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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）
“奉仕の世界”

“奉仕の世界は熱い情熱と固い絆から”

“笑顔で奉仕　人に心の豊かさを！
        ̶感動の奉仕で　日本再生̶”

あ す

“明日に向かい　We Serve!”

2012年（平成24年）7月19日発行〈729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.赤堀肇紀　●幹事╱L.井上孝喜　●PR情報委員長╱L.小林龍司　●印刷╱不二印刷株式会社
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第1例会 平成24年4月5日㈭ 11:30  移動例会  於：市民文化センター
（総員76名　出席53名　欠席23名　出席率69.7％）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24年4月19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76名　出席65名　欠席11名　出席率85.5％）幹事報告

第2例会
幹事報告

第2例会
幹事報告

平成24年5月10日㈭ 18:00  5ライオンズクラブ合同例会  於：ホテル沼津キャッスル
（総員76名　出席63名　欠席13名　出席率82.9％）

平成24年5月17日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員76名　出席62名　欠席14名　出席率81.6％）

平成24年6月7日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員76名　出席65名　欠席11名　出席率85.5％）

平成24年6月21日㈭ 18:30  最終例会  於：沼津リバーサイドホテル
（総員76名　出席64名　欠席12名　出席率84.2％）

4
月   3月19日㈪ 3月第2役員会

  3月21日㈬ 1Z親睦ゴルフ大会
  3月22日㈭ アイバンク評議員会　L.芹澤（洸）出席
  3月22日㈭ 334-C 4R新会員セミナー　L.土屋誠司出席
  3月23日㈮　第6回会員増強会議
  3月29日㈭ GM・GLT（MERL）委員会
  4月  2日㈪ 5LC幹事会　幹事出席
  4月  3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

  3月  8日㈭　アイバンク評議員会の中で新監事にL.土屋達郎が推薦され承認されました。

  4月  5日㈭ 駿河LC4月第1例会　L.竹村招請され講師として出席
  4月12日㈭ 第58回地区年次大会記念チャリティゴルフ
  4月13日㈮ 新会員セミナー　講師：L.土屋（誠）・L.田中
  担当ゾーンGM・GLT委員長 L.竹村　会長以下11名（内新会員7名）出席
  4月14日㈯ 富士吉原LCCN50周年　スポンサークラブとして感謝状を授与される　会長以下6名出席
  4月15日㈰ 第31回沼津市中学校野球選手権大会開会式　会長、L.柏木出席
  4月19日㈭ キャビネット会議　元ガバナー L.土屋（誠）出席

  4月24日㈫ 4月第2役員会
  4月29日㈰ 沼津市中学校野球選手権大会閉会式　会長、幹事、L.中村出席

  6月  8日㈮ 第7回会員増強会議
  6月10日㈰ YCE夏季派遣青少年壮行会　L.清水英一郎出席
  6月11日㈪ 歴代会長会
  6月12日㈫ 6月第1役員会及び次期エレクト会議
  6月15日㈮ 現・次期三役会　第4回ガバナー諮問委員会　現・次期三役出席
  6月19日㈫ 次期役員会
  6月21日㈭ 県アイバンク評議会総会　L.芹澤洸出席

  5月13日㈰ 第58回地区年次大会（静岡グランシップ）
  5月14日㈪ 5LC幹事会　幹事出席
  5月14日㈪ ゾーンGM・GLT委員長会議　会長、L.竹村出席
  5月16日㈬ 次期三役セミナー　次期三役予定者出席
  5月17日㈭ 県アイバンク会計監査　L.土屋達郎出席

  5月22日㈫ 5月第2役員会  
  5月23日㈬ 会員のL.外信之の御母堂様がご逝去されました。
    5月23日㈬　お通夜　18:30～　真楽寺
    5月24日㈭　告別式　12:00～　真楽寺
  5月27日㈰ 334複合地区第58回年次大会（長野市ビッグハット）
  6月  1日㈮ 第3回複合地区会則委員長連絡会議　2011～2012名誉顧問懇親会　L.土屋誠司出席
  6月  3日㈰ チャーターメンバーの若松凖様がご逝去され尊い献眼をして頂きました。
    6月  7日㈭　お通夜　18:30～　妙覚寺
    6月  8日㈮　告別式　10:00～　妙覚寺　会長、L.小林出席　感謝状贈呈
  6月  7日㈭ 県アイバンク理事会　L.土屋達郎出席

L.長島暢泰・L.島田雷太から退会届が提出され承認されました。
沼津LCが平成23年度今泉賞受賞決定。7月27日に授賞式が行われます。
本年度県アイバンクへの寄付に対し、6月21日に表彰をされます。
国際協会より、本年度植樹100万本キャンペーンにおいて、当クラブの植樹に対し、バナーバッチが贈られました。

計     33,000円
計　　 9,000円

計     6,000円
計   12,000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 42,000円

合計 18,000円

L.赤堀　肇紀

L.服部　行眞

L.渡邉　　章

L.柏木　雅博

L.前田　利定

L.小原　嘉弘

L.服部　行眞

L.勧山　　弘

L.土屋　誠司

L.服部　行眞

L.後藤　行宏

L.芹沢　明寛

3月度ゴルフ部例会優勝

3月度ゴルフ部例会準優勝

4月度ゴルフ部例会優勝

4月度ゴルフ部例会準優勝

3RIZゴルフコンペ優勝

3RIZゴルフコンペ準優勝

3RIZゴルフコンペシニアの部優勝

高知新聞掲載記念

静岡新聞掲載

長男の結婚

4月誕生月

4月誕生月

長男の結婚

5月誕生月

長男の結婚

5月度ゴルフ部例会優勝

5月度ゴルフ部例会準優勝

母、会葬御礼

息子の結婚

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

6月誕生月

6月誕生月

6月誕生月

6月誕生月

チケットより

【ドネーション】

L.神農　国彦

L.木村　幸男

【ドネーション】

【ファイン】

計 156,000円
計   10,000円

合計 166,000円

L.大川　祐輝

L.小林　龍司

L.小原　嘉弘

L.外　　信之

L.丹澤　忠芳

L.前田　利定

L.服部厳一郎

L.小原　嘉弘

L.大古田一郎

L.杉山　由博

L.森本耕太郎

L.臼井　吉見

全メンバー

【ドネーション】

【ファイン】

【ファイン】

2012～2013年度新三
役　左から幹事L.井

上，会長L.赤堀，会計
L.柏木
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クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

1. GMT・GLT活動のさらなる推進を！

2. クラブ活性化のさらなる推進を！

3. 環境保全・環境改善活動のさらなる推進を！

4. 青少年健全育成活動のさらなる推進を！

5. ライオンズ活動PRのさらなる推進を！

6. 当クラブのメインアクティビティであるアイバンク運動を推進する。

7. 従来の奉仕活動を実行する。

8.新しい奉仕活動を模索する。併せて中期的な沼津ライオンズクラブ像を描く。

あ すす

“明日に向かい　We Serve! ”

沼津ライオンズクラブ会長就任にあたり
会　長 L. 赤堀　肇紀

012～2013年度の会長を仰せつかりまし
た赤堀肇紀です。私は、1976年縁あって

故郷・菊川から沼津に移り住みました。友人、知
人が殆どいないこの地で当クラブに入会させ
ていただき、メンバーのみならず多くの方 と々知
り合い、多くのことを学ぶことができました。感
謝の一語です。在籍17年、恩返しの気持ちを込
めてこの1年間精一杯務めてまいります。幸いに
も幹事L.井上孝喜、会計L.柏木雅博の個性溢
れるお二人に恵まれ心強い限りです。共々ご指
導、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
　私ども沼津ライオンズクラブは、今年度第53
期を迎えます。この永きにわたる継続には多く
の先達が困難と向き合い、We Serve!の基に創
意工夫をこらし築き上げられたものと改めて敬
意を表する次第です。更に今後も継続的に発展

するために今までの活動精神・方針を踏襲しつ
つも時代に即した中期的（3ヶ年ほど）な方向を
模索していく必要があろうかと存じます。将来
のことはハッキリ分かりませんが明日のために
今やらなくてはならないことはおおよそ分かり
ます。『ライオンの顔は2方向を向いているが、
これは非利己的な奉仕をあらゆる方向に向
かって行うことを意味し、かつ、1頭は過去の輝
かしいライオンズの歴史を見守っており、他の1
頭は前途遼遠たるライオンズの未来を見つめて
いる』という意味を持つライオンズ・マークの旗
の下、1年間と限られた期間の執行ではありま
すが会員皆様のご意見をお聞きしながら明日を
見つめつつ事業・運営に取り組んでいきたいと
考えています。

基
本
方
針

“明日に向かい　We Serve! ”

1. GMT・GLT活動のさらなる推進を！

2. クラブ活性化のさらなる推進を！

3. 環境保全・環境改善活動のさらなる推進を！

4. 青少年健全育成活動のさらなる推進を！

5. ライオンズ活動PRのさらなる推進を！

6. 当クラブのメインアクティビティであるアイバンク運動を推進する。

7. 従来の奉仕活動を実行する。

8.新しい奉仕活動を模索する。併せて中期的な沼津ライオンズクラブ像を描く。

今 年 度 ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン

5月 メンバースピーチ

　5月17日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた
5月第2例会は、メンバースピーチとしてL.鈴木清次によ
り「沼津ライオンズ献眼の歴史」と題してご講演いただき
ました。当時、献眼がどのように行われていたか、また特に
沼津LC30周年記念事業である中国浙江省へのアイバン
ク設立という一大事業の中で、記録には残らなかった部分
の逸話をお話いただきました。当時の諸先輩のたいへん
なご苦労があったからこそ、現在の献眼運動があり、この
運動の今後の展開を考える上でも、たいへん有用な講演
でありました。

▲スライドを交え講演するL.鈴木清次 ▲各委員長によるローア  一年間ごくろうさまでした

▲前田会長より次期会長L.赤堀へ
　ライオンズ旗の引き継ぎ ▲新旧3役によるローア「バトンタッチは完璧!?」

▲在籍10年のL.瀬尾に
　モナーク・ジェブロンが
　贈られた

▲本年度をもって退会の
　L.島田のお別れの挨拶

▲内規改訂について
　説明するL.名取

22第 例会 6月 委員会別例会

　6月7日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて委員会
別例会が行われ、各委員長、LT、TTより本年度の活動
報告がありました。また、内規改訂ついて財務会則委
員長L.名取より説明があり承認されました。さらに会

長より、沼津ライオンズクラブ
の長年のアイバンク運動への
貢献に対して平成23年度今泉
賞受賞が決定し、7月27日に東
京国際フォーラムで開催される
全国アイバンク協議会の席上、
授賞式が行われる旨、報告があ
りました。

11第 例会

あ す

2

　本年度の最終例会は6月21日㈭沼津リバーサイドホテルにて行われました。前田丸も充実の航海を終え、無事、
帰港とあいなったわけですが、日頃われわれがライオンズ活動に邁進できるのも内助の功あったればこそというわ
けで「奥様へWe Serve」と銘打ってメンバーの夫人をお迎えしてのハートウォーミングな最終例会となりました。

6月 最終例会̶奥様にWe Serve22第 例会

奥様方ありがとうございます。

これからもライオンズにご理解を

お願いいたします。
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クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !

　4月第1例会は4月5日㈭、環境保全委員会の担当で市民文化センターへの記念植樹を行いました。これは、かつ
て沼津ライオンズクラブが市民文化センター入口に植樹寄贈した樹木が昨年秋の台風によって倒れてしまったた
め、本年度ガバナー基本方針にある環境保全事業へのさらなる取り組みの一環として実施されたものです。寄贈さ
れたものはヒペリカム・カリシナムという20～30cmの常緑の低木ですが、当日は来賓の栗原沼津市長、会長以下
参加メンバー全員で280本を植栽しました。毎年5～6月頃には黄色い可憐な花を咲かせるそうです。

　4月19日㈭沼津リバーサイドホテルに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、
元チャーターメンバー高橋明様をお迎えしてCN例会が開催されました。3氏のスピーチから沼津ライオンズクラブ
設立の経緯や、献眼運動など現在につながるアクティビティについてたいへん興味深く意義あるお話をうかがうこと
ができました。また祝宴では、ボーカル・エルの伴奏者として長年お世話になっている鈴木江美先生のピアノコン
サートが行われ、しっとり落ち着いた雰囲気の例会となりました。

5月10日㈭
ホテル沼津キャッスル

【ホストクラブ】
沼津中央ライオンズクラブ

▲植樹する栗原市長と前田会長

▲乾杯の発声はチャーターメンバー
   L.鈴木善之助

▲スピーチされる
   3氏▲鈴木江美先生のピアノ演奏

▲前田会長の開会宣言
▲乾杯の発声をする
　前ZC L.田中

▲L.外にかわって大活躍
　副テールL.板倉 ▲参加者全員によるローア

▲感謝の意を込めて花束贈呈

NUMAZU LIONS CLUB明日に向かい　We  s e r v e !
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4月 移　動　例　会11第 例会

5月 沼津地区５ライオンズクラブ合同例会11第 例会

4月 チャーターナイト例会22第 例会

幹　事

L. 井上　孝喜

　2012～2013年度・赤堀会長に御指名
頂き、1年間幹事を務めさせて頂く井上
孝喜です。
　生来、ぶ器用で、ぶ骨な人間ですの
で、多々皆様にご迷惑を掛けてしまうかも
しれませんが、これ（幹事）は、脇役ながら
伝統ある沼津ライオンズクラブの歴史の
一部を担わせて頂く栄誉であり、自分自
身の人間性をバ―ジョンアップする絶好
のチャンスであると信じて頑張る所存で
す。ご容赦、ご指導よろしくお願いいたし
ます。

L. 橋本　賢一

　本年度、ライオン・テーマーをおおせつか
りました橋本賢一です。昨年度、出席委員
会を担当させていただき、貴重な経験をさ
せていただきました。まだ、ライオン・テー
マーがどのような役割かもわからない程、ラ
イオンズ暦の短い私ですが、赤堀会長、井
上幹事、柏木会計のご協力をいただきなが
ら会員の皆様にとって有意義な例会になり
ますよう、頼りになる板倉副ライオン・テー
マーと共に微力ではありますが精一杯、そ
して楽しく努めてまいりますので何卒ご指
導のほどよろしくお願い申し上げます。

L. 清水英一郎

　赤堀会長の下、出席委員長を１年間
務めさせていただきます清水英一郎で
す。出席委員会は例会の出席率を上げ
ること(目標８０％)、メークアップの確認を主
な仕事として行います。３月には第２例会
を担当させていただきます。昨年以上に
多くの方の出席を狩野川すぐ横、沼津リ
バーサイドホテルで委員会一同、笑顔で
お待ちしております。なお、急な欠席等連
絡は０９０－３８３１－０１８９清水までお願
いします。

L. 小林　龍司

　本年度、PR・情報委員長を仰せつかりま
した、小林龍司です。昨年は視力・福祉委
員長を勤めさせて頂き、献眼活動を通じ
て、沼津ライオンズクラブの奉仕活動の素
晴らしさを実感しました。本年度は昨年の
経験を活かし、委員会メンバーと共に当ク
ラブの奉仕活動を積極的に広く地域社会
に向けてPRしていきたいと思います。
　また、会員相互の会社等を知り、より一
層、交流、交歓を深めて頂けるための方策
を模索して行きたいと思います。皆様のご
支援、ご協力を宜しくお願いします。

L. 柏木　雅博

　本年度会計を務めさせて頂きます柏
木雅博です。
　クラブメンバーの大切なお金を預かる
重要な職務であることを認識し、会長、幹
事を補佐し円滑なクラブ運営ができるよう
きっちりとした会計をしてまいります。また
後期は沼津５ライオンズの会計も担当さ
せて頂く事もありまして、今年は副会計と
してL.中村にお願いしました。事務局、メ
ンバーの皆様のご支援ご協力宜しくお願
い致します。

L. 杉山　由博

　本年度、テール・ツイスターをおおせつかりました
杉山です。地区ガバナー及び赤堀会長の基本方
針にある“クラブ活性化のさらなる推進”のために
は、すべての会員が積極的に出席したくなる「楽し
い例会」の実施が基本と心得、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。又、会員の慶事等は広く紹介
しメンバー全員でお祝いするという意味で自発的
なドネーションや、例会の雰囲気高揚のためのファ
インの徴収など皆様のご協力をお願い致します。
副ライオン・テーマーのL.土屋恭博ともどもライオン
歴も浅くわからないことも多いのですが、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
ですので、よろしくお願い致します。

L. 塩崎　享一

　本年度、計画・大会委員会を担当することになり
ました。何もわからないまま、例会の企画をすればい
いんだと軽い気持ちで引き受けてしまったのです
が、準備のため諸先輩のお話をうかがって、今は、
非常に不安な気持ちで一杯です。まだまだライオン
ズクラブのことを何も解ってない自分がこんな大役
を引き受けてしまって・・・　幸い二人の素晴らし
い、しかも気心のしれた副委員長にたすけてもらえ
るうえ、メンバーの方 は々ベテラン揃いなので最大
限お力をお借りして何とか一年乗り切って行こうと
思っております。
　なにとぞ沼津クラブのみなさまのご理解ご指導を
宜しくお願いいたします。

L. 河村　忠彦

　ライオンズクラブの事情に全く不詳で、不肖な
私が財務会則委員長という大役に就いてしまい
ました。前任のＬ．名取様から引き継いだ資料を
眺めては、また眺め、新幹事Ｌ．井上様にご指導
を仰いでは、また仰ぎ、必死の思いで収支予算
（案）に纏めました。ツーカーのご説明はできませ
んが、どうか、どうかご容赦ください。活動方針は
前年度を踏襲して下記の通りです。
①予算編成に対するクラブ会員の理解を進め、
例会にてご承認を頂けるように説明を行なう。
②会費徴収のご案内など、予算執行・財務報
告に対する協力を行なう。
一年間どうか宜しくお願いいたします。

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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4/15 開会式・4/29 閉会式（沼津市営球場）

優勝

門池中学校

準優勝

第三中学校

NUMAZU LIONS CLUB クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

NUMAZU LIONS CLUBクラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

NUMAZU LIONS CLUB

L. 小池　禮二

　本年度のガバナー基本方針並びにクラブ
会長基本方針に「GMT・GLT活動のさらな
る推進を」があります。全国的に会員が減少
するなか、沼津LCはここ数年、会員諸氏の
努力のおかげで多くの しかも意欲的な方々
に入会して頂きました。心強い限りです。引き
続きこの流れを一層強いものにしていきたい
と思っています。本年度は特に 会長方針の
中に、女性会員の入会が入っています。沼津
LCの枠を拡げた更なる発展を目指し、皆様
のご協力をお願い致します。

クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !クラブスローガ

　本年度のガバナー基本方針並びにクラブ
会長基本方針に「GMT・GLT活動のさらな
る推進を」があります。全国的に会員が減少
するなか、沼津LCはここ数年、会員諸氏の
努力のおかげで多くの しかも意欲的な方々
に入会して頂きました。心強い限りです。引き
続きこの流れを一層強いものにしていきたい
と思っています。本年度は特に 会長方針の
中に、女性会員の入会が入っています。沼津
LCの枠を拡げた更なる発展を目指し、皆様

L. 土屋　英治

　本年度、視力福祉委員会委員長の大役
を仰せつかりました土屋です。本年度は「ア
イバンク運動」の意義を広く訴え、献眼登

録者数を増やすだけでなく、献眼者数を増

大させる啓蒙活動を行いたいと考えており

ます。また、同時にマイクロケラトロン導入に

向けた調査研究をしたいと思っております。

　献眼担当という重責を全う出来るよう一
年間頑張りますので皆様のご指導ご協力を
賜ります様よろしくお願い申し上げます。

　チャーターメンバーであり、元会員の若松　凖様がお亡
くなりになられました。若松様はチャーターメンバーとして沼
津ライオンズクラブの草創期より活躍なされ、第24年度
（1982～1983）会長もつとめられ、スリランカへの使用済眼
鏡の贈呈、沼津市制60周年記念としての駅前通りへのアメ
リカハナミズキ植樹など積極的にアクティビティを展開され、
今日の沼津ライオンズクラブの礎を築かれたおひとりです。
　ここにメンバー一同、故人のご功績を偲び、謹んでご冥
福をお祈り申し上げます。

L. 小池　禮二
LCの枠を拡げた更なる発展を目指し、皆様
のご協力をお願い致します。

L. 外　　信之

　ガバナー基本方針の環境保全、環境改
善のさらなる推進と沼津クラブの中期的な
方向の模索の観点から考えてみますと、新
たな植樹の場所、時期の検討、それと全員
参加型のアクトの推進、これは他団体にも
奉仕活動を呼びかけ交流の輪を広げて行
きたいと考えております。
　10月のアクティビティばかりではなく、継続
的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆
様に参加していただきたいと思います。

L. 土屋　英治
年間頑張りますので皆様のご指導ご協力を
賜ります様よろしくお願い申し上げます。

LCの枠を拡げた更なる発展を目指し、皆様
L. 土屋　英治

　ガバナー基本方針の環境保全、環境改
善のさらなる推進と沼津クラブの中期的な善のさらなる推進と沼津クラブの中期的な
方向の模索の観点から考えてみますと、新
たな植樹の場所、時期の検討、それと全員
参加型のアクトの推進、これは他団体にも
奉仕活動を呼びかけ交流の輪を広げて行

　10月のアクティビティばかりではなく、継続
的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆

L. 髙橋　　覚

　昨年度は監査委員で、本年度は、入会
以来初めての委員長の職責を担当する事
となりました高橋です。何分にも分からない
ことばかりでございますので皆様のご指導
を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　当委員会は昨年同様、継続事業である
学童野球の支援や沼津市民憲章の普及
活動に加え、被災された児童に向けた青
少年育成事業を環境保全委員会と協動し
て行いたいと考えております。一年間よろし
くお願い申し上げます。L. 外　　信之

的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆
様に参加していただきたいと思います。

　ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）は、１９６８年
（昭和４３）に国際協会により設立されました。そし
て、寄付を行った会員に対してその支援を正式に
認証し謝意を表すため、創設者メルビン・ジョンズ
の名による称号（ＭＪＦ）の授与など各種のアワー
ドが設けられています。今年度は、目に見える素
朴なアクティビティとして、ＬＣＩＦ基金の交付という
行為を通して“誰が申請できるのか？どのような事
業なら申請できるのか？”をテーマに委員会活動し
たいと思います。赤堀会長の基本方針をしっかり
下支えできるよう大役を全うする所存ですので、
ご協力の程、よろしくお願い致します。L. 竹村　喜次

L. 髙橋　　覚
て行いたいと考えております。一年間よろし
くお願い申し上げます。

的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆
L. 髙橋　　覚

　ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）は、１９６８年
（昭和４３）に国際協会により設立されました。そし
て、寄付を行った会員に対してその支援を正式に
認証し謝意を表すため、創設者メルビン・ジョンズ
の名による称号（ＭＪＦ）の授与など各種のアワー
ドが設けられています。今年度は、目に見える素
朴なアクティビティとして、ＬＣＩＦ基金の交付という
行為を通して“誰が申請できるのか？どのような事
業なら申請できるのか？”をテーマに委員会活動し
たいと思います。赤堀会長の基本方針をしっかり
下支えできるよう大役を全うする所存ですので、

L. 金井　隆直

　本年度、YCE委員長を仰せつかりました金井
隆直です。副委員長のL.池田宏明と委員会メン
バーと協力し、委員会活動を行う所存です。本年
度はL.柏木のお嬢様が7月30日より8月24日まで
YCEでベルギーに派遣されます。前年度のL.清
水との継続事業になります。帰国報告会までしっ
かりとバックアップをしたいと考えております。
　また、派遣についてもライオンズメンバーのご子
息の希望もあるので、その準備を行ない、万全を
期したいと思っております。2回目のYCE委員長な
ので、前回の経験を活かしていきたいと思います。
　メンバーの皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。

▲在りし日の若松様

チャーターメンバー・元会員

若松　凖様 ご逝去

　ここに謹んで我が沼津ライオンズクラブ創立メンバーである若松凖様に
告別の辞を捧げます。
　沼津ライオンズクラブは1959年に静岡ライオンズクラブのスポンサーに
より時の沼津市長塩谷六太郎氏を初代会長に仰ぎ34名で設立されました。
あなたは設立時の大会委員長であり7年目には会員委員長と初期クラブの
要職を果たしました。82年にはクラブ会長をなさり2年後には334-C地区（静
岡地区）の年次大会委員長を務めました。
　あなたは人と接する時は常に笑顔を絶やさず奢らず高ぶらず激した事が
なく私達の最も信頼できる範となる先輩でした。
　命あるものは必ず死を迎え相会うものはいつか別れると言いますがここ
にこうしてお別れの言葉を述べる事は痛恨哀惜の極みであります。
　あなたの愛した沼津ライオンズクラブは今や半世紀をこえ世代も若い人
達の集うクラブとなり明日に向かって奉仕活動に邁進しております。
　在りし日のあなたの温容を偲びつつここに恩義に感謝し衷心よりご冥福
をお祈り申し上げ敬弔の辞と致します。

故 若松　凖様
平成24年6月3日逝去
（享年91歳）
大正11年6月25日生

尊い献眼をしていただきました。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

弔 辞

平成24年6月8日
ライオンズクラブ国際協会　334-C地区　名誉顧問　元地区ガバナー 土屋　誠司

献 眼 提 供献 眼 提

愛
供献 眼 提 供

愛
の

5月12日　故 庄司孝子様より
6月3日　 故 若松　凖様より

上記の皆様より尊い献眼を
いただきました。

感謝状を伝達させていただきました。

（チャーターメンバー・元会員）

334-C地区

富士吉原ライオンズクラブ
CN50周年記念式典

沼 津 市 中 学 校
野球選手権大会開催
沼 津 市 中 学 校
野球選手権大会開催
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沼 津 市 中 学 校
野球選手権大会開催

第    　回31

▲準優勝校（三中）に賞状を
　授与する前田会長

▲スポンサークラブとして
　感謝状を受ける前田会長

2012.4.14㈯
富士市交流プラザ

5月13日㈰
静岡グランシップ

富士吉原ライオンズクラブ
CN50周年記念式典

第58回年次大会

5月27日㈰
長野ビッグハット

334-C地区

334複合地区 第58回年次大会334複合地区

　わが沼津ライオンズク
ラブは会員増強賞のア
ワードを受賞しました。

　5月27日、長野ビッグハット
において334複合地区大会が
開催されました。わが沼津LC
は、総勢20名で参加。前日に沼
津を出発し、途中上高地散策を
楽しみ松本市内に宿泊し、翌日

の大会にのぞむという
ハードスケジュールながら
も楽しい年次大会でした。

▲会場前に勢ぞろい

▲大会会場にて

上高地の絶景を▶
バックに　

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2012－2013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

赤堀　肇紀

前田　利定

丹澤　忠芳

森　　幹生

井上　孝喜

柏木　雅博

橋本　賢一

杉山　由博

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 副委員長小池　禮二

市川　洋一

土屋　達郎

芹澤　明寛

村林　照夫

鈴木　忠一

小原　嘉弘

清水英一郎

塩崎　享一

小林　龍司

河村　忠彦

小池　禮二

土屋　英治

外　　信之

髙橋　　覚

竹村　喜次

金井　隆直

土井　宣博
神農　国彦
細沼　信二

服部厳一郎
徳田　和人

木村　幸男

名取　正純

市川　洋一

　

伊籐　健一

吉池　一行

横山　　業

池田　宏明

複合地区・地区役員

副ライオン・テーマー

副 幹 事 副 会 計

334複合地区会則委員長
334-C地区名誉顧問・元地区ガバナー 土屋　誠司

中村　　信稲野　雅信

第1副会長
丹澤　忠芳

2年理事
市川　洋一

第2副会長
森　　幹生

1年理事
村林　照夫

第1副会長
丹澤　忠芳
1年理事
芹澤　明寛
第2副会長
森　　幹生
2年理事
土屋　達郎

板倉　　正 副テール・ツイスター 土屋　恭博

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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4/15 開会式・4/29 閉会式（沼津市営球場）

優勝

門池中学校

準優勝

第三中学校

NUMAZU LIONS CLUB クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

NUMAZU LIONS CLUBクラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

NUMAZU LIONS CLUB

L. 小池　禮二

　本年度のガバナー基本方針並びにクラブ
会長基本方針に「GMT・GLT活動のさらな
る推進を」があります。全国的に会員が減少
するなか、沼津LCはここ数年、会員諸氏の
努力のおかげで多くの しかも意欲的な方々
に入会して頂きました。心強い限りです。引き
続きこの流れを一層強いものにしていきたい
と思っています。本年度は特に 会長方針の
中に、女性会員の入会が入っています。沼津
LCの枠を拡げた更なる発展を目指し、皆様
のご協力をお願い致します。

クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !クラブスローガ

　本年度のガバナー基本方針並びにクラブ
会長基本方針に「GMT・GLT活動のさらな
る推進を」があります。全国的に会員が減少
するなか、沼津LCはここ数年、会員諸氏の
努力のおかげで多くの しかも意欲的な方々
に入会して頂きました。心強い限りです。引き
続きこの流れを一層強いものにしていきたい
と思っています。本年度は特に 会長方針の
中に、女性会員の入会が入っています。沼津
LCの枠を拡げた更なる発展を目指し、皆様

L. 土屋　英治

　本年度、視力福祉委員会委員長の大役
を仰せつかりました土屋です。本年度は「ア
イバンク運動」の意義を広く訴え、献眼登

録者数を増やすだけでなく、献眼者数を増

大させる啓蒙活動を行いたいと考えており

ます。また、同時にマイクロケラトロン導入に

向けた調査研究をしたいと思っております。

　献眼担当という重責を全う出来るよう一
年間頑張りますので皆様のご指導ご協力を
賜ります様よろしくお願い申し上げます。

　チャーターメンバーであり、元会員の若松　凖様がお亡
くなりになられました。若松様はチャーターメンバーとして沼
津ライオンズクラブの草創期より活躍なされ、第24年度
（1982～1983）会長もつとめられ、スリランカへの使用済眼
鏡の贈呈、沼津市制60周年記念としての駅前通りへのアメ
リカハナミズキ植樹など積極的にアクティビティを展開され、
今日の沼津ライオンズクラブの礎を築かれたおひとりです。
　ここにメンバー一同、故人のご功績を偲び、謹んでご冥
福をお祈り申し上げます。

L. 小池　禮二
LCの枠を拡げた更なる発展を目指し、皆様
のご協力をお願い致します。

L. 外　　信之

　ガバナー基本方針の環境保全、環境改
善のさらなる推進と沼津クラブの中期的な
方向の模索の観点から考えてみますと、新
たな植樹の場所、時期の検討、それと全員
参加型のアクトの推進、これは他団体にも
奉仕活動を呼びかけ交流の輪を広げて行
きたいと考えております。
　10月のアクティビティばかりではなく、継続
的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆
様に参加していただきたいと思います。

L. 土屋　英治
年間頑張りますので皆様のご指導ご協力を
賜ります様よろしくお願い申し上げます。
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参加型のアクトの推進、これは他団体にも
奉仕活動を呼びかけ交流の輪を広げて行

　10月のアクティビティばかりではなく、継続
的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆

L. 髙橋　　覚

　昨年度は監査委員で、本年度は、入会
以来初めての委員長の職責を担当する事
となりました高橋です。何分にも分からない
ことばかりでございますので皆様のご指導
を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　当委員会は昨年同様、継続事業である
学童野球の支援や沼津市民憲章の普及
活動に加え、被災された児童に向けた青
少年育成事業を環境保全委員会と協動し
て行いたいと考えております。一年間よろし
くお願い申し上げます。L. 外　　信之

的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆
様に参加していただきたいと思います。

　ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）は、１９６８年
（昭和４３）に国際協会により設立されました。そし
て、寄付を行った会員に対してその支援を正式に
認証し謝意を表すため、創設者メルビン・ジョンズ
の名による称号（ＭＪＦ）の授与など各種のアワー
ドが設けられています。今年度は、目に見える素
朴なアクティビティとして、ＬＣＩＦ基金の交付という
行為を通して“誰が申請できるのか？どのような事
業なら申請できるのか？”をテーマに委員会活動し
たいと思います。赤堀会長の基本方針をしっかり
下支えできるよう大役を全うする所存ですので、
ご協力の程、よろしくお願い致します。L. 竹村　喜次

L. 髙橋　　覚
て行いたいと考えております。一年間よろし
くお願い申し上げます。

的な清掃活動（日曜日）を是非、会員の皆
L. 髙橋　　覚

　ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）は、１９６８年
（昭和４３）に国際協会により設立されました。そし
て、寄付を行った会員に対してその支援を正式に
認証し謝意を表すため、創設者メルビン・ジョンズ
の名による称号（ＭＪＦ）の授与など各種のアワー
ドが設けられています。今年度は、目に見える素
朴なアクティビティとして、ＬＣＩＦ基金の交付という
行為を通して“誰が申請できるのか？どのような事
業なら申請できるのか？”をテーマに委員会活動し
たいと思います。赤堀会長の基本方針をしっかり
下支えできるよう大役を全うする所存ですので、

L. 金井　隆直

　本年度、YCE委員長を仰せつかりました金井
隆直です。副委員長のL.池田宏明と委員会メン
バーと協力し、委員会活動を行う所存です。本年
度はL.柏木のお嬢様が7月30日より8月24日まで
YCEでベルギーに派遣されます。前年度のL.清
水との継続事業になります。帰国報告会までしっ
かりとバックアップをしたいと考えております。
　また、派遣についてもライオンズメンバーのご子
息の希望もあるので、その準備を行ない、万全を
期したいと思っております。2回目のYCE委員長な
ので、前回の経験を活かしていきたいと思います。
　メンバーの皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。

▲在りし日の若松様

チャーターメンバー・元会員

若松　凖様 ご逝去

　ここに謹んで我が沼津ライオンズクラブ創立メンバーである若松凖様に
告別の辞を捧げます。
　沼津ライオンズクラブは1959年に静岡ライオンズクラブのスポンサーに
より時の沼津市長塩谷六太郎氏を初代会長に仰ぎ34名で設立されました。
あなたは設立時の大会委員長であり7年目には会員委員長と初期クラブの
要職を果たしました。82年にはクラブ会長をなさり2年後には334-C地区（静
岡地区）の年次大会委員長を務めました。
　あなたは人と接する時は常に笑顔を絶やさず奢らず高ぶらず激した事が
なく私達の最も信頼できる範となる先輩でした。
　命あるものは必ず死を迎え相会うものはいつか別れると言いますがここ
にこうしてお別れの言葉を述べる事は痛恨哀惜の極みであります。
　あなたの愛した沼津ライオンズクラブは今や半世紀をこえ世代も若い人
達の集うクラブとなり明日に向かって奉仕活動に邁進しております。
　在りし日のあなたの温容を偲びつつここに恩義に感謝し衷心よりご冥福
をお祈り申し上げ敬弔の辞と致します。

故 若松　凖様
平成24年6月3日逝去
（享年91歳）
大正11年6月25日生

尊い献眼をしていただきました。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

弔 辞

平成24年6月8日
ライオンズクラブ国際協会　334-C地区　名誉顧問　元地区ガバナー 土屋　誠司

献 眼 提 供献 眼 提

愛
供献 眼 提 供

愛
の

5月12日　故 庄司孝子様より
6月3日　 故 若松　凖様より

上記の皆様より尊い献眼を
いただきました。

感謝状を伝達させていただきました。

（チャーターメンバー・元会員）

334-C地区

富士吉原ライオンズクラブ
CN50周年記念式典

沼 津 市 中 学 校
野球選手権大会開催
沼 津 市 中 学 校
野球選手権大会開催
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沼 津 市 中 学 校
野球選手権大会開催

第    　回31

▲準優勝校（三中）に賞状を
　授与する前田会長

▲スポンサークラブとして
　感謝状を受ける前田会長

2012.4.14㈯
富士市交流プラザ

5月13日㈰
静岡グランシップ

富士吉原ライオンズクラブ
CN50周年記念式典

第58回年次大会

5月27日㈰
長野ビッグハット

334-C地区

334複合地区 第58回年次大会334複合地区

　わが沼津ライオンズク
ラブは会員増強賞のア
ワードを受賞しました。

　5月27日、長野ビッグハット
において334複合地区大会が
開催されました。わが沼津LC
は、総勢20名で参加。前日に沼
津を出発し、途中上高地散策を
楽しみ松本市内に宿泊し、翌日

の大会にのぞむという
ハードスケジュールながら
も楽しい年次大会でした。

▲会場前に勢ぞろい

▲大会会場にて

上高地の絶景を▶
バックに　

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2012－2013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

赤堀　肇紀

前田　利定

丹澤　忠芳

森　　幹生

井上　孝喜

柏木　雅博

橋本　賢一

杉山　由博

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 副委員長小池　禮二

市川　洋一

土屋　達郎

芹澤　明寛

村林　照夫

鈴木　忠一

小原　嘉弘

清水英一郎

塩崎　享一

小林　龍司

河村　忠彦

小池　禮二

土屋　英治

外　　信之

髙橋　　覚

竹村　喜次

金井　隆直

土井　宣博
神農　国彦
細沼　信二

服部厳一郎
徳田　和人

木村　幸男

名取　正純

市川　洋一

　

伊籐　健一

吉池　一行

横山　　業

池田　宏明

複合地区・地区役員

副ライオン・テーマー

副 幹 事 副 会 計

334複合地区会則委員長
334-C地区名誉顧問・元地区ガバナー 土屋　誠司

中村　　信稲野　雅信

第1副会長
丹澤　忠芳

2年理事
市川　洋一

第2副会長
森　　幹生

1年理事
村林　照夫

第1副会長
丹澤　忠芳
1年理事
芹澤　明寛
第2副会長
森　　幹生
2年理事
土屋　達郎

板倉　　正 副テール・ツイスター 土屋　恭博

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月第1例会は4月5日㈭、環境保全委員会の担当で市民文化センターへの記念植樹を行いました。これは、かつ
て沼津ライオンズクラブが市民文化センター入口に植樹寄贈した樹木が昨年秋の台風によって倒れてしまったた
め、本年度ガバナー基本方針にある環境保全事業へのさらなる取り組みの一環として実施されたものです。寄贈さ
れたものはヒペリカム・カリシナムという20～30cmの常緑の低木ですが、当日は来賓の栗原沼津市長、会長以下
参加メンバー全員で280本を植栽しました。毎年5～6月頃には黄色い可憐な花を咲かせるそうです。

　4月19日㈭沼津リバーサイドホテルに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、
元チャーターメンバー高橋明様をお迎えしてCN例会が開催されました。3氏のスピーチから沼津ライオンズクラブ
設立の経緯や、献眼運動など現在につながるアクティビティについてたいへん興味深く意義あるお話をうかがうこと
ができました。また祝宴では、ボーカル・エルの伴奏者として長年お世話になっている鈴木江美先生のピアノコン
サートが行われ、しっとり落ち着いた雰囲気の例会となりました。

5月10日㈭
ホテル沼津キャッスル

【ホストクラブ】
沼津中央ライオンズクラブ

▲植樹する栗原市長と前田会長

▲乾杯の発声はチャーターメンバー
   L.鈴木善之助

▲スピーチされる
   3氏▲鈴木江美先生のピアノ演奏

▲前田会長の開会宣言
▲乾杯の発声をする
　前ZC L.田中

▲L.外にかわって大活躍
　副テールL.板倉 ▲参加者全員によるローア

▲感謝の意を込めて花束贈呈

NUMAZU LIONS CLUB明日に向かい　We  s e r v e !

2

4月 移　動　例　会11第 例会

5月 沼津地区５ライオンズクラブ合同例会11第 例会

4月 チャーターナイト例会22第 例会

幹　事

L. 井上　孝喜

　2012～2013年度・赤堀会長に御指名
頂き、1年間幹事を務めさせて頂く井上
孝喜です。
　生来、ぶ器用で、ぶ骨な人間ですの
で、多々皆様にご迷惑を掛けてしまうかも
しれませんが、これ（幹事）は、脇役ながら
伝統ある沼津ライオンズクラブの歴史の
一部を担わせて頂く栄誉であり、自分自
身の人間性をバ―ジョンアップする絶好
のチャンスであると信じて頑張る所存で
す。ご容赦、ご指導よろしくお願いいたし
ます。

L. 橋本　賢一

　本年度、ライオン・テーマーをおおせつか
りました橋本賢一です。昨年度、出席委員
会を担当させていただき、貴重な経験をさ
せていただきました。まだ、ライオン・テー
マーがどのような役割かもわからない程、ラ
イオンズ暦の短い私ですが、赤堀会長、井
上幹事、柏木会計のご協力をいただきなが
ら会員の皆様にとって有意義な例会になり
ますよう、頼りになる板倉副ライオン・テー
マーと共に微力ではありますが精一杯、そ
して楽しく努めてまいりますので何卒ご指
導のほどよろしくお願い申し上げます。

L. 清水英一郎

　赤堀会長の下、出席委員長を１年間
務めさせていただきます清水英一郎で
す。出席委員会は例会の出席率を上げ
ること(目標８０％)、メークアップの確認を主
な仕事として行います。３月には第２例会
を担当させていただきます。昨年以上に
多くの方の出席を狩野川すぐ横、沼津リ
バーサイドホテルで委員会一同、笑顔で
お待ちしております。なお、急な欠席等連
絡は０９０－３８３１－０１８９清水までお願
いします。

L. 小林　龍司

　本年度、PR・情報委員長を仰せつかりま
した、小林龍司です。昨年は視力・福祉委
員長を勤めさせて頂き、献眼活動を通じ
て、沼津ライオンズクラブの奉仕活動の素
晴らしさを実感しました。本年度は昨年の
経験を活かし、委員会メンバーと共に当ク
ラブの奉仕活動を積極的に広く地域社会
に向けてPRしていきたいと思います。
　また、会員相互の会社等を知り、より一
層、交流、交歓を深めて頂けるための方策
を模索して行きたいと思います。皆様のご
支援、ご協力を宜しくお願いします。

L. 柏木　雅博

　本年度会計を務めさせて頂きます柏
木雅博です。
　クラブメンバーの大切なお金を預かる
重要な職務であることを認識し、会長、幹
事を補佐し円滑なクラブ運営ができるよう
きっちりとした会計をしてまいります。また
後期は沼津５ライオンズの会計も担当さ
せて頂く事もありまして、今年は副会計と
してL.中村にお願いしました。事務局、メ
ンバーの皆様のご支援ご協力宜しくお願
い致します。

L. 杉山　由博

　本年度、テール・ツイスターをおおせつかりました
杉山です。地区ガバナー及び赤堀会長の基本方
針にある“クラブ活性化のさらなる推進”のために
は、すべての会員が積極的に出席したくなる「楽し
い例会」の実施が基本と心得、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。又、会員の慶事等は広く紹介
しメンバー全員でお祝いするという意味で自発的
なドネーションや、例会の雰囲気高揚のためのファ
インの徴収など皆様のご協力をお願い致します。
副ライオン・テーマーのL.土屋恭博ともどもライオン
歴も浅くわからないことも多いのですが、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
ですので、よろしくお願い致します。

L. 塩崎　享一

　本年度、計画・大会委員会を担当することになり
ました。何もわからないまま、例会の企画をすればい
いんだと軽い気持ちで引き受けてしまったのです
が、準備のため諸先輩のお話をうかがって、今は、
非常に不安な気持ちで一杯です。まだまだライオン
ズクラブのことを何も解ってない自分がこんな大役
を引き受けてしまって・・・　幸い二人の素晴らし
い、しかも気心のしれた副委員長にたすけてもらえ
るうえ、メンバーの方 は々ベテラン揃いなので最大
限お力をお借りして何とか一年乗り切って行こうと
思っております。
　なにとぞ沼津クラブのみなさまのご理解ご指導を
宜しくお願いいたします。

L. 河村　忠彦

　ライオンズクラブの事情に全く不詳で、不肖な
私が財務会則委員長という大役に就いてしまい
ました。前任のＬ．名取様から引き継いだ資料を
眺めては、また眺め、新幹事Ｌ．井上様にご指導
を仰いでは、また仰ぎ、必死の思いで収支予算
（案）に纏めました。ツーカーのご説明はできませ
んが、どうか、どうかご容赦ください。活動方針は
前年度を踏襲して下記の通りです。
①予算編成に対するクラブ会員の理解を進め、
例会にてご承認を頂けるように説明を行なう。
②会費徴収のご案内など、予算執行・財務報
告に対する協力を行なう。
一年間どうか宜しくお願いいたします。

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╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

クラブスローガン╱“明日に向かい　We  s e r v e !”
あ　す

1. GMT・GLT活動のさらなる推進を！

2. クラブ活性化のさらなる推進を！

3. 環境保全・環境改善活動のさらなる推進を！

4. 青少年健全育成活動のさらなる推進を！

5. ライオンズ活動PRのさらなる推進を！

6. 当クラブのメインアクティビティであるアイバンク運動を推進する。

7. 従来の奉仕活動を実行する。

8.新しい奉仕活動を模索する。併せて中期的な沼津ライオンズクラブ像を描く。

あ すす

“明日に向かい　We Serve! ”

沼津ライオンズクラブ会長就任にあたり
会　長 L. 赤堀　肇紀

012～2013年度の会長を仰せつかりまし
た赤堀肇紀です。私は、1976年縁あって

故郷・菊川から沼津に移り住みました。友人、知
人が殆どいないこの地で当クラブに入会させ
ていただき、メンバーのみならず多くの方 と々知
り合い、多くのことを学ぶことができました。感
謝の一語です。在籍17年、恩返しの気持ちを込
めてこの1年間精一杯務めてまいります。幸いに
も幹事L.井上孝喜、会計L.柏木雅博の個性溢
れるお二人に恵まれ心強い限りです。共々ご指
導、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
　私ども沼津ライオンズクラブは、今年度第53
期を迎えます。この永きにわたる継続には多く
の先達が困難と向き合い、We Serve!の基に創
意工夫をこらし築き上げられたものと改めて敬
意を表する次第です。更に今後も継続的に発展

するために今までの活動精神・方針を踏襲しつ
つも時代に即した中期的（3ヶ年ほど）な方向を
模索していく必要があろうかと存じます。将来
のことはハッキリ分かりませんが明日のために
今やらなくてはならないことはおおよそ分かり
ます。『ライオンの顔は2方向を向いているが、
これは非利己的な奉仕をあらゆる方向に向
かって行うことを意味し、かつ、1頭は過去の輝
かしいライオンズの歴史を見守っており、他の1
頭は前途遼遠たるライオンズの未来を見つめて
いる』という意味を持つライオンズ・マークの旗
の下、1年間と限られた期間の執行ではありま
すが会員皆様のご意見をお聞きしながら明日を
見つめつつ事業・運営に取り組んでいきたいと
考えています。

基
本
方
針

“明日に向かい　We Serve! ”

1. GMT・GLT活動のさらなる推進を！

2. クラブ活性化のさらなる推進を！

3. 環境保全・環境改善活動のさらなる推進を！

4. 青少年健全育成活動のさらなる推進を！

5. ライオンズ活動PRのさらなる推進を！

6. 当クラブのメインアクティビティであるアイバンク運動を推進する。

7. 従来の奉仕活動を実行する。

8.新しい奉仕活動を模索する。併せて中期的な沼津ライオンズクラブ像を描く。

今 年 度 ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン

5月 メンバースピーチ

　5月17日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた
5月第2例会は、メンバースピーチとしてL.鈴木清次によ
り「沼津ライオンズ献眼の歴史」と題してご講演いただき
ました。当時、献眼がどのように行われていたか、また特に
沼津LC30周年記念事業である中国浙江省へのアイバン
ク設立という一大事業の中で、記録には残らなかった部分
の逸話をお話いただきました。当時の諸先輩のたいへん
なご苦労があったからこそ、現在の献眼運動があり、この
運動の今後の展開を考える上でも、たいへん有用な講演
でありました。

▲スライドを交え講演するL.鈴木清次 ▲各委員長によるローア  一年間ごくろうさまでした

▲前田会長より次期会長L.赤堀へ
　ライオンズ旗の引き継ぎ ▲新旧3役によるローア「バトンタッチは完璧!?」

▲在籍10年のL.瀬尾に
　モナーク・ジェブロンが
　贈られた

▲本年度をもって退会の
　L.島田のお別れの挨拶

▲内規改訂について
　説明するL.名取

22第 例会 6月 委員会別例会

　6月7日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて委員会
別例会が行われ、各委員長、LT、TTより本年度の活動
報告がありました。また、内規改訂ついて財務会則委
員長L.名取より説明があり承認されました。さらに会

長より、沼津ライオンズクラブ
の長年のアイバンク運動への
貢献に対して平成23年度今泉
賞受賞が決定し、7月27日に東
京国際フォーラムで開催される
全国アイバンク協議会の席上、
授賞式が行われる旨、報告があ
りました。

11第 例会

あ す

2

　本年度の最終例会は6月21日㈭沼津リバーサイドホテルにて行われました。前田丸も充実の航海を終え、無事、
帰港とあいなったわけですが、日頃われわれがライオンズ活動に邁進できるのも内助の功あったればこそというわ
けで「奥様へWe Serve」と銘打ってメンバーの夫人をお迎えしてのハートウォーミングな最終例会となりました。

6月 最終例会̶奥様にWe Serve22第 例会

奥様方ありがとうございます。

これからもライオンズにご理解を

お願いいたします。
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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）
“奉仕の世界”

“奉仕の世界は熱い情熱と固い絆から”

“笑顔で奉仕　人に心の豊かさを！
        ̶感動の奉仕で　日本再生̶”

あ す

“明日に向かい　We Serve!”

2012年（平成24年）7月19日発行〈729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.赤堀肇紀　●幹事╱L.井上孝喜　●PR情報委員長╱L.小林龍司　●印刷╱不二印刷株式会社

777777777777777

第1例会 平成24年4月5日㈭ 11:30  移動例会  於：市民文化センター
（総員76名　出席53名　欠席23名　出席率69.7％）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24年4月19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76名　出席65名　欠席11名　出席率85.5％）幹事報告

第2例会
幹事報告

第2例会
幹事報告

平成24年5月10日㈭ 18:00  5ライオンズクラブ合同例会  於：ホテル沼津キャッスル
（総員76名　出席63名　欠席13名　出席率82.9％）

平成24年5月17日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員76名　出席62名　欠席14名　出席率81.6％）

平成24年6月7日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員76名　出席65名　欠席11名　出席率85.5％）

平成24年6月21日㈭ 18:30  最終例会  於：沼津リバーサイドホテル
（総員76名　出席64名　欠席12名　出席率84.2％）

4
月   3月19日㈪ 3月第2役員会

  3月21日㈬ 1Z親睦ゴルフ大会
  3月22日㈭ アイバンク評議員会　L.芹澤（洸）出席
  3月22日㈭ 334-C 4R新会員セミナー　L.土屋誠司出席
  3月23日㈮　第6回会員増強会議
  3月29日㈭ GM・GLT（MERL）委員会
  4月  2日㈪ 5LC幹事会　幹事出席
  4月  3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

  3月  8日㈭　アイバンク評議員会の中で新監事にL.土屋達郎が推薦され承認されました。

  4月  5日㈭ 駿河LC4月第1例会　L.竹村招請され講師として出席
  4月12日㈭ 第58回地区年次大会記念チャリティゴルフ
  4月13日㈮ 新会員セミナー　講師：L.土屋（誠）・L.田中
  担当ゾーンGM・GLT委員長 L.竹村　会長以下11名（内新会員7名）出席
  4月14日㈯ 富士吉原LCCN50周年　スポンサークラブとして感謝状を授与される　会長以下6名出席
  4月15日㈰ 第31回沼津市中学校野球選手権大会開会式　会長、L.柏木出席
  4月19日㈭ キャビネット会議　元ガバナー L.土屋（誠）出席

  4月24日㈫ 4月第2役員会
  4月29日㈰ 沼津市中学校野球選手権大会閉会式　会長、幹事、L.中村出席

  6月  8日㈮ 第7回会員増強会議
  6月10日㈰ YCE夏季派遣青少年壮行会　L.清水英一郎出席
  6月11日㈪ 歴代会長会
  6月12日㈫ 6月第1役員会及び次期エレクト会議
  6月15日㈮ 現・次期三役会　第4回ガバナー諮問委員会　現・次期三役出席
  6月19日㈫ 次期役員会
  6月21日㈭ 県アイバンク評議会総会　L.芹澤洸出席

  5月13日㈰ 第58回地区年次大会（静岡グランシップ）
  5月14日㈪ 5LC幹事会　幹事出席
  5月14日㈪ ゾーンGM・GLT委員長会議　会長、L.竹村出席
  5月16日㈬ 次期三役セミナー　次期三役予定者出席
  5月17日㈭ 県アイバンク会計監査　L.土屋達郎出席

  5月22日㈫ 5月第2役員会  
  5月23日㈬ 会員のL.外信之の御母堂様がご逝去されました。
    5月23日㈬　お通夜　18:30～　真楽寺
    5月24日㈭　告別式　12:00～　真楽寺
  5月27日㈰ 334複合地区第58回年次大会（長野市ビッグハット）
  6月  1日㈮ 第3回複合地区会則委員長連絡会議　2011～2012名誉顧問懇親会　L.土屋誠司出席
  6月  3日㈰ チャーターメンバーの若松凖様がご逝去され尊い献眼をして頂きました。
    6月  7日㈭　お通夜　18:30～　妙覚寺
    6月  8日㈮　告別式　10:00～　妙覚寺　会長、L.小林出席　感謝状贈呈
  6月  7日㈭ 県アイバンク理事会　L.土屋達郎出席

L.長島暢泰・L.島田雷太から退会届が提出され承認されました。
沼津LCが平成23年度今泉賞受賞決定。7月27日に授賞式が行われます。
本年度県アイバンクへの寄付に対し、6月21日に表彰をされます。
国際協会より、本年度植樹100万本キャンペーンにおいて、当クラブの植樹に対し、バナーバッチが贈られました。

計     33,000円
計　　 9,000円

計     6,000円
計   12,000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 42,000円

合計 18,000円

L.赤堀　肇紀

L.服部　行眞

L.渡邉　　章

L.柏木　雅博

L.前田　利定

L.小原　嘉弘

L.服部　行眞

L.勧山　　弘

L.土屋　誠司

L.服部　行眞

L.後藤　行宏

L.芹沢　明寛

3月度ゴルフ部例会優勝

3月度ゴルフ部例会準優勝

4月度ゴルフ部例会優勝

4月度ゴルフ部例会準優勝

3RIZゴルフコンペ優勝

3RIZゴルフコンペ準優勝

3RIZゴルフコンペシニアの部優勝

高知新聞掲載記念

静岡新聞掲載

長男の結婚

4月誕生月

4月誕生月

長男の結婚

5月誕生月

長男の結婚

5月度ゴルフ部例会優勝

5月度ゴルフ部例会準優勝

母、会葬御礼

息子の結婚

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

一年間ありがとうございました

6月誕生月

6月誕生月

6月誕生月

6月誕生月

チケットより

【ドネーション】

L.神農　国彦

L.木村　幸男

【ドネーション】

【ファイン】

計 156,000円
計   10,000円

合計 166,000円

L.大川　祐輝

L.小林　龍司

L.小原　嘉弘

L.外　　信之

L.丹澤　忠芳

L.前田　利定

L.服部厳一郎

L.小原　嘉弘

L.大古田一郎

L.杉山　由博

L.森本耕太郎

L.臼井　吉見

全メンバー

【ドネーション】

【ファイン】

【ファイン】

2012～2013年度新三
役　左から幹事L.井

上，会長L.赤堀，会計
L.柏木

2012

5
月

2012

6
月

2012
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