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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”（われわれは奉仕する）
“夢を追いかけよう”

“温故知新̶創造と挑戦とスピードで、さらに価値ある奉仕を”

“ライオンズの「原点を学び、楽しく奉仕」̶ 飛躍への新たな挑戦”

“感謝の心で・一歩前へ！”

2013年（平成25年）7月18日発行〈733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 沼津市上土町100-1 沼津リバーサイドホテル
☎055-952-2411　【例会日：第１・3木曜日】http://www.numazu-lionsclub.jp.

●会長╱L.丹澤忠芳　　●PR情報委員長╱L.中村　信　●印刷╱不二印刷株式会社

会報第1例会 平成25年4月11日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席56名　欠席17名　出席率76.7％）幹事報告

第1例会
幹事報告

第1例会
幹事報告

第2例会 平成25年4月18日㈭ 18:30　チャーターナイト例会  於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席59名　欠席14名　出席率80.8％）幹事報告

第2例会
幹事報告

第2例会
幹事報告

平成25年5月16日㈭ 18:00　5ライオンズクラブ合同例会  於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席57名　欠席16名　出席率78.1％）

平成25年5月23日㈭ 18:00　箱根ライオンズクラブ合同例会  於：箱根小涌園
（総員73名　出席48名　欠席25名　出席率65.8％）

平成25年6月6日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席55名　欠席18名　出席率75.3％）

平成25年6月20日㈭ 18:30  最終例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席56名　欠席18名　出席率75.7％）

4
月   3月30日㈯　第33回全日本学童兼第35回スポーツ少年団交流大会　決勝戦・閉会式　L.赤堀肇紀、L.井上孝喜、

  L.髙橋覚出席

  4月  3日㈬　第43回3R・1Z親睦ゴルフ大会

  4月  4日㈭　童話の花束寄贈（沼津市役所　教育委員会）　L.赤堀肇紀、L.井上孝喜、L.髙橋覚、L.土屋英治出席

  4月  9日㈫　第4回334複合地区ガバナー協議会報告会　L.土屋誠司出席

  4月12日㈮　iPad講習会（出席委員会主催）　メンバー6名参加

  4月15日㈪　沼津5ライオンズクラブ合同新会員セミナー

  4月16日㈫　第3回334複合地区会則委員会　L.土屋誠司出席

  4月18日㈭　新会員セミナー

  4月20日㈯　第32回沼津市中学校野球選手権大会　開会式　L.赤堀肇紀、L.井上孝喜、L.小林龍司出席

  4月20日㈯　眼と心の市民講座̶献眼を勧める集い　L.勧山弘、L.土屋英治、L.服部厳一郎出席

  4月23日㈫　第4回キャビネット会議　L.土屋誠司出席

  4月23日㈫　4月第2役員会

  4月26日㈮　第8回会員増強チーム会合

  4月28日㈰　第32回沼津市中学校野球選手権大会　閉会式　L.丹澤忠芳、L.井上孝喜、L.木村幸男出席

  5月  4日㈯　第29回こいのぼりフェスティバル　L.赤堀肇紀、L.井上孝喜出席

  5月  7日㈫　沼津5LC幹事会

  5月  9日㈭　2013～2014年度地区役員・クラブ会長・幹事・会計セミナー　L.丹澤忠芳、L.稲野雅信、L.大川祐輝出席

  5月11日㈯　アイバンク運動50周年記念式典実行委員会設立準備会　L.土屋誠司、L.赤堀肇紀、L.丹澤忠芳、L.森幹生、
  L.後藤行宏、L.竹村喜次、L.井上孝喜出席

  5月14日㈫　5月第1役員会

  6月  7日㈮　沼津5LC幹事会・会計引継ぎ　L.井上孝喜、L.柏木雅博出席

  6月  8日㈯　334複合地区　第59回年次大会前夜祭　L.土屋誠司出席

  6月  9日㈰　334複合地区　第59回年次大会

  6月11日㈫　6月第1役員会

  6月14日㈮　現次期三役会・第4回ガバナー諮問委員会

  6月19日㈬　次期役員・委員長会議

  6月20日㈭　2012-13年度名誉顧問懇親会（兼・次年度柳原複合地区議長激励会）　L.土屋誠司出席

  6月20日㈭　新会員セミナー

  6月第1役員会におきましてL.久保田宏明の退会が承認されました。

  6月第1役員会におきましてL.渡邉章の退会が承認されました。

  6月第1役員会におきまして会友：渡邉章様の入会が承認されました。

  5月19日㈰　334-C地区　第59回年次大会

  5月20日㈪　平成25年度沼津市市民憲章推進協議会総会

  5月第1役員会におきまして会友：土井達夫様の退会が承認されました。

  5月27日㈪　3R名誉顧問会　L.土屋誠司出席

  5月28日㈫　5月第2役員会

  5月30日㈭　第3回複合地区会則委員長連絡会議　L.土屋誠司出席

  6月  4日㈫　次期役員・委員長会議

  6月  5日㈬　第10回視力福祉委員会

計   55,000円
計   10,200円

計   15,000円
計    10,300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 65,200円

合計 25,300円

L.赤堀肇紀

L.稲野雅信

L.榊原　晃

L.小野弘人

L.後藤宏之

L.芹澤明寛

L.田中章生

L.勧山　弘

L.鈴木善之助

L.野田金次郎

L.保坂一巳

L.大川祐輝

3R1Zチャリティゴルフ大会3位入賞

3R1Zチャリティゴルフ大会当日賞

ホールインワン沼津GC　JCじゃがいもコンペにて

4月誕生月

4月誕生月

4月誕生月

ご令嬢  CN例会にてミニコンサートに出演

CN例会にお招きいただいて

CN例会にお招きいただいて

ララグループスロット専門店増設オープン

結婚56周年

3/21再婚しました

ゴルフ部5月度優勝

ゴルフ部5月度準優勝

呉にてアイバンク運動の講演をしました

武田家旧温会　会長就任

5月誕生月

1年間ありがとうございました（会長）

1年間ありがとうございました（幹事）

1年間ありがとうございました（会計）

＆6月度ゴルフ部例会優勝

6月度ゴルフ部例会準優勝

長男が就職しました

新会社設立イナノビジネスサポート

退会に際し、在籍34年、長い間お世話になり

ました。ありがとうございました

6月誕生月

6月誕生月

最終例会（チケットより）

【ドネーション】

L.細沼信二

L.森　幹生

L.勧山　弘

L.土屋誠司

【ドネーション】

【ファイン】

計    119,000円
計      11,100円

合計 130,100円

L.木村幸男

L.赤堀肇紀

L.井上孝喜

L.柏木雅博

L.小原嘉弘

L.外　信之

L.稲野雅信

L.渡邉　章

L.杉山由博

L.森本耕太郎

全メンバー

【ドネーション】

【ファイン】

【ファイン】

2013～2014年度新三役　左から会計L.大川、会長L.丹澤、幹事L.稲野
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クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！” クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”

沼津市中学校
野球選手権大会

4月20日㈯呉市文化ホール
L.勧山弘講演　「限りある命を超えて」

4月20日㈯呉市文化ホール
「眼と心の市民講座̶献眼を勧める集い」

「童話の花束」を沼津市に贈呈栄光の沼津ライオンズクラブ

会長就任にあたって
会　長 L. 丹澤 忠芳

　本年度会長を務めます丹澤忠芳と申します。どうぞよろしくお願いします。
　沼津ライオンズクラブは本年で54年を数えるにいたりました。又アイバンク活動も50年の
節目を迎えようとしています。その間幾多の先輩たちの熱心な活動により栄光ある歴史を
築いてまいりました。私たちは事業の更なる発展を図るため“感謝の心で・一歩前へ”踏み
出そうではありませんか。

　本年は 1）メンバーの和を深める
 2）全員参加の委員会活動
 3）地域密着の奉仕
　の3つを心がけ事業を進めてまいります。皆様のご協力をお願いします。

1）和をすすめよう
　元気な挨拶の励行、楽しい例会の工夫、同好会、地区会等の会員相互の交流を進め、メンバー
相互の和を深めます。

2）奉仕は身近な行動から
　例えば、子供やお年寄りの横断の手助け、危険物と思われる物を排除、その他身近で出来るこ
とから奉仕の実践をしていこう。小さな奉仕が大きな奉仕に繋がるものと確信します。「地域密着
のWe Serve」を進めます。

3）全員参加の委員会を
　クラブの基本は委員会活動にあり。全員の参画と役割の認識が必要です。
　活発な委員会活動を皆で進めて参ります。

4）GMT,GLT活動の推進
○5名の新会員の獲得、年度末純増1名以上を達成する。
○会員維持ワークショップの開催

基
本
方
針

“感謝の心で・一歩前へ！”

会長就任にあたって
会　長 L. 丹澤 忠芳

基
本
方
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“感謝の心で・一歩前へ！”

1）和をすすめよう
　元気な挨拶の励行、楽しい例会の工夫、同好会、地区会等の会員相互の交流を進め、メンバー
相互の和を深めます。

2）奉仕は身近な行動から
　例えば、子供やお年寄りの横断の手助け、危険物と思われる物を排除、その他身近で出来るこ
とから奉仕の実践をしていこう。小さな奉仕が大きな奉仕に繋がるものと確信します。「地域密着
のWe Serve」を進めます。

3）全員参加の委員会を
　クラブの基本は委員会活動にあり。全員の参画と役割の認識が必要です。
　活発な委員会活動を皆で進めて参ります。

4）GMT,GLT活動の推進
○5名の新会員の獲得、年度末純増1名以上を達成する。
○会員維持ワークショップの開催

今年度クラブスローガン

　わが沼津ライオンズクラブは、4月4日㈭沼津市
（沼津市教育長・工藤達朗様）に対し、市役所におい
て「童話の花束」を４００冊寄付いたしました。
　「童話の花束」とは、ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱が
毎年童話の募集を行い、優秀作品（一般の部・中学
生の部・小学生以下の部）の掲載に加え、ほのぼの
とした絵画を加えた童話集です。今年は昨年に続き
２回目の寄付。当ライオンズクラブが、活字離れして
いる子供たちに読んで頂き、自ら童話を書いてみよ
うと思う青少年の指導育成を願っての事業です。

　この講座の講師をつとめたNPO法人日本アイバン
ク運動推進協議会最高顧問L.勧山弘は約800名の
呉市民や地元高校生を前に93歳とは思えぬ力強い
語り口で献眼運動の意義を訴え、献眼運動への更な
る協力を求めるための有意義で感銘深い講演となり
ました。

　わが沼津ライオンズクラブ
は地区年次表彰で、沼津野球
連盟学童部との千本浜公園協
働清掃奉仕で「アクティビ
ティー賞」を受賞しました。また
特別企画として実施された「笑
顔で奉仕写真コンテスト」でL.
木村幸男の作品（テーマ「笑顔
で育む奉仕の芽」）が優秀賞を
獲得しました。

　6月最終例会で、在籍34年の間お世話になりましたお礼を申し上げる事ができ、ホットする一面何となく侘びしく
寂しい感じがしていた折、突然前井上幹事より電話を戴き、新年度会報に退会についての文を掲載したいので
作って欲しいとの事でしたが、例会の中でご挨拶申し上げたので、ご遠慮したい旨を申し上げましたが、欠席の
方もあり、再度活字にして是非頼みたいと望まれ、図 し々くもお言葉に甘え長くお世話になった中で、懐かしい思
い出を2～3記させて戴きます。
　私の入会は1979年の49才の時であり、同時入会の2人の仲間が、ゴルフ部へ入るので一緒にどうかと誘われ、
初心者で始めたばかりでしたが、翌月より月例会に参加し、20名程のベテランの先輩方と3～4名いた若い方も、
経験もあり上手な方々で、初心者は私1人のみで迷惑をかけ、仲間に入り後悔するも後の祭りで泣きたい気持で
した。
　しかし先輩方が親切に教えて下さり、約1年以上皆さんのレベルに追いつく迄、一生懸命練習もし積極的に
コースにも出て努力したお陰でマーマーの腕前になりましたが、先輩方に高い月謝？を支払った様に思われます。
　又クラブの先輩の皆様は素晴らしい方々であり、色 ご々指導賜り感謝申し上げると同時に、大勢の掛け替えの
ない仲間との出会い、そして多くの楽しい思い出を沢山頂戴し感謝・感謝です。

▲会長より教育長へ目録贈呈

▲閉会式でメダルを授与する
　丹澤第一副会長▲開会式で挨拶する赤堀会長

▲会場前で参加者勢揃い

▲優秀賞受賞作品（L.木村幸男撮影）

▲講演するL.勧山

栄光の沼津ライオンズクラブ

　本年度会長を務めます丹澤忠芳と申します。どうぞよろしくお願いします。
　沼津ライオンズクラブは本年で54年を数えるにいたりました。又アイバンク活動も50年の
節目を迎えようとしています。その間幾多の先輩たちの熱心な活動により栄光ある歴史を
築いてまいりました。私たちは事業の更なる発展を図るため“感謝の心で・一歩前へ”踏み
出そうではありませんか。

　本年は 1）メンバーの和を深める
 2）全員参加の委員会活動
 3）地域密着の奉仕
　の3つを心がけ事業を進めてまいります。皆様のご協力をお願いします。

「童話の花束」を沼津市に贈呈

沼津市中学校
野球選手権大会

呉ライオンズクラブ主催

「眼と心の市民講座̶献眼を勧める集い」
4月20日㈯呉市文化ホール

L.勧山弘講演　「限りある命を超えて」

  優勝 金岡中学校
準優勝 静浦中学校
 第3位 大岡中学校
奨励賞 愛鷹中学校

　同好会活動で同じ趣味の人達が集まると、例えば何年間も簡単な挨拶程度しかない、割合無表情で口数の
少ない先輩方も、話し合って見ると見掛けと異なり（失礼）本当に気さくな良い方々であり、驚きました。今新メン
バーが多く、若い人達は先輩方に何でも遠慮なく積極的に話し掛けて見ては如何でしょうか！恐らく新しい発見も
あり、色々参考になる事も多い様に思います。
　私は会長を務め2年後70才の時、不幸にして年間3回の手術を行い、10月退院し自宅に於いて静養中、当時
CN40周年の時の会長、幹事が自宅に参り、翌年4月実施の大会の倉敷接待委員長を予定しているので依頼し
たいとの事で、病後であり回復していない理由からお断りしたのですが、まだ半年先の事と強引に頼まれ、私も当
時7～8年前から外先生が熱心に倉敷LCの交流に力を注いでいらっしゃった時補佐役を務めて来た関係もあ
り、体調が完全ではなかったが、皆さんのご協力のお陰で立派にお迎えする事が出来ました。半年の間忙しく準
備に追われ走り回った事が幸いし、良いリハビリが出来た感じでありました。当時70才であり、72才の時1年間クラ
ブの会員委員長を務め、75才の時地区役員（ZC）の依頼がありましたが、高齢を理由に何回も辞退するも最終
的にお引受けする形となり1年間信じられない程、目が回る様な忙しさに驚き、初めは病後と高齢からお引受けし
た事を後悔しましたが、徐々に忙しさに慣れ体調が驚く程良くなり、1年頑張り努力したお陰で元気が出て80才に
なる5年間は比較的体調もよく過ごした様に思います。これも全てメンバーであったお陰であり感謝しております。
　本年83才を迎え、体力、気力の衰えを感じ、幸い愚息（豊）が変わって入会する事となり交替をさせて戴く事と
なりました。若輩者であり、私にいただいたご厚情を引続き賜り、宜しくご指導ご鞭撻下さいます様お願い申し上
げます。私も引続き会友とし、ゴルフ部に所属し、まだまだ頑張る積もりでおります。本当に長い間大変お世話にな
り心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　章
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6月9日㈰
岐阜市長良川国際会議場

5月19日㈰ 森町文化会館ミキホール
4/20㈯開会式・4/28㈰閉会式

（沼津市営野球場）

第!"回

4/20㈯開会式・4/28㈰閉会式
（沼津市営野球場）

334-C地区
5月19日㈰ 森町文化会館ミキホール

6月9日㈰
岐阜市長良川国際会議場

334複合地区

!"#$%&'#()*+,-./01234

　本年度をもって退会されますL.渡邉章（在籍33年8ヶ月）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。
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!"#$%"&'()!*&+'", クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！” !"#$%"&'()!*&+'",クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”

　
　本年度の最終例会は6月20日㈭沼津リバーサイドホテルにて行われ、“明日に向かいWe Serve!”のクラブス
ローガンのもと三役・メンバー一同団結して頑張った1年を締めくくるのにふさわしい盛りだくさんで楽しい最終例
会となりました。例会では、前年度「国際会長の会員増強賞」アワードピンと前年度「クラブ優秀賞パッチ・クラブ会長
賞・クラブ幹事賞」が前会長L.前田利定と前幹事L.服部厳一郎に贈呈されたほか、メンバーシップキー賞がL.前田利
定とL.井上孝喜に、LCIFより「はしかイニシアチブ献金に対するクラブバナーパッチ」がわが沼津LCに贈呈されまし
た。また新会員・加藤元章様（スポンサーL.清水英一郎）の入会式や今例会を最後に退会なさるL.渡邉章のお別れの
挨拶もありました。祝宴ではTT.L.杉山による沼津ライオンズクラブにまつわるクイズ、カラオケ大会など、1年間の
苦労も疲れも吹きとぶような大盛況の最終例会でありました。

!"#$%"&'()!*&+'",クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”
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箱根ライオンズクラブ
合同例会 委員会別例会

　5月第2例会は初めての試みとして元・沼津LCメン
バーL.唐澤信幸が所属する箱根ライオンズクラブとの合
同例会として5月23日㈭箱根小涌園において開催されま
した。当初は固い表情だった両クラブメンバーも食事を交
えてのテーブル毎の意見交換では、おおいに打ち解け、会
員増強その他のテーマで意見百出。それぞれのクラブの
抱える課題や今後の活動展開を考える上でも、たいへん
有意義な例会となりました。

　6月6日㈭沼津リバーサイドホテルで委員会別例会が
行われLT、TT、各委員長より本年度の活動報告が行わ
れました。また、L.土屋英治に会員キー賞が、L.木村幸男
に第59回地区年次大会特別企画「笑顔で奉仕」写真コ
ンテスト優秀賞が授与されました。

▲両クラブの会長とチャーターメンバーによる友情のローア

▲テーブル毎の意見交換風景とそれぞれのテーブルの議論内容を発表する
　L.杉山とL.後藤 ▲会員キー賞を受けるL.土屋（英）

▲写真コンテスト優秀賞おめでとう!!
　L.木村（幸）

▲活動報告をするLT、TT及び各委員長

▲赤堀会長より次期会長L.丹澤へライオンズ旗の
　引き継ぎ

最　終　例　会22第 例会6月

◀退会の挨拶をする
　L.渡邉章

▲入会式でライオンズの誓いを述べる
　新会員・加藤元章様

カラオケ大会で熱▶
唱する各メンバー

新会員紹介

氏名
　かとう　もとあき

加藤元章

沼津市議会議員

1963年11月9日生

職業

生年
月日 ◀100点満点で見

　事カラオケ大会優
　勝のL.稲野にライ
　オンの縫いぐるみ
　が贈呈された

会長L.赤堀　幹事L.井上　会計L.柏木̶1年間本当にお疲れさまでした。

幹　事

L. 稲野　雅信

　本年度幹事を仰せつかりました稲野
雅信です。スポンサーである丹澤会長に
ご迷惑を掛けぬよう頑張ります。また会長
方針である「楽しい例会」「全員参加」
「委員会主導」が実現できるよう会員の
皆様のご意見をどんどん取り入れていき
たいと思います。まだ若輩で未熟者です
ので、失敗や失礼、ご迷惑をお掛けする
ことが多いと思いますが、寛容な心でお
導きくださいますようお願い申し上げま
す。

L. 小林　龍司

　本年度、ライオンテーマ―を仰せつか
りました小林龍司です。重責に身の引き
締まる思いですが、丹澤会長のもと、稲
野幹事、大川会計にご指導を賜り、会員
相互の交流を更に深められるような有意
義、かつ楽しい例会運営を心がけてまい
ります。
　副テーマ―のL.土屋恭博・L.神農國
彦共々に精一杯、努力してまいりますの
で、何卒、ご指導、ご協力を賜ります様、
宜しくお願い申し上げます。

L. 木村　幸男

　本年度、出席委員長をおおせつかりま
した木村幸男です。ライオンズ歴も短く初
めての委員長という事で少し緊張してお
ります。また、丹澤会長より、出席率80％を
目標にとのお言葉を頂き例会の出席率を
上げるよう努力していきたいと思います。
　L.川口博副委員長及び委員会メン
バー一同、リバーサイドホテルにて笑顔で
おまちしておりますので皆様のご指導、ご
協力よろしくお願いいたします。

L. 中村　　信

　本件度、ＰＲ・情報委員長を拝命しまし

た中村信です。

　初めての委員長を経験させて頂くこと

になりました。委員会メンバーと伴に、当ク

ラブの奉仕活動を積極的にＰＲしたいと

思います。

　皆様のご指導，ご支援，ご協力をお願

いします。

L. 大川　祐輝

　２０１０～２０１１年度にクラブの幹事の

大役を仰せつかって以来、三役はもうな

いと安心しておりましたが、丹澤会長より、

会計をと電話をいただきました。よりによっ

て私に会計と思いましたが、何とか会長・

幹事に迷惑をかけないように頑張ります。

　1年間よろしくお願いします。

L. 髙橋　　覚

　本年度、テール・ツイスターをおおせつかりました
髙橋です。丹澤会長の基本方針にある“楽しい例
会の工夫と、会員相互の交流を進め、メンバー相
互の和を深める”ため、無い知恵を絞って例会を盛
り上げ、会員間の親睦を図るよう努めたいと思って
おります。
　また、各会員の慶事をメンバー全員でお祝いす
ることが如何に楽しいことであるかを、会員の皆様
にご理解いただき、自らドネーションを納めたいと
思って頂けるようにしていきたいと思います。
　副ライオン・テーマーのＬ．齋藤研一ともども、本
年度も、会員の皆様のご指導ご協力をいただき一
年間、頑張る所存でございますので、よろしくお願
い致します。

L. 外　　信之

　それぞれの担当例会は特色と会員の
皆様がすぐに分かるよう十分に考えて行
いたいと思います。
　楽しさもあり、厳かな所もあり、会員の
皆様が「十分に良かったなぁ」と思えるよ
う努力致します。
　地区大会、複合大会も担当なので多く
の方 に々参加してもらうよう企画を練って
おります。

L. 土屋　達郎

　今年度財務会則委員長を仰せつかり
ました土屋達郎です。財務会則委員会
は予算作りと、クラブ運営のよりどころとな
る会則、内規の適正な運用等、重要な役
割を担っています。既に予算作りは終わり
ましたが、今後は内規の見直しと共に、内
規のスムースな運用のための運営要綱
などを考えていますので、会員の皆様か
らのご提案、ご意見がありましたらお寄せ
頂きたいと思います。これから一年間皆
様のご協力をよろしくお願い致します。

会　計

ライオン・テーマー テール・ツイスター

出席委員長 計画大会委員長

財務会則委員長PR情報委員長

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

p5-2.pdf   1   13/07/16   11:23



4

L. 市川　洋一

　今年度のガバナーの基本方針に沿って、
GMT・GLTの推進活動に努力をしたいと考
えています。
　丹澤会長の新会員獲得の目標5名達成に
努力をしたいと思います。若くて行動力のあ
る優秀な会員増強チームの皆様のお力を借
りながら、目標を達成したいと思います。
　会長のスローガンの『感謝の心で・一歩前
へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、
会員の皆様にご協力をお願い致します。

　今年度のガバナーの基本方針に沿って、
GMT・GLTの推進活動に努力をしたいと考

　丹澤会長の新会員獲得の目標5名達成に
努力をしたいと思います。若くて行動力のあ
る優秀な会員増強チームの皆様のお力を借

　会長のスローガンの『感謝の心で・一歩前
へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、

L. 徳田　和人

　本年度視力福祉委員長を仰せ付かりまし
た徳田和人です。ライオンズ発足以来続くア
イバンク運動はライオンズの基幹事業のひと
つです。この歴史ある委員会活動を通じて、
より多くの新たな善意を育むことができるよう、
本年はアイバンク運動のより効果的な運用法
を探るとともに、アイバンク運動のＰＲに重点を
置いて活動して参ります。献眼登録などで会
員の皆様のご協力を賜りますよう、一年間ど
うぞよろしくお願い申し上げます。L. 市川　洋一

へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、
会員の皆様にご協力をお願い致します。

L. 服部巌一郎

　元アメリカ副大統領のアル・ゴアが書いた「不都合な
真実」を読まれた方は多くいると思います。地球温暖化
による危機について説いている本です。このまま環境を
破壊し続ければ、私たちの子孫が安全で健康に暮らし
ていけない世界になってしまうと警鐘を鳴らしています。
　では、我々に何が出来るのか。例えば夏場にエアコ
ンの設定をいつもより1℃上げるということを、一人の人
間がしてもその効果はほとんどありません。しかし、一人
が二人にそして世界中の人が同じ事を継続的に行え
ば膨大なエネルギーの節約になります。この地球の危
機を認識すること、そしてその上で、小さな事でも良い
から、日々 の生活の中で少しでも環境に良いことを継続
して行うことが大切であると思います。
　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境
について再認識すると共に、私たちが今出来ることを
考えてみたいと思います。

L. 徳田　和人
員の皆様のご協力を賜りますよう、一年間ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、
L. 徳田　和人

　元アメリカ副大統領のアル・ゴアが書いた「不都合な
真実」を読まれた方は多くいると思います。地球温暖化
による危機について説いている本です。このまま環境をによる危機について説いている本です。このまま環境を
破壊し続ければ、私たちの子孫が安全で健康に暮らし
ていけない世界になってしまうと警鐘を鳴らしています。
　では、我々に何が出来るのか。例えば夏場にエアコ
ンの設定をいつもより1℃上げるということを、一人の人
間がしてもその効果はほとんどありません。しかし、一人
が二人にそして世界中の人が同じ事を継続的に行え
ば膨大なエネルギーの節約になります。この地球の危
機を認識すること、そしてその上で、小さな事でも良い
から、日々 の生活の中で少しでも環境に良いことを継続

　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境

L. 橋本　賢一

　橋本賢一です。昨年度は、ライオン・テーマーと
して多くの参加の機会をいただき、掛け替えのな
い素晴らしい経験をさせていただきました。本年
度は、青少年育成（指導）委員長を努めさせてい
ただくことになり、私自身3人の男の子を持つ親の
立場であり、この機会を通して今なすべきことの
重要性を再認識し、けっして無理をするのではな
く身近なところから、今やれること・今やらなきゃな
らないことに取り組んでいきたいと思います。頼り
になる委員会メンバーに恵まれ、一年間委員会メ
ンバーと共に多いに語らい、精一杯、そして楽しく
努めてまいりますので何卒ご指導・ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。L. 服部巌一郎

　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境
について再認識すると共に、私たちが今出来ることを
考えてみたいと思います。

　国際ライオンズクラブの最も重要なアクト
は、LCIF基金を活用した活動であることは
周知の通りです。全世界のどれだけの人々
がこれにより救われていることでしょう。当クラ
ブは今までメンバー皆様のおかげにより、
LCIF、MJFの献金額は他クラブを圧倒して
きました。
　厳しい環境下ではありますが、どうか例年
以上のご理解、ご協力をお待ち申し上げて
おります。L. 田中　章生

L. 橋本　賢一 努めてまいりますので何卒ご指導・ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境
について再認識すると共に、私たちが今出来ることを L. 橋本　賢一

　国際ライオンズクラブの最も重要なアクト
は、LCIF基金を活用した活動であることはは、LCIF基金を活用した活動であることは
周知の通りです。全世界のどれだけの人々
がこれにより救われていることでしょう。当クラ
ブは今までメンバー皆様のおかげにより、
LCIF、MJFの献金額は他クラブを圧倒して

　厳しい環境下ではありますが、どうか例年
以上のご理解、ご協力をお待ち申し上げて

L. 柏木　雅博

　本年度YCEプログラム委員会を担当する事に
成りました柏木雅博です。昨年、娘の文伽がYCE
プログラムに参加させて頂きありがとうございまし
た。
　1ヶ月間のベルギー研修で多くの外国の友達も
できたようです。キャンプでの2週間、そしてホーム
ステイでの2週間、とてもいい経験をし、そして成
長して帰って来ました。昨年の研修がとてもよかっ
たので本年は大学の夏季セミナーでイギリスに
1ヶ月間行く事になったようです。
　本年度は派遣生がいませんが、次年度の募集
を積極的に行っていきます。
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会員（GMT・GLT）委員長 視力福祉委員長

環境保全委員長 青少年指導委員長

LCIF委員長 YCEプログラム委員長

沼津ライオンズクラブ2013－2014年度　役員及び委員会構成表

会 長
前 会 長
第1副会長
第2副会長
幹 事
会 計
ライオン・テーマー
テール・ツイスター

丹澤　忠芳
赤堀　肇紀
森　　幹生
後藤　行宏
稲野　雅信
大川　祐輝
小林　龍司
髙橋　　覚

会員理事
2 年 理 事
2 年 理 事
1 年 理 事
1 年 理 事
監査委員
監査委員

担 当 委 員 会

計画大会

PR情報

財務会則
会員

（GMT・GLT）
視力福祉

環境保全

青少年指導

L C I F

YCEプログラム

出 席

委 員 長 副委員長市川　洋一
芹澤　明寛
村林　照夫
前田　利定
鈴木　忠一
野田金次郎
小池　禮二

木村　幸男

外　　信之

中村　　信

土屋　達郎

市川　洋一

徳田　和人

服部厳一郎

橋本　賢一

田中　章生

柏木　雅博

川口　　博
板倉　　正
杉山　由博

清水英一郎
飯田　太志

加藤　元章

金井　隆直

芹澤　明寛

　

塩崎　享一

芦澤　剛彦

横山　　業

榊原　　晃

複合地区・地区役員

副ライオン・テーマー
副 幹 事

334-C地区名誉顧問・元地区ガバナー 土屋　誠司
小原　喜弘

第1副会長
森　　幹生

2年理事
芹澤　明寛

第2副会長
後藤　行宏

1年理事
鈴木　忠一

第1副会長
森　　幹生
1年理事
前田　利定
第2副会長
後藤　行宏
2年理事
村林　照夫

土屋　恭博 神農　国彦
副テール・ツイスター 齊藤　研一

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

　4月11日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて開催された4月第1例
会では、会長L.赤堀肇紀とPR情報委員長L.小林龍司によるメンバース
ピーチが行われました。まず最初にL.小林が、ご自身の経営する三亜
フードサービス㈲モスバーガー設立の経緯や苦労話、事業の現況につ
いてスピーチされ、モスバーガーの経営理念である「どうせ仕事をする
なら感謝される仕事をしよう」というマインドのもと、マクドナルドとは
方向性の異なる「本物の商品」「安心安全の商品」の提供をモットーとし
ていることが語られました。次に登場したL.赤堀の経営する赤武エンジ
ニアリング㈱は気体・液体・固体に次ぐ第4の物質とも呼ばれる粉体の
ハンドリング技術というものを駆使して医薬・食品・紙パルプなどの大
手一流企業を主要得意先とし、社内的には5S活動の徹底による社内改
革が成果をあげているとのことでした。地域で活躍する有力経営者で
ある2氏のお話は経営者としての一面を知ると共にそれぞれの会員の
ビジネスにとっても有用で参考になるスピーチでした。

メンバースピーチ11第 例会

いつもの落ち着いた語り口でスピーチするL.小林と▶
パワーポイントを駆使して粉体技術の説明をするL.赤堀　

▲入会式
　新会員のスピーチ

▲ホストクラブ会長挨拶
　をする赤堀会長 ▲講師の2教諭

▲「DAHRIA」メンバーとチャー
　ターナイトの記念写真におさ
　まるL.鈴木（善）、L.勧山
◀「DAHRIA」の演奏が祝宴の
　雰囲気を盛り上げてくれました

L.田中による▶
乾杯の発声　
We Serve　

MJF寄付者による▶
ローア　

4月

　5月16日㈭わが沼津ライオンズクラブがホストとなって沼
津リバーサイドホテルにおいて沼津5ライオンズクラブ合同例
会が開催されました。講演会ではライオンズクエストワーク
ショップ受講教諭の沼津市立第二中学校・太田陽介様と静岡
市立由比小学校・杉山祐太郎様の受講報告が行われました。

沼津5ライオンズクラブ合同例会11第 例会5月

　4月18日㈭沼津リバーサイド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。例会ではMJF寄付者への記念品贈呈と新会員・田代一裕様（スポン
サーL.赤堀肇紀）の入会式が執り行われました。
　ひきつづいて行われた祝宴ではL.田中章生のご令嬢・平野敦子さん率いる「DAHRIA」のミニコンサートや、変わ
らずお元気なL.鈴木（善）、L.勧山のお話を拝聴し、メンバー一同53周年のチャーターナイトを祝いました。

チャーターナイト例会22第 例会4月

新会員紹介

氏名
　たしろ　かずひろ

田代一裕

静岡県信用農業
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L. 市川　洋一

　今年度のガバナーの基本方針に沿って、
GMT・GLTの推進活動に努力をしたいと考
えています。
　丹澤会長の新会員獲得の目標5名達成に
努力をしたいと思います。若くて行動力のあ
る優秀な会員増強チームの皆様のお力を借
りながら、目標を達成したいと思います。
　会長のスローガンの『感謝の心で・一歩前
へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、
会員の皆様にご協力をお願い致します。

　今年度のガバナーの基本方針に沿って、
GMT・GLTの推進活動に努力をしたいと考

　丹澤会長の新会員獲得の目標5名達成に
努力をしたいと思います。若くて行動力のあ
る優秀な会員増強チームの皆様のお力を借

　会長のスローガンの『感謝の心で・一歩前
へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、

L. 徳田　和人

　本年度視力福祉委員長を仰せ付かりまし
た徳田和人です。ライオンズ発足以来続くア
イバンク運動はライオンズの基幹事業のひと
つです。この歴史ある委員会活動を通じて、
より多くの新たな善意を育むことができるよう、
本年はアイバンク運動のより効果的な運用法
を探るとともに、アイバンク運動のＰＲに重点を
置いて活動して参ります。献眼登録などで会
員の皆様のご協力を賜りますよう、一年間ど
うぞよろしくお願い申し上げます。L. 市川　洋一

へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、
会員の皆様にご協力をお願い致します。

L. 服部巌一郎

　元アメリカ副大統領のアル・ゴアが書いた「不都合な
真実」を読まれた方は多くいると思います。地球温暖化
による危機について説いている本です。このまま環境を
破壊し続ければ、私たちの子孫が安全で健康に暮らし
ていけない世界になってしまうと警鐘を鳴らしています。
　では、我々に何が出来るのか。例えば夏場にエアコ
ンの設定をいつもより1℃上げるということを、一人の人
間がしてもその効果はほとんどありません。しかし、一人
が二人にそして世界中の人が同じ事を継続的に行え
ば膨大なエネルギーの節約になります。この地球の危
機を認識すること、そしてその上で、小さな事でも良い
から、日々 の生活の中で少しでも環境に良いことを継続
して行うことが大切であると思います。
　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境
について再認識すると共に、私たちが今出来ることを
考えてみたいと思います。

L. 徳田　和人
員の皆様のご協力を賜りますよう、一年間ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

へ！』のように、沼津LCの更なる発展の為に、
L. 徳田　和人

　元アメリカ副大統領のアル・ゴアが書いた「不都合な
真実」を読まれた方は多くいると思います。地球温暖化
による危機について説いている本です。このまま環境をによる危機について説いている本です。このまま環境を
破壊し続ければ、私たちの子孫が安全で健康に暮らし
ていけない世界になってしまうと警鐘を鳴らしています。
　では、我々に何が出来るのか。例えば夏場にエアコ
ンの設定をいつもより1℃上げるということを、一人の人
間がしてもその効果はほとんどありません。しかし、一人
が二人にそして世界中の人が同じ事を継続的に行え
ば膨大なエネルギーの節約になります。この地球の危
機を認識すること、そしてその上で、小さな事でも良い
から、日々 の生活の中で少しでも環境に良いことを継続

　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境

L. 橋本　賢一

　橋本賢一です。昨年度は、ライオン・テーマーと
して多くの参加の機会をいただき、掛け替えのな
い素晴らしい経験をさせていただきました。本年
度は、青少年育成（指導）委員長を努めさせてい
ただくことになり、私自身3人の男の子を持つ親の
立場であり、この機会を通して今なすべきことの
重要性を再認識し、けっして無理をするのではな
く身近なところから、今やれること・今やらなきゃな
らないことに取り組んでいきたいと思います。頼り
になる委員会メンバーに恵まれ、一年間委員会メ
ンバーと共に多いに語らい、精一杯、そして楽しく
努めてまいりますので何卒ご指導・ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。L. 服部巌一郎

　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境
について再認識すると共に、私たちが今出来ることを
考えてみたいと思います。

　国際ライオンズクラブの最も重要なアクト
は、LCIF基金を活用した活動であることは
周知の通りです。全世界のどれだけの人々
がこれにより救われていることでしょう。当クラ
ブは今までメンバー皆様のおかげにより、
LCIF、MJFの献金額は他クラブを圧倒して
きました。
　厳しい環境下ではありますが、どうか例年
以上のご理解、ご協力をお待ち申し上げて
おります。L. 田中　章生

L. 橋本　賢一 努めてまいりますので何卒ご指導・ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

　分かりきっている事かもしれませんが、今一度、環境
について再認識すると共に、私たちが今出来ることを L. 橋本　賢一

　国際ライオンズクラブの最も重要なアクト
は、LCIF基金を活用した活動であることはは、LCIF基金を活用した活動であることは
周知の通りです。全世界のどれだけの人々
がこれにより救われていることでしょう。当クラ
ブは今までメンバー皆様のおかげにより、
LCIF、MJFの献金額は他クラブを圧倒して

　厳しい環境下ではありますが、どうか例年
以上のご理解、ご協力をお待ち申し上げて

L. 柏木　雅博

　本年度YCEプログラム委員会を担当する事に
成りました柏木雅博です。昨年、娘の文伽がYCE
プログラムに参加させて頂きありがとうございまし
た。
　1ヶ月間のベルギー研修で多くの外国の友達も
できたようです。キャンプでの2週間、そしてホーム
ステイでの2週間、とてもいい経験をし、そして成
長して帰って来ました。昨年の研修がとてもよかっ
たので本年は大学の夏季セミナーでイギリスに
1ヶ月間行く事になったようです。
　本年度は派遣生がいませんが、次年度の募集
を積極的に行っていきます。

!"#$%"&'()!*&+'", クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！” !"#$%"&'()!*&+'",クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”

3

会員（GMT・GLT）委員長 視力福祉委員長

環境保全委員長 青少年指導委員長

LCIF委員長 YCEプログラム委員長

沼津ライオンズクラブ2013－2014年度　役員及び委員会構成表
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第1副会長
第2副会長
幹 事
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芹澤　明寛
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野田金次郎
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第2副会長
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　4月11日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて開催された4月第1例
会では、会長L.赤堀肇紀とPR情報委員長L.小林龍司によるメンバース
ピーチが行われました。まず最初にL.小林が、ご自身の経営する三亜
フードサービス㈲モスバーガー設立の経緯や苦労話、事業の現況につ
いてスピーチされ、モスバーガーの経営理念である「どうせ仕事をする
なら感謝される仕事をしよう」というマインドのもと、マクドナルドとは
方向性の異なる「本物の商品」「安心安全の商品」の提供をモットーとし
ていることが語られました。次に登場したL.赤堀の経営する赤武エンジ
ニアリング㈱は気体・液体・固体に次ぐ第4の物質とも呼ばれる粉体の
ハンドリング技術というものを駆使して医薬・食品・紙パルプなどの大
手一流企業を主要得意先とし、社内的には5S活動の徹底による社内改
革が成果をあげているとのことでした。地域で活躍する有力経営者で
ある2氏のお話は経営者としての一面を知ると共にそれぞれの会員の
ビジネスにとっても有用で参考になるスピーチでした。

メンバースピーチ11第 例会

いつもの落ち着いた語り口でスピーチするL.小林と▶
パワーポイントを駆使して粉体技術の説明をするL.赤堀　

▲入会式
　新会員のスピーチ

▲ホストクラブ会長挨拶
　をする赤堀会長 ▲講師の2教諭

▲「DAHRIA」メンバーとチャー
　ターナイトの記念写真におさ
　まるL.鈴木（善）、L.勧山
◀「DAHRIA」の演奏が祝宴の
　雰囲気を盛り上げてくれました

L.田中による▶
乾杯の発声　
We Serve　

MJF寄付者による▶
ローア　

4月

　5月16日㈭わが沼津ライオンズクラブがホストとなって沼
津リバーサイドホテルにおいて沼津5ライオンズクラブ合同例
会が開催されました。講演会ではライオンズクエストワーク
ショップ受講教諭の沼津市立第二中学校・太田陽介様と静岡
市立由比小学校・杉山祐太郎様の受講報告が行われました。

沼津5ライオンズクラブ合同例会11第 例会5月

　4月18日㈭沼津リバーサイド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。例会ではMJF寄付者への記念品贈呈と新会員・田代一裕様（スポン
サーL.赤堀肇紀）の入会式が執り行われました。
　ひきつづいて行われた祝宴ではL.田中章生のご令嬢・平野敦子さん率いる「DAHRIA」のミニコンサートや、変わ
らずお元気なL.鈴木（善）、L.勧山のお話を拝聴し、メンバー一同53周年のチャーターナイトを祝いました。
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22第 例会5月 11第 例会6月

5 2
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　本年度の最終例会は6月20日㈭沼津リバーサイドホテルにて行われ、“明日に向かいWe Serve!”のクラブス
ローガンのもと三役・メンバー一同団結して頑張った1年を締めくくるのにふさわしい盛りだくさんで楽しい最終例
会となりました。例会では、前年度「国際会長の会員増強賞」アワードピンと前年度「クラブ優秀賞パッチ・クラブ会長
賞・クラブ幹事賞」が前会長L.前田利定と前幹事L.服部厳一郎に贈呈されたほか、メンバーシップキー賞がL.前田利
定とL.井上孝喜に、LCIFより「はしかイニシアチブ献金に対するクラブバナーパッチ」がわが沼津LCに贈呈されまし
た。また新会員・加藤元章様（スポンサーL.清水英一郎）の入会式や今例会を最後に退会なさるL.渡邉章のお別れの
挨拶もありました。祝宴ではTT.L.杉山による沼津ライオンズクラブにまつわるクイズ、カラオケ大会など、1年間の
苦労も疲れも吹きとぶような大盛況の最終例会でありました。
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箱根ライオンズクラブ
合同例会 委員会別例会

　5月第2例会は初めての試みとして元・沼津LCメン
バーL.唐澤信幸が所属する箱根ライオンズクラブとの合
同例会として5月23日㈭箱根小涌園において開催されま
した。当初は固い表情だった両クラブメンバーも食事を交
えてのテーブル毎の意見交換では、おおいに打ち解け、会
員増強その他のテーマで意見百出。それぞれのクラブの
抱える課題や今後の活動展開を考える上でも、たいへん
有意義な例会となりました。

　6月6日㈭沼津リバーサイドホテルで委員会別例会が
行われLT、TT、各委員長より本年度の活動報告が行わ
れました。また、L.土屋英治に会員キー賞が、L.木村幸男
に第59回地区年次大会特別企画「笑顔で奉仕」写真コ
ンテスト優秀賞が授与されました。

▲両クラブの会長とチャーターメンバーによる友情のローア

▲テーブル毎の意見交換風景とそれぞれのテーブルの議論内容を発表する
　L.杉山とL.後藤 ▲会員キー賞を受けるL.土屋（英）

▲写真コンテスト優秀賞おめでとう!!
　L.木村（幸）

▲活動報告をするLT、TT及び各委員長

▲赤堀会長より次期会長L.丹澤へライオンズ旗の
　引き継ぎ

最　終　例　会22第 例会6月

◀退会の挨拶をする
　L.渡邉章

▲入会式でライオンズの誓いを述べる
　新会員・加藤元章様

カラオケ大会で熱▶
唱する各メンバー

新会員紹介

氏名
　かとう　もとあき

加藤元章

沼津市議会議員

1963年11月9日生

職業

生年
月日 ◀100点満点で見

　事カラオケ大会優
　勝のL.稲野にライ
　オンの縫いぐるみ
　が贈呈された

会長L.赤堀　幹事L.井上　会計L.柏木̶1年間本当にお疲れさまでした。

幹　事

L. 稲野　雅信

　本年度幹事を仰せつかりました稲野
雅信です。スポンサーである丹澤会長に
ご迷惑を掛けぬよう頑張ります。また会長
方針である「楽しい例会」「全員参加」
「委員会主導」が実現できるよう会員の
皆様のご意見をどんどん取り入れていき
たいと思います。まだ若輩で未熟者です
ので、失敗や失礼、ご迷惑をお掛けする
ことが多いと思いますが、寛容な心でお
導きくださいますようお願い申し上げま
す。

L. 小林　龍司

　本年度、ライオンテーマ―を仰せつか
りました小林龍司です。重責に身の引き
締まる思いですが、丹澤会長のもと、稲
野幹事、大川会計にご指導を賜り、会員
相互の交流を更に深められるような有意
義、かつ楽しい例会運営を心がけてまい
ります。
　副テーマ―のL.土屋恭博・L.神農國
彦共々に精一杯、努力してまいりますの
で、何卒、ご指導、ご協力を賜ります様、
宜しくお願い申し上げます。

L. 木村　幸男

　本年度、出席委員長をおおせつかりま
した木村幸男です。ライオンズ歴も短く初
めての委員長という事で少し緊張してお
ります。また、丹澤会長より、出席率80％を
目標にとのお言葉を頂き例会の出席率を
上げるよう努力していきたいと思います。
　L.川口博副委員長及び委員会メン
バー一同、リバーサイドホテルにて笑顔で
おまちしておりますので皆様のご指導、ご
協力よろしくお願いいたします。

L. 中村　　信

　本件度、ＰＲ・情報委員長を拝命しまし

た中村信です。

　初めての委員長を経験させて頂くこと

になりました。委員会メンバーと伴に、当ク

ラブの奉仕活動を積極的にＰＲしたいと

思います。

　皆様のご指導，ご支援，ご協力をお願

いします。

L. 大川　祐輝

　２０１０～２０１１年度にクラブの幹事の

大役を仰せつかって以来、三役はもうな

いと安心しておりましたが、丹澤会長より、

会計をと電話をいただきました。よりによっ

て私に会計と思いましたが、何とか会長・

幹事に迷惑をかけないように頑張ります。

　1年間よろしくお願いします。

L. 髙橋　　覚

　本年度、テール・ツイスターをおおせつかりました
髙橋です。丹澤会長の基本方針にある“楽しい例
会の工夫と、会員相互の交流を進め、メンバー相
互の和を深める”ため、無い知恵を絞って例会を盛
り上げ、会員間の親睦を図るよう努めたいと思って
おります。
　また、各会員の慶事をメンバー全員でお祝いす
ることが如何に楽しいことであるかを、会員の皆様
にご理解いただき、自らドネーションを納めたいと
思って頂けるようにしていきたいと思います。
　副ライオン・テーマーのＬ．齋藤研一ともども、本
年度も、会員の皆様のご指導ご協力をいただき一
年間、頑張る所存でございますので、よろしくお願
い致します。

L. 外　　信之

　それぞれの担当例会は特色と会員の
皆様がすぐに分かるよう十分に考えて行
いたいと思います。
　楽しさもあり、厳かな所もあり、会員の
皆様が「十分に良かったなぁ」と思えるよ
う努力致します。
　地区大会、複合大会も担当なので多く
の方 に々参加してもらうよう企画を練って
おります。

L. 土屋　達郎

　今年度財務会則委員長を仰せつかり
ました土屋達郎です。財務会則委員会
は予算作りと、クラブ運営のよりどころとな
る会則、内規の適正な運用等、重要な役
割を担っています。既に予算作りは終わり
ましたが、今後は内規の見直しと共に、内
規のスムースな運用のための運営要綱
などを考えていますので、会員の皆様か
らのご提案、ご意見がありましたらお寄せ
頂きたいと思います。これから一年間皆
様のご協力をよろしくお願い致します。

会　計

ライオン・テーマー テール・ツイスター

出席委員長 計画大会委員長

財務会則委員長PR情報委員長
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クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！” クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”

沼津市中学校
野球選手権大会

4月20日㈯呉市文化ホール
L.勧山弘講演　「限りある命を超えて」

4月20日㈯呉市文化ホール
「眼と心の市民講座̶献眼を勧める集い」

「童話の花束」を沼津市に贈呈栄光の沼津ライオンズクラブ

会長就任にあたって
会　長 L. 丹澤 忠芳

　本年度会長を務めます丹澤忠芳と申します。どうぞよろしくお願いします。
　沼津ライオンズクラブは本年で54年を数えるにいたりました。又アイバンク活動も50年の
節目を迎えようとしています。その間幾多の先輩たちの熱心な活動により栄光ある歴史を
築いてまいりました。私たちは事業の更なる発展を図るため“感謝の心で・一歩前へ”踏み
出そうではありませんか。

　本年は 1）メンバーの和を深める
 2）全員参加の委員会活動
 3）地域密着の奉仕
　の3つを心がけ事業を進めてまいります。皆様のご協力をお願いします。

1）和をすすめよう
　元気な挨拶の励行、楽しい例会の工夫、同好会、地区会等の会員相互の交流を進め、メンバー
相互の和を深めます。

2）奉仕は身近な行動から
　例えば、子供やお年寄りの横断の手助け、危険物と思われる物を排除、その他身近で出来るこ
とから奉仕の実践をしていこう。小さな奉仕が大きな奉仕に繋がるものと確信します。「地域密着
のWe Serve」を進めます。

3）全員参加の委員会を
　クラブの基本は委員会活動にあり。全員の参画と役割の認識が必要です。
　活発な委員会活動を皆で進めて参ります。

4）GMT,GLT活動の推進
○5名の新会員の獲得、年度末純増1名以上を達成する。
○会員維持ワークショップの開催

基
本
方
針

“感謝の心で・一歩前へ！”

会長就任にあたって
会　長 L. 丹澤 忠芳

基
本
方
針

“感謝の心で・一歩前へ！”

1）和をすすめよう
　元気な挨拶の励行、楽しい例会の工夫、同好会、地区会等の会員相互の交流を進め、メンバー
相互の和を深めます。

2）奉仕は身近な行動から
　例えば、子供やお年寄りの横断の手助け、危険物と思われる物を排除、その他身近で出来るこ
とから奉仕の実践をしていこう。小さな奉仕が大きな奉仕に繋がるものと確信します。「地域密着
のWe Serve」を進めます。

3）全員参加の委員会を
　クラブの基本は委員会活動にあり。全員の参画と役割の認識が必要です。
　活発な委員会活動を皆で進めて参ります。

4）GMT,GLT活動の推進
○5名の新会員の獲得、年度末純増1名以上を達成する。
○会員維持ワークショップの開催

今年度クラブスローガン

　わが沼津ライオンズクラブは、4月4日㈭沼津市
（沼津市教育長・工藤達朗様）に対し、市役所におい
て「童話の花束」を４００冊寄付いたしました。
　「童話の花束」とは、ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱が
毎年童話の募集を行い、優秀作品（一般の部・中学
生の部・小学生以下の部）の掲載に加え、ほのぼの
とした絵画を加えた童話集です。今年は昨年に続き
２回目の寄付。当ライオンズクラブが、活字離れして
いる子供たちに読んで頂き、自ら童話を書いてみよ
うと思う青少年の指導育成を願っての事業です。

　この講座の講師をつとめたNPO法人日本アイバン
ク運動推進協議会最高顧問L.勧山弘は約800名の
呉市民や地元高校生を前に93歳とは思えぬ力強い
語り口で献眼運動の意義を訴え、献眼運動への更な
る協力を求めるための有意義で感銘深い講演となり
ました。

　わが沼津ライオンズクラブ
は地区年次表彰で、沼津野球
連盟学童部との千本浜公園協
働清掃奉仕で「アクティビ
ティー賞」を受賞しました。また
特別企画として実施された「笑
顔で奉仕写真コンテスト」でL.
木村幸男の作品（テーマ「笑顔
で育む奉仕の芽」）が優秀賞を
獲得しました。

　6月最終例会で、在籍34年の間お世話になりましたお礼を申し上げる事ができ、ホットする一面何となく侘びしく
寂しい感じがしていた折、突然前井上幹事より電話を戴き、新年度会報に退会についての文を掲載したいので
作って欲しいとの事でしたが、例会の中でご挨拶申し上げたので、ご遠慮したい旨を申し上げましたが、欠席の
方もあり、再度活字にして是非頼みたいと望まれ、図 し々くもお言葉に甘え長くお世話になった中で、懐かしい思
い出を2～3記させて戴きます。
　私の入会は1979年の49才の時であり、同時入会の2人の仲間が、ゴルフ部へ入るので一緒にどうかと誘われ、
初心者で始めたばかりでしたが、翌月より月例会に参加し、20名程のベテランの先輩方と3～4名いた若い方も、
経験もあり上手な方々で、初心者は私1人のみで迷惑をかけ、仲間に入り後悔するも後の祭りで泣きたい気持で
した。
　しかし先輩方が親切に教えて下さり、約1年以上皆さんのレベルに追いつく迄、一生懸命練習もし積極的に
コースにも出て努力したお陰でマーマーの腕前になりましたが、先輩方に高い月謝？を支払った様に思われます。
　又クラブの先輩の皆様は素晴らしい方々であり、色 ご々指導賜り感謝申し上げると同時に、大勢の掛け替えの
ない仲間との出会い、そして多くの楽しい思い出を沢山頂戴し感謝・感謝です。

▲会長より教育長へ目録贈呈

▲閉会式でメダルを授与する
　丹澤第一副会長▲開会式で挨拶する赤堀会長

▲会場前で参加者勢揃い

▲優秀賞受賞作品（L.木村幸男撮影）

▲講演するL.勧山
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「童話の花束」を沼津市に贈呈

沼津市中学校
野球選手権大会

呉ライオンズクラブ主催

「眼と心の市民講座̶献眼を勧める集い」
4月20日㈯呉市文化ホール

L.勧山弘講演　「限りある命を超えて」

  優勝 金岡中学校
準優勝 静浦中学校
 第3位 大岡中学校
奨励賞 愛鷹中学校

　同好会活動で同じ趣味の人達が集まると、例えば何年間も簡単な挨拶程度しかない、割合無表情で口数の
少ない先輩方も、話し合って見ると見掛けと異なり（失礼）本当に気さくな良い方々であり、驚きました。今新メン
バーが多く、若い人達は先輩方に何でも遠慮なく積極的に話し掛けて見ては如何でしょうか！恐らく新しい発見も
あり、色々参考になる事も多い様に思います。
　私は会長を務め2年後70才の時、不幸にして年間3回の手術を行い、10月退院し自宅に於いて静養中、当時
CN40周年の時の会長、幹事が自宅に参り、翌年4月実施の大会の倉敷接待委員長を予定しているので依頼し
たいとの事で、病後であり回復していない理由からお断りしたのですが、まだ半年先の事と強引に頼まれ、私も当
時7～8年前から外先生が熱心に倉敷LCの交流に力を注いでいらっしゃった時補佐役を務めて来た関係もあ
り、体調が完全ではなかったが、皆さんのご協力のお陰で立派にお迎えする事が出来ました。半年の間忙しく準
備に追われ走り回った事が幸いし、良いリハビリが出来た感じでありました。当時70才であり、72才の時1年間クラ
ブの会員委員長を務め、75才の時地区役員（ZC）の依頼がありましたが、高齢を理由に何回も辞退するも最終
的にお引受けする形となり1年間信じられない程、目が回る様な忙しさに驚き、初めは病後と高齢からお引受けし
た事を後悔しましたが、徐々に忙しさに慣れ体調が驚く程良くなり、1年頑張り努力したお陰で元気が出て80才に
なる5年間は比較的体調もよく過ごした様に思います。これも全てメンバーであったお陰であり感謝しております。
　本年83才を迎え、体力、気力の衰えを感じ、幸い愚息（豊）が変わって入会する事となり交替をさせて戴く事と
なりました。若輩者であり、私にいただいたご厚情を引続き賜り、宜しくご指導ご鞭撻下さいます様お願い申し上
げます。私も引続き会友とし、ゴルフ部に所属し、まだまだ頑張る積もりでおります。本当に長い間大変お世話にな
り心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉　章
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6月9日㈰
岐阜市長良川国際会議場

5月19日㈰ 森町文化会館ミキホール
4/20㈯開会式・4/28㈰閉会式

（沼津市営野球場）

第!"回

4/20㈯開会式・4/28㈰閉会式
（沼津市営野球場）

334-C地区
5月19日㈰ 森町文化会館ミキホール

6月9日㈰
岐阜市長良川国際会議場

334複合地区
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　本年度をもって退会されますL.渡邉章（在籍33年8ヶ月）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。
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