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WeServe

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”（われわれは奉仕する）
“奉仕の世界”

“奉仕の世界は熱い情熱と固い絆から”

“笑顔で奉仕　人に心の豊かさを！
        ̶感動の奉仕で　日本再生̶”

あ す
“明日に向かい　We Serve!”

千本浜公園清掃（沼津
野球連盟学童部協働

事業）平成24年12月9
日㈰

爽やかな笑顔
（清掃終了後の参加

者全員による記念撮
影）爽やかな笑顔

（清掃終了後の参加
者全員による記念撮

影）
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クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

▲率先垂範して清掃活動するL.足立と
　L.横山。若年会員のお手本です

◀この膨大なゴミ袋の山が、この日
　の清掃奉仕活動の成果を物語っ
　ています

環境保全活動に飽くなき▶
情熱を燃やす男̶L.外の
ローア

▼熊手の使い方も鮮やかなL.丹澤

　10月第1例会はアクティビティー例会として環境保全委員会の担当で、10月8日（体育の日）に八角池周辺を中
心に千本浜公園の清掃を行いました。当日は、祭日にもかかわらず早朝より多くの会員に参加いただき、We serve
の精神で労を惜しまぬ作業の結果、八角池周辺はみちがえるような美観を取り戻しました。

10月 アクティビティー例会（清掃奉仕活動）11第 例会

!"#$%&'

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は皆様に大変お世話になりました。おか
げさまでなんとか前期を乗り切ることができまし
た。厚くお礼申し上げます。引き続き１月～６月
までの後期につきましてもご理解とご協力を切に
お願い申し上げます。今年は、巳年。「巳」は、草
木の成長が極限まで達して次の生命が作られ始め
る時期という意味があると聞いています。国内は
もとより海外においても穏やかな時代のスタート
であってほしいものです。ライオンズクラブもゆっ
たりとした心豊かな事業・運営ができればと願っ
ています。
　前期において、視力福祉委員会が今後のアイバ
ンク運動に関して、種々調査研究をしていただい
ていますこと、青少年指導委員会と環境保全委員
会が協働で沼津野球連盟学童部の子供達、保護者
150 名ほどが集って千本浜清掃奉仕を実行したこ
と、PR 情報委員会が会員会社を HP で紹介する企

画を進めていただいていますこと、誕生日祝品を
姉妹クラブである倉敷 LC から手当する試み、こ
れらは意義あることと感謝しています。また、
MJF 献金では 6 名を予定のところ、8 名の協力を
いただきました。この場をお借りして厚くお礼申
し上げます。後期も年間計画どおりに進めてまい
りますが“ 明日につながるであろう ”ことも引き
続き取り組んでいければと考えています。最大の
課題は会員の拡大と維持であります。GMT・GLT
委員会と会員増強チームに絶大なるご支援をお願
いいたします。また、委員会活動がクラブの活性
化の源ですので活発な委員会の開催をお願いいた
します。後期は私ども沼津ライオンズクラブが５
ライオンズクラブのホスト役です。遺漏無きよう
努めてまいります。お願いばかりの新年のご挨拶
となりましたがお許し下さい。ありがとうござい
ます。

 会長 L. 赤堀 肇紀
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あやか

▲堂々とスピーチする柏木文伽さん

▲挨拶する3R・1Z・ZC L.深澤

▲ライオンズ必携を手にスピーチする
　334複合地区会則委員長 L.土屋（誠）3R・青少年・クエスト委員 L.芹澤▶

▼娘の成長ぶりに御満悦のL.柏木

新会員・服部喜和様と▶
スポンサーL.小林

新会員紹介

　10月第2例会は10月18日㈭YCE委員会の担当で沼津リバーサイドホテルにおいて行われました。YCE夏季派
遣生帰国報告会として、本年度ベルギーへ派遣されたL.柏木雅博のご息女・柏木文伽さんより達者な英語でのス
ピーチもまじえた体験報告がなされました。世界史にも興味を持つ文伽さん。EUの中心地であるベルギーでヨー
ロッパのぶ厚い歴史に接し、世界各国より集まってきた同世代の派遣生と交流し多様な文化の一端に触れたことは
彼女にとって何物にもかえがたい貴重な体験となったばかりでなく、草の根の国際交流の大切さと、このYCE派遣
事業の大いなる意義を感じさせる報告会でありました。
　また、新会員・服部喜和様の入会式もとり行われました。今後のご活躍を期待します。

10月 YCE委員会担当例会22第 例会

　11月1日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた11月第1例会に
334-C地区3R・1Z・ZC L.深澤宏一（沼津千本ライオンズクラブ）と334-C地
区3R・青少年・クエスト委員 L.芹澤　覚（沼津千本ライオンズクラブ）が例会訪
問。またメンバースピーチでは、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（第32代沼津LC会長）L.土屋誠司より2012－2013ライ
オンズ必携（第52版）の主な改訂個所についてのお話しがありました。

11月 ZC例会訪問11第 例会

氏名
　はっとり　よしかず

服部喜和 L.小林龍司

PR情報委員会

㈲服部酒店

昭和37年10月10日

事業所

スポン
サー

所属委
員会

生年
月日



選抜少年野球沼津交流大会
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選抜少年野球沼津交流大会
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▲所用欠席の赤堀会長にかわり開会式で
　挨拶する丹澤第1副会長

▲見よ！ L.丹澤の見事なフォーム
   （始球式）

▲講演するL.勧山▶

▲伝達式会場にて

▲ご遺族を代表して挨拶する
　L.服部（厳）

▲平成24年10月17日（水）静岡新聞

▲広島市内（原爆ドーム）

　沼津L.CからはL.勧山、L.土屋（誠）、L.丹澤、L.井上、
L.柏木、L.土屋（英）、L.小林、L.服部（厳）、L.徳田が出
席しました。

　10月12日㈮広島市ANAクラウンプラザホテ
ルにおいてNPO法人日本アイバンク運動推進協
議会総会ならびに第35回日本アイバンク運動推
進協議会ひろしま大会が開催され、沼津ライオン
ズクラブよりL.勧山　弘、L.井上孝喜、L.土屋英
治、L.徳田和人が参加しました。日本アイバンク運

動推進協議会最高顧
問であるL.勧山の未
だ衰えぬアイバンク
運動への熱き思いが
ほとばしる講演「闇に
光を」は、出席者に感
銘を与えました。

10月14日㈰
千本浜公園献眼慰霊碑前

第35回 “ひろしま大会”日本アイバンク運動推進協議会全国大会

第!"回 開会式　10月   7日㈰
閉会式　10月13日㈯
於：県営あしたか球場

日本アイバンク運動推進協議会全国大会 第35回 “ひろしま大会”

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式

優　勝　松野ファイターズ（富士）

準優勝　三島ゴールデンイーグルス（三島）

三　位　沢田少年野球団（沼津）

　〃　　港エンゼルス野球スポーツ少年野球団（焼津）
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　11月15日㈭沼津リバーサイドホテルでの11月第2例会はLCIF委員会の担当。沼津市商工会会長で大村興業㈱
代表取締役 大村保二様を講師にお招きして「医療分野に参入した経緯について」̶ 時代の変化に対応して̶と題
してご講演いただきました。氏の逆境をもはねのける前向きさには見習うべきこと多であり、勇気と元気をいただい
た講演でした。
　また、2011～2012年間会員増強プログラム目標を達成したL.前田利定（前会長）へのアワードパッチ贈呈とL.
髙橋　覚への薬物乱用防止教育認定講師養成講座修了証及び講師認定証の伝達が行われました。

LCIF委員会担当例会22第 例会

▲講師の大村保二様

▲担当委員長のL.小林のローア

▲赤堀会長よりアワードパッチを受ける
　前田前会長

▲講師の（株）ライフ 大城様（左）と河合様（右）

11月

　12月第1例会はPR情報委員会の担当で12月6日㈭沼津リバーサイドホ
テルにて行われました。講師に㈱ライフ代表取締役 大城一真様と業務課長 
河合右介様をお招きし、「最先端のIT技術、SNSの現状を学ぶ」と題してス
マートフォンやタブレットなどのIT機器やフェイスブックなどのソーシャル
ネットワークサービスについて、噛み砕いてお話しいただきました。また、例
会ではマイルストーン・シェブロン・アワードがL.竹村喜次、L.鈴木忠一、L.後
藤行宏、L.小原嘉弘、L.金井隆直、L.河村忠彦にそれぞれ贈呈されました。

PR情報委員会担当例会11第 例会12月

▲L.前田とL.髙橋によるローア

▲マイルストーン・シェブロン・アワードを受けた
　各ライオンによるローア

おおむら やすじ

おおしろ かずまさ

かわい ゆうすけ
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▲挨拶する赤堀会長と参加メンバー

▲会長も奮闘

▼寒さにふるえながら、
　みんながんばりました

▲平成24年12月14日㈮
　沼津朝日

▲参加者にPRする土屋（英）視力福祉委員長と
　献眼登録受付風景

▲参加メンバーと同伴のご婦人方

▲平成24年11月13日㈫沼津朝日

▲児童代表に憲章額
　を贈る赤堀会長
　（金岡小）と
◀丹澤第1副会長
　（沢田小）

記念式典　11月3日㈯～4日㈰

千 本 浜 公 園 清 掃

第57回千本浜ファミリーマラソンで

　11月18日㈰に開催された千本浜ファミリーマラソン会場に献眼登録コーナーを設け、
参加者にアイバンク運動への理解と協力を呼び掛けました。

　12月9日㈰の外環境保全委員長の号令のもと、
本年2回目の千本浜公園清掃活動が沼津野球連
盟学童部との協働事業として実施されました。当日
は寒風吹きすさぶ中、多くのメンバーと学童部から
160人あまりが参加して清掃奉仕に汗を流しまし
た。当クラブが支援する学童部との共同清掃は、こ
どもたちの地域への奉仕の心を育てるという意味
でも意義深い試みであったと思います。

　11月8日㈭継続アクティビティーの市民
憲章額贈呈式が行われました。
　本年度は沢田小学校、金岡小学校、金岡中
学校の3校への寄贈。赤堀会長、丹澤第1副
会長、井上幹事、髙橋青少年指導委員長、
PR情報委員会
のL.木村（幸）、L.
中村らが分担し
て各校へ赴き、
憲章額を贈呈し
ました。

市民憲章額贈呈式

第57回千本浜ファミリーマラソンで

千 本 浜 公 園 清 掃
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▲会長挨拶

▲クリスマスの夜を彩るボーカルエルの美しいコーラス
▲開宴の挨拶をする
　丹澤第1副会長 ▲乾杯の発声はL.田中

▲恰幅のよいサンタさんとトナカイさんから
　こどもたちへプレゼント

▲12月誕生月のみなさんのローア。おめでとうございます

◀あらら不思議。
　じっくり見ても見破
　れなかったカードマ
　ジック

◀ジャグリングの妙技に会場は
　おおいに盛りあがりました

◀がんばってくれました
　塩崎計画大会委員長。
　おつかれさまでした

◀美味しいクリスマスディナーと楽しい
　アトラクションで、どのテーブルにも笑
　顔が溢れていました

▼お楽しみ抽選会を軽妙な司会で
　もりあげるL.後藤とL.神農

おめでとうございます　12月22日㈯沼津リバーサイドホテルにて12月第2例会（クリスマス家
族例会）が行われました。ボーカルエルの合唱がクリスマスの華やいだ雰囲
気を演出し、鮮やかな手際のマジックやジャグリングショー、お楽しみ抽選会
など老いも若きも、おおいに楽しんだクリスマス例会でした。

クリスマス家族例会22第 例会12月
おめでとうございます

L. 臼井吉見ご夫妻


