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クラブスローガン

“We Serve”「われわれは奉仕する」
“次なる山を目指して”

“100周年にウィ・サーブ　つなげよう未来へ”

“広めよう奉仕の輪、繋げよう
　　　　   次の100年へ、愛と希望をのせて！”

“一声かけて仲間の和・奉仕の輪！”

会報

2016～2017年度新三役　左から会計L.井上、会長L.村林、幹事L.小林（龍）
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クラブスローガン╱一声かけて仲間の和・奉仕の輪！

１．ライオンズ道徳綱領＆沼津LC内規の研修（基本を学び誇りを高揚する）
新会員が増えている折、新旧会員を問わず今一度再認識し、ライオンとして自覚し資質を高め新たなクラ
ブ運営・方針活動を推進する。

２．奉仕活動への積極的な参加
当クラブの重要な奉仕事業である献眼登録運動を遂行すると共に献眼者の増加に努める。又、青少年
の健全な育成や環境保全等、継承事業の推進に尽力し、国際協会創立「10 0周年記念奉仕チャレンジ」
の一環の「食糧支援をしよう」も新たに取り組んでいく。

３．楽しくて足を運びたくなるクラブ運営
風通しが良く、楽しく有意義な例会にすることにより出席率の向上、新会員の増加に繋げる。女性会員の
増員にも是非とも努力したい！

明るく楽しいクラブ運営をめざして

　沼津ライオンズクラブは結成以来56年という年月が過ぎました。私たち現役メンバー は、これまでに
チャーターメンバー及び、幾多の素晴らしいメンバーに営 と々築き上げて戴いた功績や活動に感謝しつつ、
伝統と格調高い行動を継続しなければなりません。
　但し、時代の変遷と共に現況に合った舵取りも必要かと思います。近年、I T時代の象徴である“スマホ”
“パソコン”の普及に伴って、私たちは人と接し、会話をすることが大変希薄に成っているのではないでしょ
うか。勿論、便利なものは大いに利用し効率を高める事も大事だと思います。
　私が入会した当初、見ず知らずの方々が多い中で何をしたら良いのかも分からない時、 先人逹にお声を
掛けて戴いたお陰で、安心して溶け込める様に成った事を今でも鮮明に覚えております。
　そこで今年度は、会員相互で一声かけ合い、秩序は守りつつ風通しの良い明るく楽しいクラブ運営にし
たいと思います。不慣れであり、微力ですが三役及び各委員長と良く合議し、 推進するつもりですので会員
の皆様には今一層のご尽力ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

『一声かけて仲間の和・奉仕の輪！』

会長就任にあたって
会　長 L. 村林　照夫
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会　長 L. 村林　照夫

　沼津ライオンズクラブは結成以来56年という年月が過ぎました。私たち現役メンバー は、これまでに
チャーターメンバー及び、幾多の素晴らしいメンバーに営 と々築き上げて戴いた功績や活動に感謝しつつ、
伝統と格調高い行動を継続しなければなりません。
　但し、時代の変遷と共に現況に合った舵取りも必要かと思います。近年、I T時代の象徴である“スマホ”
“パソコン”の普及に伴って、私たちは人と接し、会話をすることが大変希薄に成っているのではないでしょ
うか。勿論、便利なものは大いに利用し効率を高める事も大事だと思います。
　私が入会した当初、見ず知らずの方々が多い中で何をしたら良いのかも分からない時、 先人逹にお声を
掛けて戴いたお陰で、安心して溶け込める様に成った事を今でも鮮明に覚えております。
　そこで今年度は、会員相互で一声かけ合い、秩序は守りつつ風通しの良い明るく楽しいクラブ運営にし
たいと思います。不慣れであり、微力ですが三役及び各委員長と良く合議し、 推進するつもりですので会員
の皆様には今一層のご尽力ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

１．ライオンズ道徳綱領＆沼津LC内規の研修（基本を学び誇りを高揚する）
新会員が増えている折、新旧会員を問わず今一度再認識し、ライオンとして自覚し資質を高め新たなクラ
ブ運営・方針活動を推進する。

２．奉仕活動への積極的な参加
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３．楽しくて足を運びたくなるクラブ運営
風通しが良く、楽しく有意義な例会にすることにより出席率の向上、新会員の増加に繋げる。女性会員の
増員にも是非とも努力したい！

『一声かけて仲間の和・奉仕の輪！』
今年度クラブスローガン

基本方針

沼津ライオンズクラブの伝統と格調を踏まえ
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幹　事幹　事

L. 小林　龍司

　本年度、村林会長の元、沼津ライオンズクラブ幹
事を務めさせていただきます小林龍司です。２０１０
年２月に入会後、7年目を迎えます。その間、出席副
委員長、視力・福祉委員長、PR情報委員長、ライ
オン・テーマー、副幹事を務めさせていただき、様々
な貴重な経験をさせていただきました。
　しかしながら、まだまだ経験不足の私に歴史ある
沼津ライオンズクラブの幹事が務まるものか不安は
ありますが、本年度のクラブスローガン『一声かけて
仲間の和・奉仕の輪！』を、具現化する為に、また、ク
ラブ運営の潤滑油として1年間BESTを尽くす所存
でございます。つきましては会員の皆様のご指導、
ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

L. 橋本　賢一

　本年度、ライオンテーマーを仰せつかり
ました橋本でございます。
　ライオンテーマーの仕事のひとつにお
祝い事の担当がございますので、お祝い
される方に喜んでいただける用、頑張る
所存です。私自身２度目のライオンテー
マーとなりますが、副テーマーのL大城一
真、L加藤明子とタッグを組み、会員の皆
様に例会日が待ち遠しくなるような例会に
なるよう、微力ですが精一杯そして楽しく
努めてまいりますので、会員の皆様のご
協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

L. 榊原　　晃

　第一例会および第二例会の出欠席を

確認し、その報告をしっかりやる。

　また欠席者に対し、メイキャップの告知

をする。出席率の向上および修正出席

率を１００％に近づけるよう努力します。

　また担当例会では一人でも多くの方に

出席頂けるような企画をいたします。一

年間、宜しくお願いいたします。

L. 土井　宣博

　PR情報委員会を担当する土井宣博
です。マスメディアやネットなどを通じて、
広く私たちの活動をPRして行こうと思い
ます。まだまだわからないことだらけです
が、とりあえずカメラを携えて会長はじめ
皆さまのお供をさせていただきますので、
ご協力よろしくお願いします。ただし、カメ
ラの腕には自信がまったくありませんの
で、写真の出来はご容赦いただきますよ
う、あらかじめお詫びとともにお願いいた
します。

L. 井上　孝喜

　本年度、会計を担当させて頂きます井
上孝喜です。
　クラブ運営にとって、とき（今）の財務状
況を常時正確に把握することは、大変重
要であると認識しております。いわゆる会
計処理・数字処理等に、苦手な私ではあ
りますが、パソコンソフト等を活用して、微
力ではありますが、スム―スなクラブ運営
に貢献できればと思っております。一年間
よろしくお願いいたします。

L. 清水英一郎

　ＴＴを拝命しました清水英一郎です。
副ＴＴのＬ.芦澤剛彦とともによろしくお願
いします。今年も笑顔とユーモアを忘れ
ずに、皆様の喜びを会員全員で分かち
合い、ドネーションで披露させていただき
ます。例会前に受付でお待ちしておりま
す。どうぞよろしく！
　「嬉しいこと、楽しいこと、美味しいこと、
みんな福。福はみんなでわけおうてこそ、
真の福」

　2016年度計画大会委員長を務めます、徳田
和人です。年間５回の例会と下田市、松本市で
開催される地区大会行きの企画運営を担当致
します。今年の計画大会委員会は、会員同士の
輪、家族の輪を広げていけるような、明るく楽しい
例会企画を進めて参りたいと考えております。ま
た、委員会活動を通じて、委員同士の緊密な交
流を図り、新たな出会いの場を創出すると同時
に、例会の企画運営を経験することで、新しい知
識や技術を習得していけるような委員会運営を
目指して参りたいと思います。楽しく思い出に残る
一時をご提供できるよう、委員一同尽力して参り
ますので、一年間ご協力の程、どうぞよろしくお願
い申し上げます。

　今年度、財務会則委員会を仰せつかりました
髙橋です。一年間、よろしくお願い致します。す
でに皆様にご承認をいただいております2016～
2017年度の収支予算の立案をさせていただき
ました。会長の意向に従い、会費を昨年度より減
額させていただきましたが、この予算を維持し、
安定した執行を進めるためには、さらなる会員
増強の必要があると考えております。ぜひ、皆様
も予算上の増員予定数の５名を超える会員増
加に、ご協力の程お願い申し上げます。
　また、内規の円滑な運用のため、会員の皆様
からのご提案、ご意見等がございましたら、お寄
せ頂ければ幸いに存じます。
　皆様のご指導の程、よろしくお願い申し上げま
す。

L. 徳田　和人

L. 髙橋　　覚

会　計会　計

ライオン・テーマーライオン・テーマー テール・ツイスターテール・ツイスター

出席委員長出席委員長 計画大会委員長計画大会委員長

財務会則委員長財務会則委員長PR情報委員長PR情報委員長



L. 赤堀　肇紀

　会員委員長を仰せつかりました赤堀肇紀
です。会員維持・増強を主眼としますが、質
の向上も併せて委員会活動方針とします。
私は、１９９５年９月に入会させていただき２１
年目を迎えていますがマンネリ化した自分が
あります。ありがたいことに若い世代のメン
バーが増えてきました。会員委員会への配属
は、各世代の方 と々共にライオンズクラブライ
フの在り方を探っていく良いチャンスと考えて
います。「いいクラブ」つくりの一助になれば幸
いです。ご指導、ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。 L. 池田　宏明

　沼津ライオンズに入会してもうすぐ６年が

経ちます。ライオンズ活動をしっかり行ったこと

のない私が、沼津ライオンズの柱である視力

福祉委員会の委員長を引き受けるというの

は非常に肩の荷が重く全うできるか心配では

あります。しかし、一人でも多くの人に光を灯

していただけるよう、献眼して頂ける方の増

加に微力ではありますが努力したいと思いま

す。どうぞ一年間よろしくお願い致します。

L. 稲野　雅信

　本年度、環境保全委員長を仰せつかりま

した稲野です。環境保全委員長は２度目にな

りますが、本年は会長より継続可能な環境保

全アクティビティーを考えてほしいとのお話し

がありました。委員会メンバー全員でライオン

ズ100年ににふさわしいアクティビティーを提

案したいと思います。

　１年間、皆様のご協力よろしくお願い申し

上げます。 L. 北村清一郎

　今年度、青少年委員会を担当致します 北
村です。沼津ライオンズカップ争奪大会を含
め沼津野球連盟学童部への協力と支援活
動、少年野球関係者との協働奉仕清掃作
業を通じて青少年の健全育成に努めていき
たいと思っております。
　また、沼津市市民憲章推進協議会、企画
部地域自治課協働推進係と連携し、沼津市
民憲章額贈呈等伝統ある活動を行います。
　行き届かない点が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。

　ライオンズ国際財団(LCIF MJF)は、ライオ
ンズの地域及び世界での人道奉仕活動に
援助金を支給して、ライオンズの善意の活動
を支援してます。
　LCIFが交付金プログラムを通じライオンズ
の大規模事業を支援しているからこそ地域
社会に影響力を増しており、世界中でより一
層多くの人々の役に立っています。厳しい環
境下ではありますが、例年以上のご理解、ご
協力をお待ちしております。L. 前田　利定 L. 木村　幸男

　本年度、YCE委員会を担当させて頂く木
村幸男です。今年は、派遣生の受け入れ及
び派遣生の送り出しもなく残念ですが、来夏
の派遣生の募集等を行ってまいりたいと思い
ます。皆様も心当たりが、ございましたらご一
報下さいましたらありがたいです。
　また、3月第一例会を担当させて頂きます。
まだ内容は決まっておりませんが、委員会メン
バーと相談しながら決めて行きたいと思いま
す。
　会員皆様のご指導、 ご協力のほどよろしく
お願いします。
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会員（GMT・GLT）委員長会員（GMT・GLT）委員長 視力福祉委員長視力福祉委員長

環境保全委員長環境保全委員長 青少年委員長青少年委員長

LCIF委員長LCIF委員長 YCE委員長YCE委員長

沼津ライオンズクラブ2016－2017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

村林　照夫
後藤　行宏
大川　祐輝
小原　嘉弘
小林　龍司
井上　孝喜
橋本　賢一
清水英一郎

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 副委員長赤堀　肇紀
野田金次郎
名取　正純
芹澤　明寛
柏木　雅博
市川　洋一
杉山　由博

榊原　　晃

徳田　和人

土井　宣博

髙橋　　覚

赤堀　肇紀

池田　宏明

稲野　雅信

北村清一郎

前田　利定

木村　幸男

杉山　純哉
加藤　滋幹
金子　俊道
佐々木宏行

森本耕太郎

森　　幹生

服部　喜和

中村　　信

石原　敏行

大古田一郎

小野　弘人

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
外　　信之

第1副会長
大川　祐輝

2年理事
野田金次郎

第2副会長
小原　嘉弘

1年理事
柏木　雅博

第1副会長
大川　祐輝
1年理事
芹澤　明寛
第2副会長
小原　嘉弘
2年理事
名取　正純

大城一真・加藤明子 副テール・ツイスター 芦澤　剛彦

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
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さいぐさ ふみのり おおはた よしやす

　4月7日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた4月第1例会は、6年ぶりの沼津千本ライオンズクラブとの交流例
会として開催されました。
　交流例会に先だって行われた沼津LCの4月第1例会セレモニーではL.三枝文則（L.齋藤研一の後任）、L.大畑賀康
（L.後藤弘知の後任）の両名（いずれもスポンサーは後藤会長）の入会式が執り行われ、2名の新会員が誕生しまし
た。その後、千本ライオンズクラブメンバーを会場にお招きして交流例会が開始され、各メンバ-同志、胸襟をひらい
て語り、飲み、テールツイスターによるゲームに興じて、おおいに盛り上がった交流例会となりました。
　最後は千本LCのL.肥田英臣の指揮により「また会う日まで」を合唱しておひらきとなりました。

沼津千本LCと交流例会11第 例会4月

▲新会員のL.大畑とL.三枝

▲値段が高いのはどちら？テールツイスター
　の活躍で盛り上がったテーブル対抗ゲーム

▲「また会う日まで」の大合唱

▲挨拶する両クラブ会長
▲乾杯の発声は
　ZC予定者L.芹澤覚

▲開宴の挨拶をする
　沼津LC村林第一
　副会長

▲
あ
ち
こ
ち
で
交
流
の
花
が

　ひ
ら
き
ま
し
た

▲名コンビ誕生。司会をつとめる
　両クラブ幹事

▲在籍30周年表彰L.乾 ▲お幸せにL.小林（龍）

▲田中みどりさんの
　ピアノ弾き語り

▲感謝の意を込めて花束贈呈

▲祝宴で会長、L.乾と談笑するL.鈴木

チャーターナイト例会22第 例会4月
　4月21日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてチャーターナイト例会が開催されました。お客様としてチャーターメ
ンバーL.鈴木善之助をお招きし、また家族会員L.鈴木清次にもご出席いただいて56回目のチャーターナイトを祝い
ました。
　祝宴に先だって例会において、L.乾精治の在籍30年表彰（1985年10月入会）、L.小林龍司への結婚お祝いの
贈呈が行われました。祝宴では、田中みどりさんのミニコンサートやミニゲームの余興などもあり、祝いの場にふさ
わしい、和やかで落ち着いた雰囲気に包まれた例会となりました。

◀長～いスト
　ローでジュー
　スをチュー
　チュー。血管
　切れそう！！



3R・1Z沼津5ライオンズクラブ合同例会11第 例会５月

最 終 例 会22第 例会6月

22第 例会５月 ワークショップ
グループディスカッション 11第 例会6月 委員会別例会

故きを温ねて、新しきを創った一年─後藤会長、柏木幹事、杉山会計　本当にお疲れさまでした
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　5月12日㈭ホテル沼津キャッスルにおいて沼
津5ライオンズクラブ合同例会が開催されまし
た。講演会では日本尊厳死協会東海支部支部長 
小林司様にご講演いただきました。その後、懇親
会に移り各クラブ会員との交流を深め、後藤会長
の閉会の辞でおひらきとなりました。

　本年度の最終例会は6月16日㈭場所をニューウェルサンピア沼津に移して行われました。例会では、永年の献眼
運動推進の功績を讃えてL.勧山弘へ記念品が贈呈されました。そして後藤会長より、村林次期会長へのライオンズ
旗の引き継ぎ、現三役から次期三役へのバッヂ引き継ぎが行われ、後藤丸は、その大役をまっとうし無事帰港と相成
りました。その後の懇親会では多くのメンバーが自慢の喉を披露するなど大いに盛り上がり、一年間の労をねぎらう
のにふさわしい寛いだ雰囲気の楽しい最終例会となりました。会員の
みなさん、一年間まことにありがとうございました。

　5月19日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた5月第
2例会は、「沼津LCの会員増強・運営・事業について」の
ワークショップが実施されました。出席会員を6グループ
に分け、3つのテーマについてブレーンストーミング形式
でディスカッションし、各グループ毎に、その内容を発表し
ましたが、今後のクラブ運営や奉仕活動の参考となる貴
重な意見が報告されました。

　6月2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。みなさま本当に頑張っていただきました。お疲
れさま、そしてありがとうございます。

▲尊厳死について講演する小林様

▲各テーブルで真剣な討議が展開された ▲1年間の活動実績を報告する各委員長

▲L.勧山へJRで使用している鉄道時計
　（懐中時計）を進呈 ▲ライオンズ旗の引き継ぎ ▲カラオケで熱唱 そこかしこで歓談の花が咲きました▶

▲三役最後の共同作業？
　「明日がある」を合唱

▲閉会の辞を述べる後藤会長

①会員増強と家族会員について
②クラブの運営と例会について
③クラブの事業と奉仕活動について

テーマ
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　5月15日㈰掛川市生涯学習センターにおいて第62回334-C
地区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会
員増強賞、献眼運動推進賞の2つのアワードを受賞しました。

　6月24日㈮～28日㈫にかけて第99回ライオンズク
ラブ国際大会が世界各地から10,000人、国内から
25,000人、総計35,000人が参加して福岡市のヤフ
オクドームを中心とする会場で開催されました。日本人
の国際会長が主宰する、わが国では3度目の開催とな
る国際大会に、わが沼津LCは総勢16名で6月25日㈯
～27日㈯にかけて参加してまいりました。初日は天神
地区でのインターナショナルパレード見学と登録受付、
夜はヤフオクドームでのインターナショナルショーを楽
しみました。翌日、ヤフオクドームでの国際大会総会に
参加。その後は太宰府天満宮参詣など、観光を楽しみ長
崎入り。最終日は終日観光後、帰路につきました。世界
中に広がるライオンズクラブのスケールの大きさに圧

　環境保全委員会の担当で、後藤会長の肝入りの事業である植樹事業が沼津市民の憩いの場である大岡公園
で実施されました。当日は晴天に恵まれ薫風さわやかな陽気の中で、28名の会員が参加して、シンボル樹のハ
ナミズキ1本とその周りに、さつき60本を植樹しました。会員みずからが汗を流して行われたこの植樹事業は、
ささやかかもしれませんが市民に親しまれ、沼津市民の環境美化と保全意識の向上につながるきっかけとなれ
ば、すばらしい意義を持つ事業となるでしょう。会員のみなさん、これからもたまには大岡公園に足を運んで、こ
の植栽を愛で大切に育てていきましょう。

　6月5日㈰袋井市の小笠山運動公園（エコ
パ）において第62回334複合地区年次大会
が開催されました。わが沼津LCは総勢15名
で参加。大会会場入前に法多山尊永寺に参
拝。大会終了後の帰路の車中では大いに懇親
を深めるなど楽しい小旅行となりました。

倒され、その社会奉仕活動のすばらしさに感動し、ライ
オニズムの更なる発展に向けて、参加者一同がんばろ
うと誓いを新たにした大会でした。

▲インターナショナル
　パレード見学

▲ヤフオクドームでの国際大会
　総会に参加

▲長崎観光（眼鏡橋にて）

▲登録受付会場にて

ライオンズクラブ国際大会
第99回

第62回 334-C地区年次大会 第62回 334複合地区年次大会

◀L.芦澤のお子
　様もお手伝い
　してくれました

▲会場前に勢ぞろい

▲大会会場にて

▲植栽を囲んで全員で記念撮影

会長・幹事・
木村委員長
による鍬入れ▶

▲法多山尊永寺にて

植樹事業を実施 平成28年4月23日㈯
大岡公園（沼津市大岡1303-3）


