
NUMAZU

2014

4

 No.736

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）
“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！”
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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26年1月9日㈭ 18:30　新年例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員70名　出席58名　欠席12名　出席率82.8％）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26年1月23日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員67名　出席55名　欠席12名　出席率82.0％）幹事報告

第2例会
幹事報告

第2例会
幹事報告

平成26年2月6日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員67名　出席57名　欠席10名　出席率85.0％）

平成26年2月20日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席59名　欠席9名　出席率86.7％）

平成26年3月6日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席60名　欠席8名　出席率88.2％）

平成26年3月20日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席56名　欠席12名　出席率82.3％）

1
月

   1月10日㈮　第6回会員増強チーム会合

   1月13日㈪　沼津市消防出初式　会長 L.丹澤忠芳出席

   1月14日㈫　1月第1役員会

   1月14日㈫　第8回献眼運動50年準備委員会　準備委員10名出席

   1月20日㈪　第4回沼津5LC献眼運動実行委員会　L.竹村喜次、L.徳田和人出席

   1月22日㈬　焼津ライオンズクラブ例会にて講演「献眼と人間の心（奉仕）の慶びについて」　L.勧山　弘出席

   1月23日㈭　臨時名誉顧問会議　元ガバナー L.土屋誠司出席

   1月第1役員会におきましてL.鈴木忠一、L.神農国彦の退会が役員会承認されました。

   1月第1役員会におきまして石原敏行様の入会が役員会承認されました。

   秋山茂様が会友を退会することになりました。

   3月  7日㈮　第3回GM・GLT委員長会議　会長、会員委員長出席

   3月  7日㈮　第3回ガバナー諮問委員会　会長、幹事出席

   3月  9日㈰　三島ライオンズクラブCN50周年記念式典　元ガバナー L.土屋誠司、三役出席

   3月11日㈫　3月第1役員会

   3月11日㈫　第3回沼津LC献眼運動50周年実行委員会　準備委員10名出席

   3月20日㈭　公益財団法人静岡県アイバンク評議員会　県アイバンク監事 L.土屋達郎出席

   2月10日㈪　3R　名誉顧問会　L.土屋誠司出席

   2月12日㈬　沼津5LC臨時会長会　L.土屋誠司、L.丹澤忠芳出席

   2月12日㈬　第1回沼津LC献眼運動50周年実行委員会　準備委員10名出席

   2月14日㈮　沼津5LC親睦ゴルフ大会打合せ会　L.小泉嘉弘出席

   2月19日㈬　名誉顧問会　L.土屋誠司出席

   2月20日㈭　入会セミナー　三役、L.市川洋一、L.芹澤明寛、L.土屋英治、L.石原敏行出席

   2月25日㈫　2月第2役員会

   2月25日㈫　第2回沼津LC献眼運動50周年実行委員会

   3月  3日㈪　沼津5LC幹事会

   3月  4日㈫　第5回沼津5LC献眼運動実行委員会　実行委員 L.竹村喜次、L.徳田和人出席

   1月26日㈰　2014年沼津野球連盟　学童部　互礼会　会長、会計、青少年指導委員長出席

   1月28日㈫　1月第2役員会

   1月28日㈫　第9回献眼運動50年準備委員会　準備委員10名出席

   1月29日㈬　334-C地区　クラブ役員会　会長、幹事、会員委員長出席

   1月31日㈮　第8回青少年指導委員会

   2月  3日㈬　沼津5LC幹事会

12月24日㈫　12月第2役員会

   1月  6日㈪　沼津5LC幹事会

  1月  7日㈫　2013-2014年度上期監査　監査委員 L.小池禮二、L.野田金次郎出席

  1月  9日㈭　第1回指名委員会　指名委員6名出席

計   30,000円
      500円

計   43,000円
         150円

1月度ドネーション

2月度ドネーション

合計 30,500円

合計 43,150円

3月度ドネーション

【ファイン】

計   44,000円
    0 円

合計 44,000円
【ファイン】

【ファイン】

沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要　平成26年3月30日㈰

2014
2014

2014

2
月

3
月

L.勧山　弘
L.丹澤忠芳
L.乾　精治
1月結婚記念日会員
1月誕生月会員
L.大川祐輝
L.金井隆直
L.乾　精治
L.市川洋一
L.金井隆直
L.大川祐輝
L.神農国彦
L.小原嘉弘
L.赤堀肇紀
L.竹村喜次
L.大川祐輝

焼津LC記念講演無事終了
古希
古希
結婚記念日のお祝い
誕生日祝い
還暦
還暦
入会28年
年男
年男
年男
1月ゴルフ部優勝
1月ゴルフ部準優勝
良い年となりますよう
献眼アクティビティー
上期決算無事承認

【ドネーション】

L.丹澤忠芳
L.中村　信
L.渡辺　豊
L.外　信之
L.外　信之
L.稲野雅信
L.小林龍司
L.小原嘉弘
L.大川祐輝
L.齋藤研一
L.齋藤研一
L.森　幹生
L.橋本賢一
L.清水英一郎
L.丹澤忠芳
L.市川洋一
L.土屋英治
2月結婚記念日会員
2月誕生月会員
L.塩崎享一
L.小原嘉弘
L.大川祐輝
L.中村　信
L.細沼信二
L.森　幹生

3か月で8キロ痩せました
婚約しました
結婚記念日
還暦
年男
ソチ五輪ガンバ！
ソチ五輪ガンバ！
ソチ五輪ガンバ！
ソチ五輪ガンバ！
喫煙所完成
御殿場店オープン
クラブ誌表紙に登場
担当例会無事終了
地区委員就任
新入会員おめでとう
新入会員おめでとう
新入会員スポンサー
結婚記念日のお祝い
誕生日祝い
羽生結弦君と生年月日いっしょ
上村よくやった！
沙羅ちゃんおしかった！
葛西と同い年！
2月ゴルフ部優勝
2月ゴルフ部準優勝

【ドネーション】

L.丹澤忠芳
L.森　幹生
L.土屋達郎
L.後藤行宏
L.村林照夫
L.河村忠彦
L.乾　精治
L.市川洋一
L.大川祐輝
L.土屋恭博
L.中村　信
L.稲野雅信
L.齋藤研一
L.土屋恭博
L.柏木雅博
L.丹澤忠芳
L.森　幹生
3月結婚記念日会員
3月誕生月会員
L.塩崎享一
L.芹澤明寛
L.森　幹生

指名会無事終了
次期会長
次期会員理事
次期第一副会長
次期第二副会長
次期会計
次期監査委員
次期一年理事
次期LT
次期TT
4月6日結婚パーティーよろしく！
L.中村の後を追って結婚したい！
総支配人から顧問へ
弟が東京マラソン出場
担当例会無事完了
T.T高橋よくやった
T.T高橋よくやった
結婚記念日のお祝い
誕生日祝い
ご子息東大合格！！！
3月ゴルフ部優勝
3月ゴルフ部準優勝

【ドネーション】

計　

計　

計　

記念講話　L.勧山　弘限りある命を超えて限りある命を超えて 記念講話　L.勧山　弘
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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５ライオンズクラブと献眼運動のあゆみ

　1月9日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて新年例会が開催されました。大企業先行とは言え、厳しい環境に置か
れていた地域経済にも若干の明るい兆しがうかがえる中、年頭の丹澤会長の挨拶も後半に向けて自信にあふれ、メ
ンバー一同、下期のクラブ活動に対して駿馬の如く力強くダッシュすることを誓い合った新年例会でありました。

新　年　例　会11第 例会1月

▲丹澤会長の年頭挨拶

▲新年らしく華やいだ雰囲気を盛り上げてくれた渡辺鳳代賀さんらによる
　筝曲・尺八演奏と舞

▲おめでとう年男

▲森第1副会長による
　開宴挨拶 ▲大物役者揃い踏みの鏡割り

L.土屋　誠司　1930年3月5日生
L.市川　洋一　1942年1月20日生
L.大川　祐輝　1954年1月17日生
L.外　　信之　1954年7月28日生
L.金井　隆直　1954年10月14日生

L.乾　　精治　1944年9月3日生
L.宇野　明彦　1944年9月12日生
L.丹澤　忠芳　1944年11月2日生

▲「元気はつらつ」古希おめでとうございます
▲司会をする外計画
　大会委員長

▲新春らしく着物姿の
　L.橋本

▲宴を締めくくる
　後藤第2副会長

年 男午

古稀

沼津 5ライオンズクラブ
献眼者追悼法要　次第

主催： 沼津ライオンズクラブ・沼津千本ライオンズクラブ
 沼津香陵ライオンズクラブ・沼津中央ライオンズクラブ
 沼津駿河ライオンズクラブ

第1部　慰霊法要
僧侶入場
開式の辞
主催者挨拶　
   ライオンズクラブゾーンチェアパーソン　L.宇戸　光行
読経・導師香語
一同焼香
閉式

第2部　来賓・参列者紹介
参列者紹介
来賓挨拶
　沼津市副市長　井原三千雄　様
　静岡県アイバンク理事　土至田　宏　様
　ライオンズクラブ334-C地区ガバナー　L.西川　恒彦

第3部　講演
講師紹介
開眼者感話　和田　由貴　様　『人生が変わりました』
記念講話　勧山　　弘　様　『限りある命を超えて』
遺族挨拶
閉会
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NUMAZU LIONS CLUB クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！” NUMAZU LIONS CLUBクラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”

　1月23日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行わ
れた1月第2例会では、会計L.大川祐輝による上期決
算報告ならびに監査委員L.野田金次郎による監査報
告が行われ、上期決算が無事承認されました。また、
3月30日㈰に催される沼津5LC献眼者追悼法要に
ついて準備委員会事務局長L.竹村喜次よりの経過報
告と入会予定者石原敏行様の入会審議が行われ石
原様の入会が承認されました。

▲上期決算報告をする会計L.大川

2013～2014上期決算報告・監査報告22第 例会

　2月6日㈭沼津リバーサイドホテルで開催された2月第1例会は青少年育成（指導）委員会の担当で行われました。
まず、担当委員長のL.橋本賢一による334-C地区方針「いのちを考える教室について」のスピーチがあった後、自身
がNPOの一員としてセラピードッグの普及啓蒙にかかわるL.加藤元章によるミニ講話「ペットのいのちも大切に」が
ありました。講話の中で披露された犬猫の殺処分数がドイツのゼロに対して、日本では175,000頭（平成23年度）
にもおよび、なおかつ、その処分が保健所のガス室で行われていると知り、我が国におけるペットの置かれた悲惨な
状況に対して、メンバー一同、一様にショックと驚きを隠せないようでありました。
　なお、2014～2015年度地区委員へのL.清水英一郎の選出が例会承認されました。

青少年育成（指導）委員会担当例会11第 例会

　3月30日㈰沼津市末広町の真楽寺において沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要が営まれました。これ
は昭和39年、沼津でアイバンク運動が興ってから満50周年に当たる本年、毎年開催される献眼者ならびにご
遺族への厚労大臣感謝状伝達式とは別に、沼津5ライオンズクラブが主催し、過去23年間の市内の献眼者約
400名のご遺族にご案内申し上げて催したものであり、当日は折からの春の嵐にもかかわらず200人以上が
参席しました。献眼者ならびにご遺族の尊いお志に尊崇の念を表するとともにライオンズクラブの同志一同ア
イバンク運動の歴史と意義に、思いを新たにした追悼法要でありました。

▲法要は200名以上の参席のもと盛大に営まれた

▲L.勧山弘による気迫のこもった講話

▲和田由紀様による開眼者感話
▲遺族を代表して
　挨拶するL.服部厳一郎

▲ペットの置かれた厳しい現実について訴えるL.加藤

　質問するL.髙橋、▶
L.服部（厳）、L.徳田　

▲担当委員会によるローア

▲L.野田による監査報告

◀主催者挨拶する
　334-C3R・1ZZC
　 L.宇戸光行

 来賓として挨拶する▶
334-C地区ガバナー　

L.西川恒彦　

▶
追
悼
法
要
の
模
様
を
報
じ
た

　週
間
仏
教
タ
イ
ム
ズ

▲献眼50周年追悼法要の準備経過
　を報告するL.竹村

▲お疲れさま。上期決算報告を承認された
　L.大川とL.野田による安堵のローア

▲1月誕生月のメンバーおめでとうございます

沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要 1月

2月
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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！”

第34回全日本学童兼第36回スポーツ少年団交流野球大会

「童話の花束」を沼津市に贈呈「童話の花束」を沼津市に贈呈

MJF献金者

L. 土屋誠司（23 回）

L. 横山　業（12 回）

L. 勧山　弘（ 6 回）

L. 赤堀肇紀（ 2 回）

L. 乾　精治（ 2 回）

L. 丹澤忠芳（ 2 回）

L. 森　幹生（ 2 回）

MJF献金者

ちゃんに誠の春が来た!!
寿

まこと

優　勝

閉会式

　3月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてテール・ツイスター担当の3月第2例会が開催され、国土交通省沼
津河川国道事務所副所長の國村一郎氏をお招きして「狩野川の未来」～狩野川を生かすには～と題してご講演いた
だきました。本州太平洋側で唯一、北に向かって流れる河川である狩野川は、昭和33年9月の狩野川台風で死者
684名、行方不明者169名という大災害をもたらしましたが、昭和23年のア
イオン台風水害をきっかけに昭和26年に着工した放水路が昭和40年に完成
し、来年7月には完成50年を迎えます。近年では規制緩和により、公共公益だ
けではなく民間事業者も交えた新しい利用法が模索され、“沼津かのがわ利
用調整協議会”が設立されて、狩野川の水辺空間のオープン利用を本格的に
スタートさせ、狩野川のある沼津の「まち」の魅力や活力の向上につなげる取
り組みを進めているそうです。また、例会において本年度MJF献金者へ記念
品が贈呈されました。

テール・ツイスター担当例会22第 例会
　2月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてGMT・GLT（会員）委員会の担当で2月第2例会が開催されました。
当日は新会員石原敏行様の入会式が会員委員長L.市川洋一の司会で厳粛な雰囲気のうちに執り行われ、新たな同
志L.石原敏行が誕生しました。食事後のメンバースピーチでは3名の大ベテランL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業
による講話が行われました。近年、若年のメンバーが増える中、長いライオンズ歴を誇る3名の先輩ライオンによる
含蓄に富んだスピーチは伝統ある沼津ライオンズクラブの歴史を知り今後のクラブ活動の指針ともなる有意義なも
のでありました。

GMT・GLT委員会担当例会22第 例会

▲講演する國村氏
例会担当のT・T L.髙橋と▶
副T・T L.齋藤によるローア　

▲MJF献金者によるローア

▲会長より優勝カップ授与 ▲堂々行進する優勝の愛鷹ホークス

▲メンバースピーチをするL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業

▲入会式の司会をするL.市川

▲講師のスティーブン・スミス氏
▲スミス氏、通訳の高沢さん、担当のL.柏木他による
　「国際交流のローア」

▲スポンサーのL.土屋（英）よりL.石原へ
　バッヂ授与

▲L.石原敏行入会おめでとう
　ございます

2月 3月

　3月6日㈭YCE委員会の担当で3月第1例会が催されました。例会
に先立ち指名会が行われ、指名委員L.土屋達郎より次年度クラブ役員
候補が発表され例会承認されました。その後、講師としてお招きしたス
ティーブン・スミス氏による「外国人から見た日英の文化の違い」とい
う講演が行われました。氏は英国ドーセット出身の35才で2005年に
来日。現在、沼津市立中学校教師のかたわらスルガ銀行研究財団外部
研究員も勤めており、「とかく非アジア系の外国人にとっては日本は住
みずらい国と言われるが、私はそうは思わない。外国で暮らせるかどう
かというのは、その国の文化というより個人の問題であり、文化は違う
からこそ面白く、違いを受け入れられるかだ」と述べられました。まさ
に、おっしゃる通りと頷けるお話でありました。

4月9日（水）丹澤会長、稲野幹事、青少年育成委員会のL.橋
本とL.芦澤が沼津市役所を訪れ、沼津市教育長工藤達朗様に
「童話の花束」（絵本）400冊を贈呈しました。これはJX日鉱
日石エネルギー㈱が主催する童
話コンクールの優秀作品を掲載
した絵本童話集で、こどもたち
の読書習慣を育てるために当ク
ラブが実施する事業であり、本
年が3回目の贈呈となります。

　花の独身生活に終止符を打ち、L.中村信が3月
16日㈰鎌倉円覚寺において森
田晴香さんとめでたく結婚式を
あげられました。4月6日㈰にカ
フェ・スーハで行われた結婚を祝
う会には多くのメンバーが駆け
付け、おふたりの門出を祝いまし
た。末永くお幸せに♥♥♥

YCE委員会担当例会11第 例会3月
2014～2015年度 クラブ役員

会長 L. 森　　幹生
前会長 L. 丹澤　忠芳
第 1副会長 L. 後藤　行宏
第 2副会長 L. 村林　照夫
幹事 L. 小原　嘉弘
会計 L. 河村　忠彦
ライオン・テーマ L. 大川　祐輝
テール・ツイスター L. 土屋　恭博
会員理事 L. 土屋　達郎
2年理事 L. 大古田一郎
2年理事 L. 前田　利定
1年理事 L. 市川　洋一
1年理事 L. 服部厳一郎
監査委員 L. 芹澤　明寛
監査委員 L. 乾　　精治

新会員紹介

氏名

趣味

スポンサー

配属

いしはら　としゆき

石原敏行

剣道・釣り

L.土屋英治

青少年育成委員会

社会保険労務士法人
石原事務所
代表（社会保険労務士）

昭和43年1月23日

事業所

生年
月日 （1968）

くにむら いちろう

閉会式

優　勝

愛鷹ホークス

3月29日㈯
沼津市営球場

ちゃんに誠の春が来た!!信
まこと

～ 　　L.中村　信　結婚～寿

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

p3-4.pdf   1   14/05/13   11:41

第34回全日本学童兼第36回スポーツ少年団交流野球大会

NUMAZU LIONS CLUB NUMAZU LIONS CLUB

3 4

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！”

第34回全日本学童兼第36回スポーツ少年団交流野球大会

「童話の花束」を沼津市に贈呈「童話の花束」を沼津市に贈呈

MJF献金者

L. 土屋誠司（23 回）

L. 横山　業（12 回）

L. 勧山　弘（ 6 回）

L. 赤堀肇紀（ 2 回）

L. 乾　精治（ 2 回）

L. 丹澤忠芳（ 2 回）

L. 森　幹生（ 2 回）

MJF献金者

ちゃんに誠の春が来た!!
寿

まこと

優　勝

閉会式

　3月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてテール・ツイスター担当の3月第2例会が開催され、国土交通省沼
津河川国道事務所副所長の國村一郎氏をお招きして「狩野川の未来」～狩野川を生かすには～と題してご講演いた
だきました。本州太平洋側で唯一、北に向かって流れる河川である狩野川は、昭和33年9月の狩野川台風で死者
684名、行方不明者169名という大災害をもたらしましたが、昭和23年のア
イオン台風水害をきっかけに昭和26年に着工した放水路が昭和40年に完成
し、来年7月には完成50年を迎えます。近年では規制緩和により、公共公益だ
けではなく民間事業者も交えた新しい利用法が模索され、“沼津かのがわ利
用調整協議会”が設立されて、狩野川の水辺空間のオープン利用を本格的に
スタートさせ、狩野川のある沼津の「まち」の魅力や活力の向上につなげる取
り組みを進めているそうです。また、例会において本年度MJF献金者へ記念
品が贈呈されました。

テール・ツイスター担当例会22第 例会
　2月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてGMT・GLT（会員）委員会の担当で2月第2例会が開催されました。
当日は新会員石原敏行様の入会式が会員委員長L.市川洋一の司会で厳粛な雰囲気のうちに執り行われ、新たな同
志L.石原敏行が誕生しました。食事後のメンバースピーチでは3名の大ベテランL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業
による講話が行われました。近年、若年のメンバーが増える中、長いライオンズ歴を誇る3名の先輩ライオンによる
含蓄に富んだスピーチは伝統ある沼津ライオンズクラブの歴史を知り今後のクラブ活動の指針ともなる有意義なも
のでありました。

GMT・GLT委員会担当例会22第 例会

▲講演する國村氏
例会担当のT・T L.髙橋と▶
副T・T L.齋藤によるローア　

▲MJF献金者によるローア

▲会長より優勝カップ授与 ▲堂々行進する優勝の愛鷹ホークス

▲メンバースピーチをするL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業

▲入会式の司会をするL.市川

▲講師のスティーブン・スミス氏
▲スミス氏、通訳の高沢さん、担当のL.柏木他による
　「国際交流のローア」

▲スポンサーのL.土屋（英）よりL.石原へ
　バッヂ授与

▲L.石原敏行入会おめでとう
　ございます

2月 3月

　3月6日㈭YCE委員会の担当で3月第1例会が催されました。例会
に先立ち指名会が行われ、指名委員L.土屋達郎より次年度クラブ役員
候補が発表され例会承認されました。その後、講師としてお招きしたス
ティーブン・スミス氏による「外国人から見た日英の文化の違い」とい
う講演が行われました。氏は英国ドーセット出身の35才で2005年に
来日。現在、沼津市立中学校教師のかたわらスルガ銀行研究財団外部
研究員も勤めており、「とかく非アジア系の外国人にとっては日本は住
みずらい国と言われるが、私はそうは思わない。外国で暮らせるかどう
かというのは、その国の文化というより個人の問題であり、文化は違う
からこそ面白く、違いを受け入れられるかだ」と述べられました。まさ
に、おっしゃる通りと頷けるお話でありました。

4月9日（水）丹澤会長、稲野幹事、青少年育成委員会のL.橋
本とL.芦澤が沼津市役所を訪れ、沼津市教育長工藤達朗様に
「童話の花束」（絵本）400冊を贈呈しました。これはJX日鉱
日石エネルギー㈱が主催する童
話コンクールの優秀作品を掲載
した絵本童話集で、こどもたち
の読書習慣を育てるために当ク
ラブが実施する事業であり、本
年が3回目の贈呈となります。

　花の独身生活に終止符を打ち、L.中村信が3月
16日㈰鎌倉円覚寺において森
田晴香さんとめでたく結婚式を
あげられました。4月6日㈰にカ
フェ・スーハで行われた結婚を祝
う会には多くのメンバーが駆け
付け、おふたりの門出を祝いまし
た。末永くお幸せに♥♥♥

YCE委員会担当例会11第 例会3月
2014～2015年度 クラブ役員

会長 L. 森　　幹生
前会長 L. 丹澤　忠芳
第 1副会長 L. 後藤　行宏
第 2副会長 L. 村林　照夫
幹事 L. 小原　嘉弘
会計 L. 河村　忠彦
ライオン・テーマ L. 大川　祐輝
テール・ツイスター L. 土屋　恭博
会員理事 L. 土屋　達郎
2年理事 L. 大古田一郎
2年理事 L. 前田　利定
1年理事 L. 市川　洋一
1年理事 L. 服部厳一郎
監査委員 L. 芹澤　明寛
監査委員 L. 乾　　精治

新会員紹介

氏名

趣味

スポンサー

配属

いしはら　としゆき

石原敏行

剣道・釣り

L.土屋英治

青少年育成委員会

社会保険労務士法人
石原事務所
代表（社会保険労務士）

昭和43年1月23日

事業所

生年
月日 （1968）

くにむら いちろう

閉会式

優　勝

愛鷹ホークス

3月29日㈯
沼津市営球場

ちゃんに誠の春が来た!!信
まこと

～ 　　L.中村　信　結婚～寿
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第34回全日本学童兼第36回スポーツ少年団交流野球大会

「童話の花束」を沼津市に贈呈「童話の花束」を沼津市に贈呈

MJF献金者

L. 土屋誠司（23 回）

L. 横山　業（12 回）

L. 勧山　弘（ 6 回）

L. 赤堀肇紀（ 2 回）

L. 乾　精治（ 2 回）

L. 丹澤忠芳（ 2 回）

L. 森　幹生（ 2 回）

MJF献金者

ちゃんに誠の春が来た!!
寿

まこと

優　勝

閉会式

　3月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてテール・ツイスター担当の3月第2例会が開催され、国土交通省沼
津河川国道事務所副所長の國村一郎氏をお招きして「狩野川の未来」～狩野川を生かすには～と題してご講演いた
だきました。本州太平洋側で唯一、北に向かって流れる河川である狩野川は、昭和33年9月の狩野川台風で死者
684名、行方不明者169名という大災害をもたらしましたが、昭和23年のア
イオン台風水害をきっかけに昭和26年に着工した放水路が昭和40年に完成
し、来年7月には完成50年を迎えます。近年では規制緩和により、公共公益だ
けではなく民間事業者も交えた新しい利用法が模索され、“沼津かのがわ利
用調整協議会”が設立されて、狩野川の水辺空間のオープン利用を本格的に
スタートさせ、狩野川のある沼津の「まち」の魅力や活力の向上につなげる取
り組みを進めているそうです。また、例会において本年度MJF献金者へ記念
品が贈呈されました。

テール・ツイスター担当例会22第 例会
　2月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてGMT・GLT（会員）委員会の担当で2月第2例会が開催されました。
当日は新会員石原敏行様の入会式が会員委員長L.市川洋一の司会で厳粛な雰囲気のうちに執り行われ、新たな同
志L.石原敏行が誕生しました。食事後のメンバースピーチでは3名の大ベテランL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業
による講話が行われました。近年、若年のメンバーが増える中、長いライオンズ歴を誇る3名の先輩ライオンによる
含蓄に富んだスピーチは伝統ある沼津ライオンズクラブの歴史を知り今後のクラブ活動の指針ともなる有意義なも
のでありました。

GMT・GLT委員会担当例会22第 例会

▲講演する國村氏
例会担当のT・T L.髙橋と▶
副T・T L.齋藤によるローア　

▲MJF献金者によるローア

▲会長より優勝カップ授与 ▲堂々行進する優勝の愛鷹ホークス

▲メンバースピーチをするL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業

▲入会式の司会をするL.市川

▲講師のスティーブン・スミス氏
▲スミス氏、通訳の高沢さん、担当のL.柏木他による
　「国際交流のローア」

▲スポンサーのL.土屋（英）よりL.石原へ
　バッヂ授与

▲L.石原敏行入会おめでとう
　ございます

2月 3月

　3月6日㈭YCE委員会の担当で3月第1例会が催されました。例会
に先立ち指名会が行われ、指名委員L.土屋達郎より次年度クラブ役員
候補が発表され例会承認されました。その後、講師としてお招きしたス
ティーブン・スミス氏による「外国人から見た日英の文化の違い」とい
う講演が行われました。氏は英国ドーセット出身の35才で2005年に
来日。現在、沼津市立中学校教師のかたわらスルガ銀行研究財団外部
研究員も勤めており、「とかく非アジア系の外国人にとっては日本は住
みずらい国と言われるが、私はそうは思わない。外国で暮らせるかどう
かというのは、その国の文化というより個人の問題であり、文化は違う
からこそ面白く、違いを受け入れられるかだ」と述べられました。まさ
に、おっしゃる通りと頷けるお話でありました。

4月9日（水）丹澤会長、稲野幹事、青少年育成委員会のL.橋
本とL.芦澤が沼津市役所を訪れ、沼津市教育長工藤達朗様に
「童話の花束」（絵本）400冊を贈呈しました。これはJX日鉱
日石エネルギー㈱が主催する童
話コンクールの優秀作品を掲載
した絵本童話集で、こどもたち
の読書習慣を育てるために当ク
ラブが実施する事業であり、本
年が3回目の贈呈となります。

　花の独身生活に終止符を打ち、L.中村信が3月
16日㈰鎌倉円覚寺において森
田晴香さんとめでたく結婚式を
あげられました。4月6日㈰にカ
フェ・スーハで行われた結婚を祝
う会には多くのメンバーが駆け
付け、おふたりの門出を祝いまし
た。末永くお幸せに♥♥♥

YCE委員会担当例会11第 例会3月
2014～2015年度 クラブ役員

会長 L. 森　　幹生
前会長 L. 丹澤　忠芳
第 1副会長 L. 後藤　行宏
第 2副会長 L. 村林　照夫
幹事 L. 小原　嘉弘
会計 L. 河村　忠彦
ライオン・テーマ L. 大川　祐輝
テール・ツイスター L. 土屋　恭博
会員理事 L. 土屋　達郎
2年理事 L. 大古田一郎
2年理事 L. 前田　利定
1年理事 L. 市川　洋一
1年理事 L. 服部厳一郎
監査委員 L. 芹澤　明寛
監査委員 L. 乾　　精治

新会員紹介

氏名

趣味

スポンサー

配属

いしはら　としゆき

石原敏行

剣道・釣り

L.土屋英治

青少年育成委員会

社会保険労務士法人
石原事務所
代表（社会保険労務士）

昭和43年1月23日

事業所

生年
月日 （1968）

くにむら いちろう

閉会式

優　勝

愛鷹ホークス

3月29日㈯
沼津市営球場

ちゃんに誠の春が来た!!信
まこと

～ 　　L.中村　信　結婚～寿
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K
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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！”

第34回全日本学童兼第36回スポーツ少年団交流野球大会

「童話の花束」を沼津市に贈呈「童話の花束」を沼津市に贈呈

MJF献金者

L. 土屋誠司（23 回）

L. 横山　業（12 回）

L. 勧山　弘（ 6 回）

L. 赤堀肇紀（ 2 回）

L. 乾　精治（ 2 回）

L. 丹澤忠芳（ 2 回）

L. 森　幹生（ 2 回）

MJF献金者

ちゃんに誠の春が来た!!
寿

まこと

優　勝

閉会式

　3月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてテール・ツイスター担当の3月第2例会が開催され、国土交通省沼
津河川国道事務所副所長の國村一郎氏をお招きして「狩野川の未来」～狩野川を生かすには～と題してご講演いた
だきました。本州太平洋側で唯一、北に向かって流れる河川である狩野川は、昭和33年9月の狩野川台風で死者
684名、行方不明者169名という大災害をもたらしましたが、昭和23年のア
イオン台風水害をきっかけに昭和26年に着工した放水路が昭和40年に完成
し、来年7月には完成50年を迎えます。近年では規制緩和により、公共公益だ
けではなく民間事業者も交えた新しい利用法が模索され、“沼津かのがわ利
用調整協議会”が設立されて、狩野川の水辺空間のオープン利用を本格的に
スタートさせ、狩野川のある沼津の「まち」の魅力や活力の向上につなげる取
り組みを進めているそうです。また、例会において本年度MJF献金者へ記念
品が贈呈されました。

テール・ツイスター担当例会22第 例会
　2月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてGMT・GLT（会員）委員会の担当で2月第2例会が開催されました。
当日は新会員石原敏行様の入会式が会員委員長L.市川洋一の司会で厳粛な雰囲気のうちに執り行われ、新たな同
志L.石原敏行が誕生しました。食事後のメンバースピーチでは3名の大ベテランL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業
による講話が行われました。近年、若年のメンバーが増える中、長いライオンズ歴を誇る3名の先輩ライオンによる
含蓄に富んだスピーチは伝統ある沼津ライオンズクラブの歴史を知り今後のクラブ活動の指針ともなる有意義なも
のでありました。

GMT・GLT委員会担当例会22第 例会

▲講演する國村氏
例会担当のT・T L.髙橋と▶
副T・T L.齋藤によるローア　

▲MJF献金者によるローア

▲会長より優勝カップ授与 ▲堂々行進する優勝の愛鷹ホークス

▲メンバースピーチをするL.鈴木清次、L.足立吉松、L.横山業

▲入会式の司会をするL.市川

▲講師のスティーブン・スミス氏
▲スミス氏、通訳の高沢さん、担当のL.柏木他による
　「国際交流のローア」

▲スポンサーのL.土屋（英）よりL.石原へ
　バッヂ授与

▲L.石原敏行入会おめでとう
　ございます

2月 3月

　3月6日㈭YCE委員会の担当で3月第1例会が催されました。例会
に先立ち指名会が行われ、指名委員L.土屋達郎より次年度クラブ役員
候補が発表され例会承認されました。その後、講師としてお招きしたス
ティーブン・スミス氏による「外国人から見た日英の文化の違い」とい
う講演が行われました。氏は英国ドーセット出身の35才で2005年に
来日。現在、沼津市立中学校教師のかたわらスルガ銀行研究財団外部
研究員も勤めており、「とかく非アジア系の外国人にとっては日本は住
みずらい国と言われるが、私はそうは思わない。外国で暮らせるかどう
かというのは、その国の文化というより個人の問題であり、文化は違う
からこそ面白く、違いを受け入れられるかだ」と述べられました。まさ
に、おっしゃる通りと頷けるお話でありました。

4月9日（水）丹澤会長、稲野幹事、青少年育成委員会のL.橋
本とL.芦澤が沼津市役所を訪れ、沼津市教育長工藤達朗様に
「童話の花束」（絵本）400冊を贈呈しました。これはJX日鉱
日石エネルギー㈱が主催する童
話コンクールの優秀作品を掲載
した絵本童話集で、こどもたち
の読書習慣を育てるために当ク
ラブが実施する事業であり、本
年が3回目の贈呈となります。

　花の独身生活に終止符を打ち、L.中村信が3月
16日㈰鎌倉円覚寺において森
田晴香さんとめでたく結婚式を
あげられました。4月6日㈰にカ
フェ・スーハで行われた結婚を祝
う会には多くのメンバーが駆け
付け、おふたりの門出を祝いまし
た。末永くお幸せに♥♥♥

YCE委員会担当例会11第 例会3月
2014～2015年度 クラブ役員

会長 L. 森　　幹生
前会長 L. 丹澤　忠芳
第 1副会長 L. 後藤　行宏
第 2副会長 L. 村林　照夫
幹事 L. 小原　嘉弘
会計 L. 河村　忠彦
ライオン・テーマ L. 大川　祐輝
テール・ツイスター L. 土屋　恭博
会員理事 L. 土屋　達郎
2年理事 L. 大古田一郎
2年理事 L. 前田　利定
1年理事 L. 市川　洋一
1年理事 L. 服部厳一郎
監査委員 L. 芹澤　明寛
監査委員 L. 乾　　精治

新会員紹介

氏名

趣味

スポンサー

配属

いしはら　としゆき

石原敏行

剣道・釣り

L.土屋英治

青少年育成委員会

社会保険労務士法人
石原事務所
代表（社会保険労務士）

昭和43年1月23日

事業所

生年
月日 （1968）

くにむら いちろう

閉会式

優　勝

愛鷹ホークス

3月29日㈯
沼津市営球場

ちゃんに誠の春が来た!!信
まこと

～ 　　L.中村　信　結婚～寿
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NUMAZU LIONS CLUB クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！” NUMAZU LIONS CLUBクラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”

　1月23日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行わ
れた1月第2例会では、会計L.大川祐輝による上期決
算報告ならびに監査委員L.野田金次郎による監査報
告が行われ、上期決算が無事承認されました。また、
3月30日㈰に催される沼津5LC献眼者追悼法要に
ついて準備委員会事務局長L.竹村喜次よりの経過報
告と入会予定者石原敏行様の入会審議が行われ石
原様の入会が承認されました。

▲上期決算報告をする会計L.大川

2013～2014上期決算報告・監査報告22第 例会

　2月6日㈭沼津リバーサイドホテルで開催された2月第1例会は青少年育成（指導）委員会の担当で行われました。
まず、担当委員長のL.橋本賢一による334-C地区方針「いのちを考える教室について」のスピーチがあった後、自身
がNPOの一員としてセラピードッグの普及啓蒙にかかわるL.加藤元章によるミニ講話「ペットのいのちも大切に」が
ありました。講話の中で披露された犬猫の殺処分数がドイツのゼロに対して、日本では175,000頭（平成23年度）
にもおよび、なおかつ、その処分が保健所のガス室で行われていると知り、我が国におけるペットの置かれた悲惨な
状況に対して、メンバー一同、一様にショックと驚きを隠せないようでありました。
　なお、2014～2015年度地区委員へのL.清水英一郎の選出が例会承認されました。

青少年育成（指導）委員会担当例会11第 例会

　3月30日㈰沼津市末広町の真楽寺において沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要が営まれました。これ
は昭和39年、沼津でアイバンク運動が興ってから満50周年に当たる本年、毎年開催される献眼者ならびにご
遺族への厚労大臣感謝状伝達式とは別に、沼津5ライオンズクラブが主催し、過去23年間の市内の献眼者約
400名のご遺族にご案内申し上げて催したものであり、当日は折からの春の嵐にもかかわらず200人以上が
参席しました。献眼者ならびにご遺族の尊いお志に尊崇の念を表するとともにライオンズクラブの同志一同ア
イバンク運動の歴史と意義に、思いを新たにした追悼法要でありました。

▲法要は200名以上の参席のもと盛大に営まれた

▲L.勧山弘による気迫のこもった講話

▲和田由紀様による開眼者感話
▲遺族を代表して
　挨拶するL.服部厳一郎

▲ペットの置かれた厳しい現実について訴えるL.加藤

　質問するL.髙橋、▶
L.服部（厳）、L.徳田　

▲担当委員会によるローア

▲L.野田による監査報告

◀主催者挨拶する
　334-C3R・1ZZC
　 L.宇戸光行

 来賓として挨拶する▶
334-C地区ガバナー　

L.西川恒彦　

▶
追
悼
法
要
の
模
様
を
報
じ
た

　週
間
仏
教
タ
イ
ム
ズ

▲献眼50周年追悼法要の準備経過
　を報告するL.竹村

▲お疲れさま。上期決算報告を承認された
　L.大川とL.野田による安堵のローア

▲1月誕生月のメンバーおめでとうございます

沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要 1月

2月
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沼津５ライオンズクラブと献眼運動のあゆみ

　1月9日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて新年例会が開催されました。大企業先行とは言え、厳しい環境に置か
れていた地域経済にも若干の明るい兆しがうかがえる中、年頭の丹澤会長の挨拶も後半に向けて自信にあふれ、メ
ンバー一同、下期のクラブ活動に対して駿馬の如く力強くダッシュすることを誓い合った新年例会でありました。

新　年　例　会11第 例会1月

▲丹澤会長の年頭挨拶

▲新年らしく華やいだ雰囲気を盛り上げてくれた渡辺鳳代賀さんらによる
　筝曲・尺八演奏と舞

▲おめでとう年男

▲森第1副会長による
　開宴挨拶 ▲大物役者揃い踏みの鏡割り

L.土屋　誠司　1930年3月5日生
L.市川　洋一　1942年1月20日生
L.大川　祐輝　1954年1月17日生
L.外　　信之　1954年7月28日生
L.金井　隆直　1954年10月14日生

L.乾　　精治　1944年9月3日生
L.宇野　明彦　1944年9月12日生
L.丹澤　忠芳　1944年11月2日生

▲「元気はつらつ」古希おめでとうございます
▲司会をする外計画
　大会委員長

▲新春らしく着物姿の
　L.橋本

▲宴を締めくくる
　後藤第2副会長

年 男午

古稀

沼津 5ライオンズクラブ
献眼者追悼法要　次第

主催： 沼津ライオンズクラブ・沼津千本ライオンズクラブ
 沼津香陵ライオンズクラブ・沼津中央ライオンズクラブ
 沼津駿河ライオンズクラブ

第1部　慰霊法要
僧侶入場
開式の辞
主催者挨拶　
   ライオンズクラブゾーンチェアパーソン　L.宇戸　光行
読経・導師香語
一同焼香
閉式

第2部　来賓・参列者紹介
参列者紹介
来賓挨拶
　沼津市副市長　井原三千雄　様
　静岡県アイバンク理事　土至田　宏　様
　ライオンズクラブ334-C地区ガバナー　L.西川　恒彦

第3部　講演
講師紹介
開眼者感話　和田　由貴　様　『人生が変わりました』
記念講話　勧山　　弘　様　『限りある命を超えて』
遺族挨拶
閉会
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NUMAZU LIONS CLUB クラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！” NUMAZU LIONS CLUBクラブスローガン╱“感謝の心で・一歩前へ！”

　1月23日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行わ
れた1月第2例会では、会計L.大川祐輝による上期決
算報告ならびに監査委員L.野田金次郎による監査報
告が行われ、上期決算が無事承認されました。また、
3月30日㈰に催される沼津5LC献眼者追悼法要に
ついて準備委員会事務局長L.竹村喜次よりの経過報
告と入会予定者石原敏行様の入会審議が行われ石
原様の入会が承認されました。

▲上期決算報告をする会計L.大川

2013～2014上期決算報告・監査報告22第 例会

　2月6日㈭沼津リバーサイドホテルで開催された2月第1例会は青少年育成（指導）委員会の担当で行われました。
まず、担当委員長のL.橋本賢一による334-C地区方針「いのちを考える教室について」のスピーチがあった後、自身
がNPOの一員としてセラピードッグの普及啓蒙にかかわるL.加藤元章によるミニ講話「ペットのいのちも大切に」が
ありました。講話の中で披露された犬猫の殺処分数がドイツのゼロに対して、日本では175,000頭（平成23年度）
にもおよび、なおかつ、その処分が保健所のガス室で行われていると知り、我が国におけるペットの置かれた悲惨な
状況に対して、メンバー一同、一様にショックと驚きを隠せないようでありました。
　なお、2014～2015年度地区委員へのL.清水英一郎の選出が例会承認されました。

青少年育成（指導）委員会担当例会11第 例会

　3月30日㈰沼津市末広町の真楽寺において沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要が営まれました。これ
は昭和39年、沼津でアイバンク運動が興ってから満50周年に当たる本年、毎年開催される献眼者ならびにご
遺族への厚労大臣感謝状伝達式とは別に、沼津5ライオンズクラブが主催し、過去23年間の市内の献眼者約
400名のご遺族にご案内申し上げて催したものであり、当日は折からの春の嵐にもかかわらず200人以上が
参席しました。献眼者ならびにご遺族の尊いお志に尊崇の念を表するとともにライオンズクラブの同志一同ア
イバンク運動の歴史と意義に、思いを新たにした追悼法要でありました。

▲法要は200名以上の参席のもと盛大に営まれた

▲L.勧山弘による気迫のこもった講話

▲和田由紀様による開眼者感話
▲遺族を代表して
　挨拶するL.服部厳一郎

▲ペットの置かれた厳しい現実について訴えるL.加藤

　質問するL.髙橋、▶
L.服部（厳）、L.徳田　

▲担当委員会によるローア

▲L.野田による監査報告

◀主催者挨拶する
　334-C3R・1ZZC
　 L.宇戸光行

 来賓として挨拶する▶
334-C地区ガバナー　

L.西川恒彦　

▶
追
悼
法
要
の
模
様
を
報
じ
た

　週
間
仏
教
タ
イ
ム
ズ

▲献眼50周年追悼法要の準備経過
　を報告するL.竹村

▲お疲れさま。上期決算報告を承認された
　L.大川とL.野田による安堵のローア

▲1月誕生月のメンバーおめでとうございます

沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要 1月

2月
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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５ライオンズクラブと献眼運動のあゆみ

　1月9日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて新年例会が開催されました。大企業先行とは言え、厳しい環境に置か
れていた地域経済にも若干の明るい兆しがうかがえる中、年頭の丹澤会長の挨拶も後半に向けて自信にあふれ、メ
ンバー一同、下期のクラブ活動に対して駿馬の如く力強くダッシュすることを誓い合った新年例会でありました。

新　年　例　会11第 例会1月

▲丹澤会長の年頭挨拶

▲新年らしく華やいだ雰囲気を盛り上げてくれた渡辺鳳代賀さんらによる
　筝曲・尺八演奏と舞

▲おめでとう年男

▲森第1副会長による
　開宴挨拶 ▲大物役者揃い踏みの鏡割り

L.土屋　誠司　1930年3月5日生
L.市川　洋一　1942年1月20日生
L.大川　祐輝　1954年1月17日生
L.外　　信之　1954年7月28日生
L.金井　隆直　1954年10月14日生

L.乾　　精治　1944年9月3日生
L.宇野　明彦　1944年9月12日生
L.丹澤　忠芳　1944年11月2日生

▲「元気はつらつ」古希おめでとうございます
▲司会をする外計画
　大会委員長

▲新春らしく着物姿の
　L.橋本

▲宴を締めくくる
　後藤第2副会長

年 男午

古稀

沼津 5ライオンズクラブ
献眼者追悼法要　次第

主催： 沼津ライオンズクラブ・沼津千本ライオンズクラブ
 沼津香陵ライオンズクラブ・沼津中央ライオンズクラブ
 沼津駿河ライオンズクラブ

第1部　慰霊法要
僧侶入場
開式の辞
主催者挨拶　
   ライオンズクラブゾーンチェアパーソン　L.宇戸　光行
読経・導師香語
一同焼香
閉式

第2部　来賓・参列者紹介
参列者紹介
来賓挨拶
　沼津市副市長　井原三千雄　様
　静岡県アイバンク理事　土至田　宏　様
　ライオンズクラブ334-C地区ガバナー　L.西川　恒彦

第3部　講演
講師紹介
開眼者感話　和田　由貴　様　『人生が変わりました』
記念講話　勧山　　弘　様　『限りある命を超えて』
遺族挨拶
閉会
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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）
“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！”

2014年（平成26年）4月17日発行〈736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26年1月9日㈭ 18:30　新年例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員70名　出席58名　欠席12名　出席率82.8％）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26年1月23日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員67名　出席55名　欠席12名　出席率82.0％）幹事報告

第2例会
幹事報告

第2例会
幹事報告

平成26年2月6日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員67名　出席57名　欠席10名　出席率85.0％）

平成26年2月20日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席59名　欠席9名　出席率86.7％）

平成26年3月6日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席60名　欠席8名　出席率88.2％）

平成26年3月20日㈭ 18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席56名　欠席12名　出席率82.3％）

1
月

   1月10日㈮　第6回会員増強チーム会合

   1月13日㈪　沼津市消防出初式　会長 L.丹澤忠芳出席

   1月14日㈫　1月第1役員会

   1月14日㈫　第8回献眼運動50年準備委員会　準備委員10名出席

   1月20日㈪　第4回沼津5LC献眼運動実行委員会　L.竹村喜次、L.徳田和人出席

   1月22日㈬　焼津ライオンズクラブ例会にて講演「献眼と人間の心（奉仕）の慶びについて」　L.勧山　弘出席

   1月23日㈭　臨時名誉顧問会議　元ガバナー L.土屋誠司出席

   1月第1役員会におきましてL.鈴木忠一、L.神農国彦の退会が役員会承認されました。

   1月第1役員会におきまして石原敏行様の入会が役員会承認されました。

   秋山茂様が会友を退会することになりました。

   3月  7日㈮　第3回GM・GLT委員長会議　会長、会員委員長出席

   3月  7日㈮　第3回ガバナー諮問委員会　会長、幹事出席

   3月  9日㈰　三島ライオンズクラブCN50周年記念式典　元ガバナー L.土屋誠司、三役出席

   3月11日㈫　3月第1役員会

   3月11日㈫　第3回沼津LC献眼運動50周年実行委員会　準備委員10名出席

   3月20日㈭　公益財団法人静岡県アイバンク評議員会　県アイバンク監事 L.土屋達郎出席

   2月10日㈪　3R　名誉顧問会　L.土屋誠司出席

   2月12日㈬　沼津5LC臨時会長会　L.土屋誠司、L.丹澤忠芳出席

   2月12日㈬　第1回沼津LC献眼運動50周年実行委員会　準備委員10名出席

   2月14日㈮　沼津5LC親睦ゴルフ大会打合せ会　L.小泉嘉弘出席

   2月19日㈬　名誉顧問会　L.土屋誠司出席

   2月20日㈭　入会セミナー　三役、L.市川洋一、L.芹澤明寛、L.土屋英治、L.石原敏行出席

   2月25日㈫　2月第2役員会

   2月25日㈫　第2回沼津LC献眼運動50周年実行委員会

   3月  3日㈪　沼津5LC幹事会

   3月  4日㈫　第5回沼津5LC献眼運動実行委員会　実行委員 L.竹村喜次、L.徳田和人出席

   1月26日㈰　2014年沼津野球連盟　学童部　互礼会　会長、会計、青少年指導委員長出席

   1月28日㈫　1月第2役員会

   1月28日㈫　第9回献眼運動50年準備委員会　準備委員10名出席

   1月29日㈬　334-C地区　クラブ役員会　会長、幹事、会員委員長出席

   1月31日㈮　第8回青少年指導委員会

   2月  3日㈬　沼津5LC幹事会

12月24日㈫　12月第2役員会

   1月  6日㈪　沼津5LC幹事会

  1月  7日㈫　2013-2014年度上期監査　監査委員 L.小池禮二、L.野田金次郎出席

  1月  9日㈭　第1回指名委員会　指名委員6名出席

計   30,000円
      500円

計   43,000円
         150円

1月度ドネーション

2月度ドネーション

合計 30,500円

合計 43,150円

3月度ドネーション

【ファイン】

計   44,000円
    0 円

合計 44,000円
【ファイン】

【ファイン】

沼津5ライオンズクラブ献眼者追悼法要　平成26年3月30日㈰
2014

2014
2014

2
月

3
月

L.勧山　弘
L.丹澤忠芳
L.乾　精治
1月結婚記念日会員
1月誕生月会員
L.大川祐輝
L.金井隆直
L.乾　精治
L.市川洋一
L.金井隆直
L.大川祐輝
L.神農国彦
L.小原嘉弘
L.赤堀肇紀
L.竹村喜次
L.大川祐輝

焼津LC記念講演無事終了
古希
古希
結婚記念日のお祝い
誕生日祝い
還暦
還暦
入会28年
年男
年男
年男
1月ゴルフ部優勝
1月ゴルフ部準優勝
良い年となりますよう
献眼アクティビティー
上期決算無事承認

【ドネーション】

L.丹澤忠芳
L.中村　信
L.渡辺　豊
L.外　信之
L.外　信之
L.稲野雅信
L.小林龍司
L.小原嘉弘
L.大川祐輝
L.齋藤研一
L.齋藤研一
L.森　幹生
L.橋本賢一
L.清水英一郎
L.丹澤忠芳
L.市川洋一
L.土屋英治
2月結婚記念日会員
2月誕生月会員
L.塩崎享一
L.小原嘉弘
L.大川祐輝
L.中村　信
L.細沼信二
L.森　幹生

3か月で8キロ痩せました
婚約しました
結婚記念日
還暦
年男
ソチ五輪ガンバ！
ソチ五輪ガンバ！
ソチ五輪ガンバ！
ソチ五輪ガンバ！
喫煙所完成
御殿場店オープン
クラブ誌表紙に登場
担当例会無事終了
地区委員就任
新入会員おめでとう
新入会員おめでとう
新入会員スポンサー
結婚記念日のお祝い
誕生日祝い
羽生結弦君と生年月日いっしょ
上村よくやった！
沙羅ちゃんおしかった！
葛西と同い年！
2月ゴルフ部優勝
2月ゴルフ部準優勝

【ドネーション】

L.丹澤忠芳
L.森　幹生
L.土屋達郎
L.後藤行宏
L.村林照夫
L.河村忠彦
L.乾　精治
L.市川洋一
L.大川祐輝
L.土屋恭博
L.中村　信
L.稲野雅信
L.齋藤研一
L.土屋恭博
L.柏木雅博
L.丹澤忠芳
L.森　幹生
3月結婚記念日会員
3月誕生月会員
L.塩崎享一
L.芹澤明寛
L.森　幹生

指名会無事終了
次期会長
次期会員理事
次期第一副会長
次期第二副会長
次期会計
次期監査委員
次期一年理事
次期LT
次期TT
4月6日結婚パーティーよろしく！
L.中村の後を追って結婚したい！
総支配人から顧問へ
弟が東京マラソン出場
担当例会無事完了
T.T高橋よくやった
T.T高橋よくやった
結婚記念日のお祝い
誕生日祝い
ご子息東大合格！！！
3月ゴルフ部優勝
3月ゴルフ部準優勝

【ドネーション】

計　

計　

計　

記念講話　L.勧山　弘限りある命を超えて限りある命を超えて 記念講話　L.勧山　弘
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