月15日㈮　沼津地区5ライオンズクラブ新会員セミナー

  4月15日㈮   静岡新聞東部支局へ東日本大震災への義援金寄託　三役・L.宇野明彦・PR委員長

  4月20日㈬　第4回キャビネット会議　L.土屋誠司・L.田中章生・L.市川洋一出席

  4月23日㈯　第30回沼津市中学校野球選手権大会開会式

  4月24日㈰　334複合地区年次大会正副事務局長会議　L.土屋達郎出席
　　　　　　　御殿場ライオンズクラブCN50周年記念式典

  5月  1日㈰　第30回沼津市中学校野球選手権大会閉会式

  5月  8日㈰　第57回地区年次大会

  5月10日㈫　ライオンズクラブ次期三役セミナー　次期三役並びに講師として　L.土屋達郎出席

  5月10日㈫　5月第1役員会

  6月11日㈯　334複合地区第57回年次大会リハーサル　L.土屋達郎・L.後藤行宏・幹事出席

  6月12日㈰　334複合地区第57回年次大会　26名が参加しました。

  役員会において　L.渡邉兼道　L.溝口辰繁の退会が承認されました。

  5月13日㈮　5クラブ幹事会

  5月13日㈮　第4回MERL委員会　会長・MERL委員長出席

  5月18日㈬　公益財団法人静岡県アイバンク評議員選定委員会　L.土屋誠司出席

  5月23日㈪　札幌スノーLC・CN25th、札幌ユートピアLC・CN24th両クラブ合併披露祝賀会　L.勧山・L.赤堀 出席

  5月23日㈪　公益財団法人静岡県アイバンク評議員会

  5月24日㈫　5月第2役員会

  5月25日㈬　第1回次期役員会

  5月26日㈭　公益財団法人静岡県アイバンクに関する会議　L.土屋誠司出席
  　公益財団法人静岡県アイバンク監査会

  5月30日㈪　334複合地区年次大会実行委員会　L.土屋達郎・L.後藤行宏出席

2005-2006年度334複合地区ガバナー協議会議長
2004-2005年度334-B地区ガバナー　松岡忠雄様（中津川LC所属）のご葬儀

  6月  3日㈮　19:00～　通夜

  6月  4日㈯　13:00～　葬儀　334複合地区D地区元ガバナーと共にL.土屋誠司参列

  6月  3日㈮　会員増強チーム 打ち上げ

  6月  7日㈫　6月第1役員会

  6月  9日㈭　公益財団法人静岡県アイバンク理事会　L.土屋誠司出席

  6月10日㈮　沼津地区5LC・1LSC現・次期三役会　第4回ガバナー諮問委員会　地区役員・現・次期三役出席

計　22,000円
計      　　 0円

4月度 ドネーション

5月度 ドネーション

6月度 ドネーション

合計 22,000円

L.小原　嘉弘

L.髙橋　　覚

L.森本耕太郎

L.塩崎　享一

L.前田　利定

L.芹澤　　洸

L.後藤　行宏

L.芹澤　明寛

L.池田　宏明

L.鈴木　忠一

L.瀬尾　孝寛

L.小池　禮二

三女が卒業及び就職

長女が大学へ入学

第二子が誕生（長男　英太郎君）

不動産コンサルタント試験に合格

4月度ゴルフ部例会優勝

4月度ゴルフ部例会準優勝

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

東海税理士会沼津支部支部長に就任

5月度ゴルフ部例会優勝

5月度ゴルフ部例会準優勝

5月誕生月

スポンサーキー賞を頂きました

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

在籍30年

6月誕生月

6月誕生月

6月誕生月

ビンゴ大会

【ドネーション】

計　10,000円
計　   　　 0円

合計 1０,０00円

L.土屋　達郎

L.大古田一郎

L.土屋滝太郎

L.木村　幸男

L.外　　信之

【ドネーション】

【ファイン】

計　42,000円
計      　　 0円

合計 ４２,000円

L.芹澤　　洸

L.大川　祐輝

L.髙橋　　覚

L.鈴木　清次

L.河村　忠彦

L.吉池　一行

L.杉山　由博

全メンバー　

【ドネーション】

【ファイン】

【ファイン】

新三役　左から幹事L.服部、会長L. 前田、会計L. 小原
2011

5
月

2011

6
月

2011
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NUMAZU LIONS CLUBクラブスローガン╱“創意工夫で  思いやりの奉仕”

沼津ライオンズクラブ　会報N0.725（2011.7） 別　刷

2011～2012年度 役員就任にあたって

　此の度の震災で被災された方々

の苦労を思うと、ついつい暗くな

りがちな昨今です。そんな中、有

意ある多数の新ライオンを迎え、

活気に溢れてきたことは大変喜ば

しく思います。

　この一年充実した活動を進めて、沼津ライオンズクラ

ブが更なる躍進を遂げて行くよう、前田新会長の下、微

力乍ら務めを果たしてまいります。

　沼津ライオンズクラブには、長い

伝統と歴史、そして、輝かしい実績に

裏づけされたちょっぴり厳しい慣習

やルール・規律が存在していると思

います。でも、その慣習、ルール・規

律に則ってライオンズ活動すること

によって得られるメンバー同士の信頼感や奉仕事業の達成

感は、日々、雑多なストレスに悩まされる私の生活に、清々し

い開放感や癒しを与えてくれます。

　副幹事を仰せつかりました、1年間見習い修行頑張りま

す。よろしくご指導ください。

　去る5月29日㈰ギャラリーほさかで開かれていたL.島田の
お父さまで日本画家の故・島田心華（本名・富士雄）さんの回
顧展に行ってまいりました。平成19年に96歳で亡くなられる
直前まで旺盛に創作活動に励まれた心華氏の堂々たる水墨
画や日本画92点が展示され、オークションも行われていまし
た。島田家は2人のお姉さまも、それぞれガラスアート・陶芸
アートの芸術家とのこと。音楽に造詣が深く多趣味の粋人、
L.島田のルーツはこれかと納得した次第でした。　　  
　　　　　　　　（記・2010～2011 PR情報委員長 L.杉山）

L.丹澤　忠芳第2副会長 L.井上　孝喜副幹事

会 員 だ よ り L.島田　雷太

今後会員に関するおめでたい情報や、ぜひともメンバーにお知らせしたい情報等がありましたらお寄せください。会報紙面の許す限り掲載させていただきたいと思います。
2011～2012 PR情報委員長 L.柏木雅博
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