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“We Serve”「われわれは奉仕する」
“命の尊厳と和”
“心の平和は　健康への第一歩”
　～人間から人間へ　心をつなげて～
“感動の輪を築く同志の輪”

『温 故 創 新』

会報

2015～2016年度新三役　左から幹事 L.柏木、会長 L.後藤（行）、会計 L.杉山
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クラブスローガン╱『温 故 創 新』

　沼津ライオンズクラブは1959年（昭和34年）９月に結成されてから55年の歴史を重ねてきました。結成
以来、チャーターメンバーをはじめ幾多の偉大な先輩ライオンが築き上げた伝統と献眼運動に代表され
る輝かしい奉仕活動の実績があります。これは現在のメンバーが継承していく大きな足跡であり大切な
ライオニズムの精神であります。
　しかし結成から発展にかかわった多くのメンバーが去り、時代環境は大きく変化しています。沼津ライ
オンズクラブの歴史と伝統を守りながら、これからの時代に対応した、新しいクラブの運営・奉仕活動を
考えるときだと思います。
　微力ではありますが、幹事Ｌ.柏木雅博　会計Ｌ.杉山由博の三役で力を合せて、１年間クラブの運営・
事業・活動に務めてまいりますので、会員の皆様のご指導・ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

１．ライオンズ道徳綱領の研鑽とライオニズムの実践
ライオンズの誓いに「我々は知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、社会奉仕に
精進する」と謳われています。ライオンズ道徳綱領に学びライオンとしての資質を高め、ライオニズムの精
神に則り奉仕活動を通じて地域社会に貢献する。

２．奉仕活動の見直しと積極的な参加
沼津ライオンズクラブにはすばらしい継続事業が幾つかあります。しかし社会環境は変化し求められる
ものも変わってきています。継続事業の見直しを行い、また新しい奉仕活動に取り組むことも必要です。
地域社会に根差した奉仕活動を実施していきます、会員の皆様の積極的な参加をお願いします。

３．活力あるクラブ運営
クラブ運営方法を見直し効率的な運営に改善する。委員長だけでなく委員会メンバーが積極的に参加し
て委員会活動を充実し、また例会を楽しく有意義なものにして出席率を向上し、活力あるクラブ運営を
心掛ける。

４．会員増強と会員交流を図る
今年度のガバナーの基本方針にＧＭＴ・ＧＬＴ活動の推進を掲げてあります。　　
会員の維持・増強は一部の役員だけではなく、クラブ全体の問題として取り組み正会員と家族会員を増
加させる。最近入会した会員とキャリアのある会員との交流・親睦を図りクラブの和をつくる。

『　温　故　創　新　』

会長就任にあたって
会　長 L. 後藤　行宏
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今年度クラブスローガン

基本方針
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幹　事
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テールツイスター

計画大会委員長

ライオンテーマー

出席委員長

PR情報委員長

L. 柏木　雅博

　今年度幹事を担当させて頂く事になりました柏木雅博です。後藤会長が幹事をされていた年に声をかけて

頂き入会して6年の歳月があっと言う間にたちました。出席委員長、ＰＲ委員長、ＹＣＥ委員長、会計と色 な々経

験を通して、自分自身の行動が誰かの為にほんの少しだけ役に立つということを、学ばせて頂きました。今年の

スローガン『温故創新』の精神で諸先輩のメンバーと新しく入会されたメンバーとの融和をはかりメンバーの皆

様が例会にそしてアクティビティに積極的に参加出来るように準備してお迎えしたいと思います。後藤会長を補

佐し一年間努めてまいりますので、皆様の温かいご指導とご協力宜しくお願い致します。

L. 杉山　由博

　本年度、会計の大役を仰せつかりま
した杉山でございます。初めての三役で
あり浅薄非才な私には任の重い役目で
すが、精一杯頑張って行く所存です。ク
ラブメンバーの大切なお金を預る重要
な職務であることを認識し、厳格な金銭
管理と、迅速で正確な出納を心掛け、会
長、幹事を補佐して円滑なクラブ運営が
できるように努めてまいります。
会員の皆様方のご支援とご協力を宜し
くお願い申し上げます。

L. 北村清一郎

　本年度、ライオン・テーマーを務めま
す北村です。いまだ初心者ワッペン会員
ではありますが宜しくお願いいたします。
主として例会等の運営、御祝い事の発
表等させていただきます。会長基本方
針に努め、新年度早々新入会員も加わ
り会員相互の交流・親睦を図り例会を
楽しく有意義なものにして出席率の向
上につなげていきます。何かと行き届か
ない点が多々あるかと思いますが一年
間ご指導、ご協力をお願いいたします。

L. 塩崎　享一

　｢愛と希望と勇気とsome money｣　
会合の調和、友好、活気の促進、とあり
ますが、どうしたらそうできるのか？ 沼津
LCらしいドネイションとは？　常に問いな
がら活動していこうと思っております。
チームを組むのは、日頃から大きな視点
で地域を捉えている、L. 加藤元章で
す。強力な助っ人です。更に会員皆様
のあたたかいお力添えがあれば、何と
かやっていけるのではないか、そう感じ
ています。是非、是非、皆様のご協力お
願いいたします。

L. 芦澤　剛彦

　本年度、出席委員長を仰せつかりま
した芦澤でございます。柏木幹事のご
紹介で赤堀会長の年度で入会させて
頂いてから４年目の初委員長となりま
す。
　自分は今まで例会の出席状況が悪く
申し訳ありませんでしたが、本年度出席
委員長として１００％出席できるように頑
張っていく覚悟でございます。また、皆様
の例会出席状況を把握してご連絡を
フォローさせて頂きます。１年間どうか宜
しくお願いいたします。

L. 橋本　賢一

　今年度、重責である計画大会委員会の
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。計画大会委員会は、会
員の皆様の交流を図る５つの例会と地区大
会・複合地区大会への参加するための準
備を担当させていただきます。昨年度の計
画大会副委員長の経験を活かし、せっかく
与えていただいた貴重な機会ですので、参
加いただいた方に楽しんでもらえるよう企
画・運営に努めて参ります。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皆様の
ご指導・ご協力のほどよろしくお願い申し上
げます。

L. 徳田　和人

　PR情報委員会を担当いたします徳田和
人です。本年度も、新聞やインターネットなど
のメディアを通じて、対外的に広く私たちの
活動をPRして参ります。例会や各種アクティ
ビティの写真撮影から選定・編集・会報掲
載・記録保存までを滞りなく進め、みなさん
に楽しんでいただける紙面造りを目指しま
す。今年度は国際ライオンズウェブページへ
のPRにもトライしてみたいと思います。一年
間、後藤副委員長、河村委員と共に尽力し
て参りますので、ご協力のほど、どうぞよろし
くお願いいたします。

クラブスローガン╱『温 故 創 新』
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L. 井上　孝喜

　今年度、財務会則委員会を担当いたしま
す井上です。予算を編成させて頂いて、痛
切に感じましたのが会員数(規模)の増加の
重要性です。たとえ、会員数が前年度と同
じであっても、為替相場、物価上昇等の影
響により、同じ事業内容を展開しようとすれ
ば、会費の値上げが必要になるのが今日の
経済状況です。是非とも会員の拡大をお願
いします。又、今年度はクラブの財務内容に
ついて、より多くの会員の理解が深まるよう
な活動を心掛けたいと思います。よろしくお
願いいたします。

　今年度国際会長の基本方針の一つ
は ｢会員の増加は奉仕の増加｣ です。
ライオンズクラブの、地域奉仕の役割を
維持しようとするならば、私たちは引き続
き会員増強、会員維持の推進活動を継
続していかなければなりません。今年度
地区ガバナー並びに後藤クラブ会長も
会員増強、会員維持を基本方針にして
おります。また、昨年度同様、家族会員
の推進も行いたいと思っております。皆
様のご協力の程、宜しくお願い致しま
す。

L. 前田　利定

L. 土屋　恭博

　本年度、視力福祉委員長に就任致し
ました。献眼運動は、当クラブで５０年以
上継続されている重要な活動です。既
に５０年継続したからもう良い、と言う訳
にはいきません。５０年を起点として更に
新たなる５０年を目指していきたいと思い
ます。本年のクラブスローガンは「温故創
新」ということで、この息の長い事業を更
に発展させる為、運動の原点に立ち返
り、もう一度身近なところからの献眼提
供者の掘り起しができれば幸いです。

L. 木村　幸男

　本年度、環境保全委員会を担当させ
て頂く木村幸男です。今年は千本浜
ファミリーマラソン大会の会場の清掃
や、昨年同様、御用邸裏の海岸の清掃
をしてまいります。また、３月の第１例会を
担当させて頂きます。３月に関しては、ま
だ決まっておりませんが、委員会メン
バー及び会長を始め、３役の方と相談し
ながら進めて行きたいと思っております。
会員皆様のご協力のほどよろしくお願
い致します。

L. 榊原　　晃

　今年度、青少年育成委員会の委員
長を仰せつかりました榊原　晃です。初
めての委員長なので不安もありますが
しっかりと沼津野球連盟学童部と連携
し、少年野球の支援やボランティア活動
を通じて青少年の心身の健全な育成の
一助になりたいと思います。また市民憲
章推進協議会の理事として、沼津市市
民協働課と連動し、沼津市市民憲章額
の贈呈式を行います。不慣れな点も
多々あると思いますので、ご指導・ご協
力のほど宜しくお願い致します。

L. 土屋　達郎

　LCIFは1968年国際協会によって設
立された財団で、基金の運用により人類
の福祉に貢献することを目的としており、
ライオニズムの信条を基盤としています。
ライオンズ活動の根幹をなす重要な機
関であり、財源はMJF（Melvin Jones 
Fellow）等の献金によります。今年度は
国際会長、地区ガバナーの基本方針に
も盛り込まれていますので、皆さんの理
解と協力をお願いします。

L. 土井　宣博

　YCE委員長の土井宣博です。今年
はたいしてやることがないと言われて拝
命しましたが、早速、事情が変わってア
メリカの派遣生を受入れる事になりまし
た。事前に何も聞いていなかった中で、
７月からいきなりトップ・ギアです。愛らし
いお嬢さんなので、それはそれで楽しみ
でもありますが。また、３月第２例会を担
当する予定です。何より、こちらからの派
遣生も探さなければなりません。心当た
りがございましたらご一報下さい。よろし
くお願いします。

L. 竹村　喜次

　今年度、地区の会計監査委員とし
て、その任にあたらせて戴くことに相成り
ました。国際付則並びに複合地区会則
の関連条文を改めて読み返し、その役
割と責任の重さを痛感しております。 
“ライオンズ”をもう少し勉強して、地区お
よび単一クラブの財務・会計面でのフ
ローを、自分なりに組み立てたいと思い
ます。一年間、よろしくお願い致します。

財務会則委員長 会員（GMT・GLT）
委員長

視力福祉委員長 環境保全委員長

青少年委員長 LCIF 委員長

YCE委員長 334-C地区
会計監査委員
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　認証55周年記念式典を目前に控えた4月2日㈭沼津
リバーサイドホテルにおいて、実行委員長L.後藤行宏よ
り記念式典・祝宴・倉敷ライオンズクラブとの交流行事
等の説明があり、55周年の成功を期して入念な打合せ
が行われました。

▲55周年記念式典の説明を行う後藤実行委員長

▲挨拶する
　3R・1ZC L.竹村

沼津ライオンズクラブ　2015～2016年度　役員及び委員会構成表沼津ライオンズクラブ　2015～2016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

後藤　行宏
森　　幹生
村林　照夫
大川　祐輝
柏木　雅博
杉山　由博
北村清一郎
塩崎　享一

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

L C I F

Y C E

出 席

委 員 長 副委員長前田　利定
市川　洋一
服部厳一郎
野田金次郎
名取　正純
竹村　喜次
小原　嘉弘

芦澤　剛彦

橋本　賢一

徳田　和人

井上　孝喜

前田　利定

土屋　恭博

木村　幸男

榊原　　晃

土屋　達郎

土井　宣博

石原　敏行
池田　宏明
加藤　滋幹
後藤　弘知

髙橋　　覚

赤堀　肇紀

清水英一郎

中村　　信

服部　喜和

大古田一郎

川口　　博

地区役員

副ライオン・テーマー

334-C地区名誉顧問・元地区ガバナー　土屋　誠司

334-C地区　会計監査委員　　　　　  竹村　喜次

第1副会長
村林　照夫

2年理事
市川　洋一

第2副会長
大川　祐輝

1年理事
名取　正純

第1副会長
村林　照夫
1年理事
野田金次郎
第2副会長
大川　祐輝
2年理事
服部厳一郎

齋藤　研一
副 幹 事 小林　龍司

副テール・ツイスター 加藤　元章

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

第  　例会11
　5月14日（木）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に参加された沼津市教育
委員会指導主事の永井豊二様よりライオン
ズクエスト実践授業報告が行われました。

沼津5ライオンズクラブ合同例会5月

▲永井指導主事の
　講演

▲乾杯の発声をする
　3R LCIF・YCE委員
　L.清水

▲活躍する
　テールツイスター
　 L.土屋（恭）

4月 第  　例会11 認証55周年
記念式典の打合せ

　4月11日㈯沼津リバーサイドにおいて行われた4月
第2例会終了後、沼津ライオンズクラブ認証55周年記
念式典ならびに祝宴が盛大に挙行されました。
（会報No.740　5月号既報）

4月 第  　例会22 認証55周年
記念式典・祝宴
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5月 第  　例会22
　5月21日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて5月第
2例会が開催されました。当日、予定していた栗原沼津
市長の講演が議会の延長により急きょキャンセルとなる
ハプニングがありましたが、CEPファシリテーター修了
証（L.竹村喜次、L.後藤行宏）、公認ガイディングライオ
ン認証書（L.竹村）ライオンズクエスト・サポーターズピ
ン（L.竹村）の伝達式やL.後藤（行）による55周年記念
行事の実施報告および審議、L.勧山弘の旭日双光章受
章の報告などもあり、充実した例会となりました。

通常例会 6月 第  　例会11
　6月4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、新会員・原川達也様（静岡県信連沼津支店長）の
入会式がとり行われ、晴れてL.原川（スポンサーL.森幹
生）が誕生しました。

委員会別例会

6月 第  　例会22
　本年度の最終例会は6月18日㈭沼津リバーサイドホテルで行われました。“思いやる心で”―私たちは奉仕する―
のクラブスローガンのもと三役・メンバー一同団結し、認証55周年記念事業も成功裡に終えることのできた一年間
でしたが、それもこれもパートナーのライオンズへのご理解と思いやる心があったればこそということで、メンバー
の夫人・パートナーをお迎えしてのにぎやかでハートウォーミングな最終例会となりました。三役においては本当に
お疲れさま、そして大役の全うおめでとうございます。会員のみなさま一年間のクラブ活動への協力と尽力まことに
ありがとうございました。

最終例会

▲CEPファシリテーター修了証を
　掲げた両ライオンによるローア

▲1年間の活動実績を報告する
 　LT・TT及び各委員長

▲アイバンク運動の先覚者としての功
　績により叙勲。まことにおめでとうご
　ざいます ◀入会式でライオンズの誓いを述べる 

　新会員・原川達也様

◀森会長から後藤次期 
　会長へライオンズ旗
　の引き継ぎと新旧3
　役によるローア「次
　は任せたぞ!!」

乾杯!!一年間で一番▶
旨い酒ですネ！

会長L.森　幹事L.小原　会計L.河村―1年間本当にお疲れさまでした。

パートナーの
“思いやる心”に感謝 !!
晴れやかな
笑顔いっぱいの
最終例会となりました。



開会式4月18日（土）
閉会式4月29日（水・祝日）
（沼津市営球場）
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開会式4月18日（土）
閉会式4月29日（水・祝日）
（沼津市営球場）

第三中学校

第一・第二中学校（混成）

▶
７
月
７
日
㈫

　
静
岡
新
聞
に
掲
載

YCE派遣生　市長を表敬訪問

第61回 334-C地区年次大会 第61回 334複合地区年次大会

地区ガバナー特別賞
献眼運動推進賞

沼津市中学校野球選手権大会

▲堂々の入場行進（開会式） ▲閉会式においてカップを
　授与する森会長

▲地区ガバナー特別賞を受けるL.勧山弘と森会長。献眼運動50年の歴史と
　実績を称えられての受賞である。 ▲大会会場にて ▶

７
月
７
日
㈫

　
静
岡
新
聞
に
掲
載

▲栗原市長にお土産の
　キャップをプレゼント ▲市長を囲んで

優勝

準優勝

第34回 沼津市中学校野球選手権大会

YCE派遣生　市長を表敬訪問

　5月17日㈰静岡市清水文化会館・マリナートにおいて334-C
地区第61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、クラブを挙げての献眼運動を50年間継続してきた成果
が評価され、みごと2つのアワードを受賞いたしました。

　7月6日㈪YCE派遣生ローラ・アシュレイ・ウイッテカーさん（米国・カリフォルニア
芸術大3年生・19歳）が栗原裕康沼津市長を表敬訪問し、
来日の報告ならびにご挨拶をしました。

　ウイッテカーさんは市長に「日本のアニメが好きで、日本文
化に触れてみたい」と自己紹介すると、市長はぜひ沼津を、日
本を楽しんで欲しいと声を掛けていました。
　ウイッテカーさんは、7月5日㈰に来日し、8月8日㈯までメ
ンバー宅にホームステイし帰国する。8月6日㈭の8月第1例

　　　　　　　　　　 会（納涼例会）に参加して、メンバーとの交流をはかる予定です。

　5月24日㈰名古屋国際会議場にて334複
合地区第61回年次大会が開催され、当沼津
LCからもベテラン・若手こぞって多くのメン
バーで参加してまいりました。
　一行は5月23日㈯沼津を出発し途中、松阪
で名物のすき焼きに舌鼓を打ち、その後、伊勢
神宮に参拝。翌日、大会に参加して帰沼という
ハードスケジュールではありましたが、メン
バーの友情を深めることのできた賑やかで楽
しい年次大会でありました。

地区ガバナー特別賞
献眼運動推進賞


