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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」
“輝く未来へ進化するライオニズム・ウィサーブ”

“新たな100年へ─すべての奉仕に光と愛を”

“We Serve　見つめ直そう　奉仕の力”

会報

NUMAZU

LIONS CLUB

2017～2018年度新三役　左から幹事L.外、会長L.大川、会計L.土屋（英）
（お三方はいずれも日大三島高の同窓ということで、スクールカラーにちなんで今年度はピンク旋風が吹きそうです）

大川新体制スタート !!
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クラブスローガン╱We Serve　見つめ直そう　奉仕の力

新たなる奉仕を模索
会長就任にあたって
会　長 L. 大川　祐輝

　沼津ライオンズクラブも1959年9月に結成されてから早57年がたちました。チャーターメンバーをは

じめ先輩ライオンが堂 と々築き上げた功績と活動を継承しライオンとして品格のある行動をしていか

なければなりません。

　ところで、この2年間で16名、2009年からは41名の新しいメンバーが入会しています。歴史と伝統

を守りながら 「We Serve  我々は奉仕する」その奉仕の意味と新しい奉仕の力を考えていきたいと

思います。

　微力ではありますが、三役および理事、各委員長と力を合わせて、1年間クラブの運営・事業・活

動に努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．奉仕活動の見直し
沼津ライオンズクラブには素晴らしい継続事業がいくつもありますが新しい奉仕活動に取り組む事も必
要です。昨年度の会員委員会と環境保全委員会からの提案を参考にして新しいアクティビティを考えて
いきます。

２．委員会活動の充実
委員会を積極的に開いて委員会の活動を充実させる事がクラブ運営の活性化につながります。

３．出席率の向上
例会を楽しく有意義なものにして出席率の向上を図ります。例会出席は会員の義務であります。１人でも
多くの会員の出席をお願いします。

４．ライオンズ道徳綱領の研鑽
ライオンズ道徳綱領を学びライオンとしての資質を高めます。

「We Serve　見つめ直そう　奉仕の力」
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57年の歴史と伝統を踏まえて
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クラブスローガン╱We Serve　見つめ直そう　奉仕の力

幹　事幹　事

L. 外　　信之

　本年度、大川会長の元、沼津ライオンズクラ
ブ幹事を務めさせていただきます外信之です。
大川会長と同期の２００１年３月に入会後、１７
年目を迎えます。その間、PR情報委員長、青少
年委員長、環境保全委員長、計画大会委員
長、2年連続テールツイスター、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、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『We Ｓerve　見つめ直
そう奉仕の力』 に基づいて何かしら新しい奉仕
がないだろうか模索しながら精一杯頑張りま
す。また、クラブ運営におきましては至らぬ点が
出て来るとは思いますが、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. 稲野　雅信

　本年度ライオン・テーマーを仰せつかり
ました稲野でございます。ライオン・テー
マーの仕事は、会長、幹事の意向に沿
い、メンバー間の融和をはかり、楽しくつ
つがない例会の実施をすることと考えて
おります。
　また備品の管理、整理を行ない、アク
ティビティー、行事に備えておきます。
　1年間、体に注意して頑張りたいと思い
ますので、メンバー皆様のご協力よろしく
お願い致します。

L. 金子　俊道

　本年度、出席委員長を仰せつかりまし
た金子俊道です。入会させて頂きまして
3年目になります。
　活動としましては例会出欠席の確認、
出席率の把握、欠席者へのメーク・アッ
プの通知を行い出席率及び修正出席率
の向上を目指していきます。また10月の担
当例会では多数の方に出席頂けるよう
な企画を致します。若輩ではございます
が、円滑なクラブ運営の一助となるよう常
峯副委員長、委員会メンバーと協力して
一年間努めてまいりますので、ご指導・ご
協力の程、宜しくお願い致します。

L. 森本耕太郎

　ＰＲ情報委員会から名称変更した「Ｍ
Ｃ委員会」の新委員長を仰せつかりまし
た森本です。１年間よろしくお願いしま
す。皆さんの素敵な笑顔を上手に写真に
収めたいと思いますので、カメラを向けら
れたらご協力よろしくお願いします。前年
度に引き続き、マスコミ等に呼びかけてラ
イオンズの活動を広く世間の皆様に周知
できるよう努力したいと思います。

L. 土屋　英治

　２００９年１２月に沼津ライオンズクラブ
に入会し、本年度初めて三役という大役
を仰せつかりました土屋です。会計業務
を迅速かつ正確に処理することはもとよ
り、大川会長、外幹事を支えクラブ発展に
尽力致す所存でございます。いささか不
慣れではございますが、皆様のご支援を
賜ります様よろしくお願い申し上げます。

L. 北村清一郎

　本年度テールツイスターを担当させて
頂きます北村 清一郎です。今期も皆様
の喜びや幸せ、嬉しい出来事を、小さな
事から大きな事まで何でもご報告下さい。
それらを披露させて頂き全員で共有し、
さらに2倍3倍の喜びに出来ればと思って
おります。
　皆様のご協力を副テールツイスター
L.加藤滋幹と共に心よりお待ち申し上げ
ます。
　ご協力よろしくお願いいたします。

　今年度、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。今年度、計画大会委員会では、まず
最初の納涼例会で移動家族例会を企画さ
せていただきます。山中湖の水陸両用車や
河口湖周辺でのバーベキューなど楽しい例
会ですので、是非ともご参加ください。せっ
かく計画大会委員長という役をいただきまし
たので、一年間委員会メンバーと共に手を
取り、多いに語り合い、そして参加いただく
皆様に楽しんでいただけるよう精一杯、企
画・運営に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。

　二度目の財務会則委員長を仰せつか
りました名取です。
  大川会長の目指すライオンズクラブ活
動を活発に行えるような予算を編成する
ことと、皆様からのご理解とご協力を頂け
るような説明を心掛けます。
　また、年間を通じて外幹事・土屋会計
に協力して参りたいと思います。
　一年間、宜しくお願い致します。

L. 橋本　賢一

L. 名取　正純

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MC（PR情報）委員長MC（PR情報）委員長



L. 森　　幹生

　ライオン歴２９年を迎える私ですが、本年
度の会員委員長として改めてGMT（グロー
バル会員増強チーム）及びGLT（グローバル
指導力育成チーム）についてメンバーと共に
考え、活動していきたいと思います。
　GMT(会員増強)は、会長方針「５名の増
員」を目標に皆様と一緒に増員に向け活動し
たいと思います。　GLT（指導力育成）は、会
長方針「ライオンズ道徳綱領」を皆様と一緒
に学び、考え、ライオンとして、個々の資質の
向上に努めていただきます。本年度、皆様の
ご協力をお願いいたします。 L. 石垣　優子

　歴史ある沼津ライオンズクラブの視力福祉
委員長という大役を仰せつかり、大変緊張し
ております。今年度の視力福祉委員会では、
『献眼最先端のマチ、沼津』と大いなる目標
を掲げさせていただきました。これまで多くの
方 に々ご協力いただきました献眼登録活動。
加えて、献眼についてより深い理解が得られ
る場を作ること、この２点を活動の軸にしたい
と思っております。すべてが初めてのことであ
りますので、皆様にご助力いただきながら精
一杯活動したいと存じます。

L. 石原　敏行

　本年度、環境保全委員長を仰せつかりま

した石原です。本年は前年度の例会で取り

ました今後のアクティビティー活動のアンケー

トなどを参考に委員会メンバーと検討し、継

続可能な環境保全アクティビティーについて

実現できるよう努力いたします。また、１１月の

担当例会では「沼津のゴミ処理問題を考え

る。」をテーマに研修を企画しています。委員

長は初めてで戸惑っていますが、１年間皆様

のご協力のほどよろしくお願い致します。
L. 芦澤　剛彦

　今年度、青少年委員会を担当させて頂き
ます芦澤です。
　主な委員会活動として沼津野球連盟学
童部と連携し少年野球やボランティアを通じ
て青少年の心身の健全な育成に努め、沼津
市地域自治課、市民憲章推進協議会と共に
市民憲章額贈呈式など伝統ある活動を継
承していきます。松田副委員長とタッグを組み
委員会メンバーと緊密な交流をはかりながら
企画運営をしていきたいと思います。
　特に１２月３日（案）の千本浜公園の清掃
活動には皆様のご協力を宜しくお願い致しま
す。

　２０１７年に入って間もなく、ＬＣＩＦは、１９６８
年の創設以来人々の暮らしをよくするために
使われてきた交付金が、累計１０億ドルという
一つの記念すべきマイルストーンに到達した
とのことです。私共の献金が寄与していると
自負してよろしかろうと思います。
　今期もＭＪＦ（個人１，０００㌦）献金は、６名
の目標とさせていただきます。２０㌦献金は、メ
ンバー全員です。ご理解とご協力のほどよろ
しくお願い申し上げます。L. 赤堀　肇紀 L. 加藤　元章

　YCE委員会としては、今年は派遣生の受

け入れや送り出しもない模様ですが、担当と

なる２０１８年２月第１例会では、前回のYCE

例会と同様に、海外からの青少年たちを中

心に、彼らとの交流を通じて国際理解を深

め、国際親善の向上につながる様な内容を

検討していきたいと思います。何か良いアイ

デア等ありましたらご意見頂けましたら幸い

です。１年間、よろしくお願い致します。
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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2017-2018年度　役員及び委員会構成表
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

大川　祐輝
小原　嘉弘
井上　孝喜
外　　信之
土屋　英治
稲野　雅信
北村清一郎

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
M C

（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 副委員長森　　幹生
芹澤　明寛
柏木　雅博
市川　洋一
塩崎　享一
小林　龍司
河村　忠彦

金子　俊道

橋本　賢一

森本耕太郎

名取　正純

森　　幹生

石垣　優子

石原　敏行

芦澤　剛彦

赤堀　肇紀

加藤　元章

常峯　孝幸
大城　一真
加藤　明子
中村　　信

髙橋　　覚

後藤　行宏

杉澤　教人

杉山　純哉

松田　一哉

服部　行眞

榊原　　晃

複合地区・地区役員

副ライオン・テーマー
副 幹 事

334複合地区 334-C地区 YCE委員長

複合地区・地区役員 334複合地区 334-C地区名誉顧問・元地区ガバナー

清水英一郎

土屋　誠司

杉山　由博
三枝　文則

第1副会長
小原　嘉弘

2年理事
芹澤　明寛

第2副会長
井上　孝喜

1年理事
塩崎　享一

第1副会長
小原　嘉弘
1年理事
市川　洋一
第2副会長
井上　孝喜
2年理事
柏木　雅博

副テール・ツイスター 加藤　滋幹

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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　4月13日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた4月第1例会は、昨年にひきつづき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。
　両クラブの会長挨拶のあと、沼津千本ライオンズクラブL.土屋孝男のご息女で㈲串屋 代表取締役社長 土屋亜里
沙様による「女性のチームワークが地方を変える」と題しての講演がありました。これは、女性がチームを組んで得意
分野の仕事と家庭を両立させようという女性だけのシェアオフィス「コトリスラボ」（三島市）の支援・提案を受けて、
自店のデザートメニューを重点的に開発したところ女性客が増加し、飛躍的に業績を向上させたというもので、テレ
ビ番組（ガイアの夜明け）でも紹介され、話題になったそうです。
　その後、両クラブの新入会員の紹介、乾杯の発声で懇親会がスタート。テールツイスターの大活躍によっておおい
に盛り上がり、和気あいあいのまことに楽しい交流例会となりました。

沼津千本LCとの交流例会11第 例会4 月

チャーターナイト例会22第 例会4 月

▲両クラブ会長による例会冒頭の挨拶 ▲新入会員による乾杯で懇親会が始まりました
▲㈲串屋 代表取締役社長 土屋亜里沙様のご講演は
　「女性のチームワークについて」

▲沼津千本LCのテールツイ
　スターＬ.大山が大活躍。
　つられて沼津LC、Ｌ.清水も
　がんばります ▲村林会長の力強いローアでフィナーレ

▲チャーターメンバー、チャーター
　ナイトメンバー入場

▲大川第1副会長の
　開宴の挨拶

▲チャーターメンバー、L.鈴木
　善之助による乾杯の発声

　4月20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、チャーターナイトメンバーL.勧山弘をお招きして57回目のチャーターナイトをお祝いしまし
た。祝宴に先だって例会においてMJF＄1000献金記念ラペルピンがL.前田利定、L.横山業に贈呈されました。
　祝宴では、ジャズバンド「アーバン・クロス」によるスイングジャズの演奏を楽しみながら歓談の花が咲き、和やかで
楽しいチャーターナイト例会となりました。

◀会長挨拶ー元日本ペンクラブ会長・
大岡信氏の逝去に触れ、日本ペンクラ
ブ歴代会長のうち、５代・芹沢光治良
氏、9代・井上靖氏、11代・大岡信氏と
3名の沼津ゆかりの大文学者を会長
として輩出していることは沼津の誇り
であり、外部に対しておおいに自慢し、
PRすべきことであると語られました

◀「アーバンクロス」に
　よるスイングジャズ
　の調べに酔いしれま
　した

◀閉会の辞を述べ
　る小原第2副会長

感謝の意を込めて▶
花束贈呈　
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　5月11日㈭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。今回の合同例会は食糧支援特別例会として、例
会食を簡素なものとし、浮いた例会食費と5クラブ会員よりのドネーション
を合わせて、食糧支援に貢献するためLCIFへの献金および「大岡こども食
堂」様への寄付金として活用させていただきました。また、沼津市社会福祉
協議会様に対しても寄付金を贈呈いたしました。また、今年度をもって退職さ
れる事務局員・田口友恵様に感謝の花束を贈呈し、その労をねぎらいました。

　5月25日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた5月
第2例会は、環境保全委員会の担当で「環境保全委員
会のアクティビティーの歴史の紹介及び、今後取り組

むべき継続的なアクティビ
ティーのプレゼンテーショ
ン」と題して行われ、今後の
活動の方向性を模索し、具
体的な行動のヒントを示唆
しました。

　6月1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（副テールL.芦澤が代理発表）、各委員長より
本年度の活動報告が行われました。みなさま本当にお疲れ
さまでした。そして、残念なことに、この例会が村林会長に
とって最後の例会となってしまいました。

3R・1Z沼津5ライオンズクラブ合同例会11第 例会5 月

22第 例会5 月

最 終 例 会22第 例会６月

▲ホストクラブ会長として挨拶する村林会長

334-C地区第一▶
　副ガバナー　

　L.岩﨑一雄の挨拶　
　（沼津千本LC）　

▲沼津社会福祉協議会　
　佐野謹爾様に寄付金贈呈

▲ライオンズ旗引継ぎ

最
後
の
会
長
挨
拶

と
な
っ
て
し
ま
い

◀
ま
し
た

▲L.勧山弘による献杯　

▲田口さん、長い間ありがとうござ
　いました

▲1年間の活動実績を報告する各委員長
　（財務会則は森本副委員長が代理発表）

　6月15日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた6月第2例会（最終例会）は、村林会長の急逝により、予定してい
た熱海での移動例会を急遽中止し、会長L.村林照夫の生前のご活躍を偲び、慎んで追悼の意を表する例会となりま
した。例会は、まず故L.村林照夫会長の御霊に黙祷を捧げたのち、会長病気療養中に会長代行の重責を担われた後
藤前会長の挨拶、後藤前会長より次期会長L.大川祐輝へのライオンズ旗の引き継ぎ、村林会長の意を汲んで奮闘し
立派に執行部の勤めを果たされた小林幹事、井上会計の挨拶と厳粛なうちに粛粛と進行し、L.勧山弘による献杯、村
林会長を偲んでL.土屋誠司、L.竹村喜次、L.赤堀肇紀よりお言葉をいただきました。
任期を僅かに残して身罷られたことのご無念は察するにあまりあるものの、残され
た私たち会員は、村林会長
のライオンズへの熱き思い
を真摯に受けとめ、ライオン
ズ活動を通して社会に対し
て奉仕の誠を捧げたいと思
います。慎んでご冥福をお
祈りいたします。

環境保全委員会
担　当　例　会 11第 例会６月 委員会別例会

◀ご講演いただいた
　「大岡こども食堂」
　の杉山真砂美様─
　かなり衝撃的な内
　容でした

▲プレゼンテーションにのぞむ
　担当委員長L.稲野
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沼津市中学校野球選手権大会第36回第36回 沼津市中学校野球選手権大会
主催

沼津5ライオンズクラブ
沼津市体育協会
沼津野球連盟

開会式　4月15日㈯
閉会式　4月23日㈰
（沼津市営球場）

 優勝 大岡中学校
 準優勝 門池中学校
 第3位 片浜中学校
 奨励賞 静浦中学校（小中一貫）

6

第63回 334複合地区年次大会（松本）

▲5LCメンバー勢ぞろい ▲スポGOMI大会のスタート

▲多くの献眼登録もいただきました

▲会場は様々なイベントで大盛り上がり

ライオンズクラブ国際協会100周年記念事業
沼津5ライオンズクラブフェスタ・スポGOMI大会 in ぬまづ駅南
　当日は中央公園を起点に環境保全事業の一環として沼津駅南エリアでのスポー
ツごみ拾い大会や献眼登録受付、献血、薬物乱用防止のPR、沼津5ライオンズクラ
ブの奉仕活動の紹介、チャリティーバザー、地場産品販売、飲食コーナー、お子様の
遊べるコーナー、風船アート他の4つのアトラクションなどさまざまな企画を用意し
ました。好天にも恵まれ、会場は多数の来場者であふれ、大盛況。楽しみながらライ
オンズクラブとその奉仕活動を理解していただく絶好の機会となりました。

5月4日（木・みどりの日）
会場／沼津中央公園

第63回 334-C地区年次大会第63回 334-C地区年次大会

第63回 334複合地区年次大会（松本）

5月14日㈰　会場／下田市民文化会館

6月10日㈯・11日㈰　会場／松本キッセイ文化ホール

会員増強賞　　献眼運動推進賞
LCIF・クラブ献金賞

▲会場前に勢ぞろい

▲開会式で挨拶する
　村林会長

◀献眼活動のPRも
　行いました

▲会場にて

▲倉敷LCメンバーの
　一億総活躍大臣L.加藤勝信を
　囲んで ▲厳島神社にて

▲会長にも参加して
　いただきました

松本の夜▶
　坂倉ガバナーを　

　囲んで　

来年は沼津です▶
倉敷LC認証60周年記念式典訪問倉敷LC認証60周年記念式典訪問

5月13日㈯～14日㈰
5月13日㈯ ・記念コンサート（ウィーン少年合唱団）
  倉敷市民会館
 ・認証60周年記念式典・祝宴
  倉敷アイビースクエア
5月14日㈰ ・エクスカーション
  世界遺産「厳島神社」他



NUMAZU LIONS CLUB

7

クラブスローガン╱We Serve　見つめ直そう　奉仕の力

尊い献眼を
していただきました

ご冥福を
お祈りいたします

故 芹沢貞義様献眼
7 月 8日㈯（立会い人　視力福祉委員長 L. 石垣優子）

7月 9日㈰通夜式（原平安典礼会館）において

感謝状を贈呈いたしました。ご冥福をお祈りいたします。

家族会員

渡邉　章様ご逝去
1930 年 2 月 11 日生
2017 年 6 月 22 日逝去（享年 88 歳）
1979 年 10 月　沼津ライオンクラブ入会
1997 ～ 1998 年度　会長
2005 ～ 2006 年度　ZC

　渡邉章様には尊い献眼をしていただきました。
　6 月 25 日㈰通夜式（沼津平安典礼会館）において感
謝状を贈呈いたしました。
　生前の沼津ライオンズクラブへのご貢献を称え、慎
んでご冥福をお祈り申し上げます。

　渡邉章元ライオンの御逝去に謹んでお悔やみを申し上げ
ます。
　渡邉章元ライオンは沼津ライオンズクラブに入会されて
から、それぞれの委員長を始めクラブ幹事・会長・地区 ZC
等の役職に就任され、積極的に活躍されました。
　他方沼津ライオンズクラブ同好会のゴルフ部や写真部な
どにも入部され、ライオネスのメンバーと共にゴルフ大会
や、写真撮影会等に参加され交流を深められました。
　一方家庭の中ではお孫さんを可愛がられて、お孫さんの
運動会や音楽会等は常に出掛けられているようで、例会で
お会いした時などには楽しそうに話される様子は好好爺そ
のものでした。
　晩年は体調を崩され、ライオンズクラブを退会して療養
につくされましたが、常に挫けず前向きに精進されている
お姿には唯々感動を憶えておりました。
　今故渡邉章元ライオンを思うにつけ貴方は貴方の心と体
の全てを今世に完全燃焼させてしまったように感じており
ます。
　心よりご冥福をお祈りいたします。

渡邉章元ライオンを偲ぶ
沼津ライオンズクラブ
横山　　業

◀1997 年～ 1998 年度三役
　会長　渡邉　章様
　幹事　久松　繁様
　会計　伊藤豪俊様
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▲2016～2017年度会長として―在りし日のL.村林照夫

2015 ～ 2016 年度会長　後藤　行宏
　生ある者必ず滅するは人の世の定めとは言いながら、あまり
にも卒然たるご逝去は私たち沼津ライオンズクラブの会員には
大きな心の打撃であり、到底信ずることができない深い悲しみ
であります。
　村林さんは 2000 年 3 月に沼津ライオンズクラブに入会し、そ
の後委員長・理事・監査などを歴任して昨年 7 月から会長とし
て活躍していました。スローガンは「一声かけて仲間の和“ 奉
仕の輪 ”」でクラブ内の調和と奉仕活動に力を入れていました。
昨年 8 月第 2 例会では村林会長の肝いりで食料支援例会として
例会の食費を節約して、LCIF に食料支援の 1000 ドル献金をい
たしました。そんな中で 8 月末の検査で胃がんの診断があり急
きょ手術しました。その後治療・静養されて 11 月に退院し、12
月から会長職に復帰して例会・役員会・奉仕事業など強い責任
感で会務をこなしてきました。3 月第 2 例会は移動例会で、村林
会長の思い入れで沼津の宝 100 選巡りをいたしました。戸田か
ら原まで沼津の宝を 8 か所ほど観て廻り村林会長も楽しんでい
ました。また 334-C 地区年次大会では会員増強賞・LCIF クラブ
献金賞・献眼運動推進賞の 3 つのアワードを受賞し大変喜んで
いた笑顔が印象に残っています。
　村林さんは本業のお仕事の方でも静岡県左官業組合の理事長
さらに日本左官業組合連合会の要職を務められたご功績で今年
の春の叙勲で旭日双光章を受章され、皇居に参内して天皇陛下
に拝謁したと例会の挨拶で大変うれしそうに話していた姿を思
い出します。
　退院して半年が過ぎたが食欲が戻らないと言っていましたが、
徐々に回復してきていると思っていました。会長職も後は最終
例会だけとなり、これで 1 年が過ぎれば少しのんびりしていた
だけると思っていた矢先の急逝で残念でなりません。村林さん
貴方はまだやりたいことが沢山あったのにさぞ無念でしょう。
貴方の遺志は本年度の大川会長が引き継ぎますのでご安心くだ
さい。村林さんどうか安らかにお眠りください、そして私たち
沼津ライオンズクラブの歩みをお見守りください。
　心よりご冥福をお祈り申し上げます。

L.村林照夫　ライオン歴
2000年3月　入会
2000年7月～2001年6月　青少年指導副委員長
2001年7月～2002年6月　青少年指導副委員長
2002年7月～2003年6月　青少年指導委員長
2003年7月～2004年6月　副テール・ツイスター
2004年7月～2005年6月　副ライオンテーマー
2005年7月～2006年6月　環境保全委員
2006年7月～2007年6月　視力福祉委員
2007年7月～2008年6月　青少年指導委員
2008年7月～2009年6月　監査
2009年7月～2010年6月　1年理事
2010年7月～2011年6月　2年理事
2011年7月～2012年6月　環境保全委員
2012年7月～2013年6月　1年理事
2013年7月～2014年6月　2年理事
2014年7月～2015年6月　第二副会長
2015年7月～2016年6月　第一副会長
2016年7月～2017年6月　会長

1946年9月17日生
2017年6月10日逝去　享年71歳

故 村林照夫会長を偲んで


