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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）10月18日発行〈730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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国際協会モットー “We Serve”“We Serve”（われわれは奉仕する）（われわれは奉仕する）（われわれは奉仕する）

第1例会 平成24年7月5日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席58名　欠席16名　出席率78.37％）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7月19日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席60名　欠席14名　出席率81.08％）幹事報告

第2例会
幹事報告

第2例会
幹事報告

平成24年8月2日㈭ 18:30  納涼例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席57名　欠席17名　出席率77.02％）

平成24年8月16日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席57名　欠席17名　出席率77.02％）

平成24年9月6日㈭ 17:30  5ライオンズクラブ合同例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席59名　欠席15名　出席率79.72％）

平成24年9月20日㈭ 18:30  結成例会  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席62名　欠席12名　出席率83.78％）

７
月   6月  4日㈪ 沼津5LC幹事会　現・次期幹事出席

  6月12日㈫ 新旧TT・LT・委員長引継ぎ　現次期三役・TT・LT委員長出席

  6月15日㈮ 沼津地区5LC・沼津千本LSC　現・次期三役会　現・次期三役出席

  6月19日㈫ 次期役員・委員長会議　次期役員、委員長出席

  7月  2日㈪ 沼津5LC幹事会

  7月  5日㈭ 2011～2012年度臨時役員会

  2012～2013年度臨時役員会

  7月10日㈫ 7月第一役員会

  7月13日㈮ 第1回会員増強チーム会合

  7月19日㈭ 沼津市役所 教育委員会へ童話集寄贈　会長、幹事、現・前青少年指導委員長出席

  7月19日㈭ 第1回キャビネット会議　334-C地区名誉顧問　L.土屋誠司出席

  7月19日㈭ 計画大会委員会

  7月23日㈪ 沼津野球連盟学童部打合せ　会長、幹事、現・前青少年指導委員長、環境保全委員長出席

  7月24日㈫ 7月第2役員会

  7月25日㈬ 第1回視力福祉委員会

  7月27日㈮ 今泉賞贈呈式　前会長、L.勧山弘、幹事、視力福祉委員長出席

  7月30日㈪ YCE夏季派遣青少年出発

  8月  2日㈭ GMT・GLTセミナー　会員（GMT・GLT）委員長出席

9月10日（月）　第3回会員増強チーム会合

9月11日（火）　9月第1役員会

9月13日（木）　LCIFセミナー　L.竹村喜次出席

9月13日（木）　第3回視力福祉委員会　献眼運動の啓蒙についての意見交換会
  沼津市立病院・北村惣一郎外科部長、今井事務局長、山元副看護部長（移植コーディネーター）、
  L.土屋英治、L.服部厳一郎、L.徳田和人、L.井上孝喜出席

9月13日（木）　第3回倉敷交流委員会

9月22日（土）　第6回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会閉会式
  L.赤堀肇紀、L.井上孝喜、L.柏木雅博、L.髙橋　覚、L.土屋英治、L.小林龍司出席

  8月  6日㈪ 5LC幹事会

  8月  6日㈪ 第2回会員増強チーム会合

  8月  7日㈫ 8月第1役員会

  8月10日㈮ ゾーンGMT・GLT委員長会議　会長、会員（GMT・GLT）委員長出席

  8月10日㈮ 第1回ガバナー諮問委員会　会長、幹事、会計出席

  8月11日㈯ 第6回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会開会式
  幹事、会計、青少年指導委員長、視力福祉委員長、PR情報副委員長出席

  8月21日㈫ 8月第2役員会

  9月  2日㈰ YCE帰国報告会　YCE委員長、会計、前YCE委員長出席

  9月  4日㈫ 第2回視力福祉委員会

  9月  6日㈭ 地区ガバナーを囲む三役懇談会　会長、幹事、会計出席

計 137,000円
計   26,700円

計   71,000円
計    14,200円

7月度ドネーション

8月度ドネーション

9月度ドネーション

合計 163,700円

合計 85,200円

全会員
L.土屋　誠司
L.赤堀　肇紀
L.井上　孝喜
L.柏木　雅博
L.森　　幹生
L.橋本　賢一
L.杉山　由博
L.清水英一郎
L.塩崎　享一
L.小林　龍司
L.河村　忠彦
L.小池　禮二
L.土屋　英治
L.外　　信之
L.髙橋　　覚
L.竹村　喜次
L.金井　隆直
L.榊原　　晃
L.木村　幸男
L.服部　行眞
L.勧山　　弘
L.稲野　雅信
L.中村　　信
L.外　　信之
L.赤堀　肇紀
L.服部厳一郎
L.森　　幹生

初例会を祝して 会員チケットより（＠1,000×74名）
334複合地区会則委員長、334-C地区名誉顧問就任
会長就任
幹事就任
会計就任
第二副会長就任
LT就任
TT就任
出席委員長就任
計画大会委員長就任
PR情報委員長就任
財務会則委員長就任
GMT・GLT委員長就任
視力福祉委員長就任
環境保全委員長就任
青少年指導委員長就任
LCIF委員長就任
YCE委員長就任
静岡新聞掲載 岩手県に津波記念石を寄贈
ゴルフ部6月度優勝
ゴルフ部6月度準優勝
最終例会にて自転車が当たり
副幹事就任
7月誕生月
7月誕生月
7月誕生月
7月誕生月
7月誕生月

8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
2011年度ゴルフ部取り切り年間優勝
7月度ゴルフ部例会優勝
7月度ゴルフ部例会準優勝
沼津ライオンズクラブ今泉賞受賞を祝して
故人の遺志によりマイクロケラトロン基金として
国の採択事業、地域ブランド住宅事業に採択
会員キー賞
8月誕生月
8月誕生月

5ライオンズ合同例会テールツイスタードネーション
結成例会を祝して
9月誕生月
9月誕生月
9月誕生月
9月誕生月
9月誕生月
ホールインワン記念
8月ゴルフ部例会優勝
9月ゴルフ部例会優勝
8月ゴルフ部例会準優勝
9月ゴルフ部例会準優勝
結成例会クイズ当選者より

【ドネーション】

L.榊原　　晃
L.服部　行眞
L.勧山　　弘
L.塩川　裕康
L.伊籐　健一
L.土屋　達郎
L.服部　行眞
L.芹澤　明寛
L.赤堀　肇紀
L.勧山　　弘
故若松　準様（元会員）
L.芹澤　明寛
L.柏木　雅博
L.稲野　雅信
L.鈴木　清次

【ドネーション】

【ファイン】

計   35,000円
計     8,400円

合計 43,400円

テールツイスター
L.勧山　　弘
L.鈴木　邦介
L.小原　嘉弘
L.村林　照夫
L.河村　忠彦
L.清水英一郎
L.大川　祐輝
L.細沼　信二
L.服部　行眞
L.神農　国彦
L.大古田一郎
クイズ当選者

【ドネーション】

【ファイン】

【ファイン】

7月27日（金）東京国
際フォーラムホール

にて

日本アイバンク協会
金井淳理事長より前

田前会長に今泉賞が
贈呈される。

2012

８
月

2012

９
月

2012

沼津ライオンズク
ラブ

今泉賞受賞
沼津ライオンズク

ラブ

今泉賞受賞
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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
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沼津ライオンズクラブ「今泉賞」受賞
　日本アイバンク協会が、角膜移植医療とアイバンク活動に貢献した個人・団体を顕賞す
る今泉賞が、わが沼津ライオンズクラブに贈呈されました。今泉賞は、献眼による国内初の
角膜移植手術を行った今泉亀徹氏の業績をたたえて日本アイバンク協会が制定した権威
ある賞であり、今回の受賞は個人として受賞されたL.勧山弘に引き続いての快挙であり、
来年50年の節目を迎える沼津ライオンズクラブのアイバンク活動に対する貢献が認めら
れたものです。この受賞を機に会員一同一丸となって献眼啓発活動の更なる推進のため
に邁進しようではありませんか。

　7月5日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて開催さ
れた2012～2013年度の初例会では、複合地区・地
区役員委嘱状の伝達、L.服部行眞への終身会員証の

伝達、前三役への記念品贈呈、前年度例会皆出席者の表彰、各同好会への助成金贈呈、新役員・委員長の紹介が行
われました。また、決算報告・監査報告・予算案・事業計画案が審議・承認され、赤堀新体制は、順調に第一歩を踏み
出しました。

▲受賞スピーチをする前田前会長
▲赤堀会長の初挨拶。にこやかな表情の
　うちにも力強い決意がみなぎる ▲賞状を掲げる前田前会長、L.勧山弘、静岡県アイバンク堀田理事長

◀2012年（平成24年）8月18日（土）掲載
　沼津朝日

2012年（平成24年）8月9日（木）掲載
静岡新聞▼

▲前三役の皆様、本当にお疲れさまでした

▲前年度皆出席への表彰とローア▶

▲L.土屋誠司へ複合地区・地区役員委嘱状の伝達 ▲終身会員となられるL.服部行眞

7月 初例会11第 例会

複合地区・地区役員

L.土屋誠司

2011～2012年度　100％出席（メークアップなし皆出席）

L.市川　洋一　 L.神農　国彦　 L.小林　龍司 　L.竹村　喜次
　
L.中村　　信　 L.服部厳一郎　 L.前田　利定

ライオンズクラブ国際協会334-C地区名誉顧問
ライオンズクラブ国際協会334複合地区会則委員長

▲緊張の面持ちで初例会の司会をする
　井上幹事。1年間は長い。リラックスして
　ください

沼津ライオンズクラブ「今泉賞」受賞祝
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本年度の活動方針を発表するLT．TT．各委員長

沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会

　9月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおい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.勧山弘をお迎えして結成例会が行われました。例
会では前会長L.前田利定にアワードピン及び前年度国際会長会員増強賞・クラブ
会長賞ピンが贈呈されました。ひきつづいての祝宴ではアトラクションの心地よい
音楽演奏が流れる中、メンバー同士、懇親を深めたり、お楽しみクイズ（ライオンズ
クラブ検定問題）に頭をひねったりと、和やかで楽しい結成例会となりました。

▲結成例会での赤堀会長挨拶

▲スピーチするYCE派遣生・柏木文伽様。
　落ち着いてしっかりした話しぶりにお父上も
　大満足

▲赤堀会長より前田前会長へ
　アワードピン贈呈

▲アトラクションの音楽演奏

▲第一副会長L.丹沢忠芳の開宴挨拶

▲お楽しみクイズのライオンズ検定に
　真剣に取り組む▲L.鈴木善之助による乾杯の発声

▲閉宴の挨拶をする
　第二副会長L.森幹生

▲開会式で挨拶する
　井上幹事

▲髙橋青少年指導委員長の
　始球式の勇姿

▲閉会式で優勝チームに賞状を
　授与する赤堀会長

▲今大会では横断幕を2枚作成、スタンドに掲示して
　沼津L.Cの学童野球への後援と献眼登録のPRを
　行いました

2012年（平成24年）8月9日㈭▶
沼津朝日

9月 結　成　例　会22第 例会
　7月19日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた7月第2例会では各
委員会委員長による自己紹介・委員会方針の発表が行われるとともにYCE夏
季派遣生としてベルギーへ派遣されるL.柏木雅博の長女・柏木文伽様の壮行
会も行われました。
　また、小池会員（GMT・GLT）委員長より元会員・秋山茂様の会友入会報告、
前田前会長より倉敷交流委員会の報告、同好会（ゴルフ部・コーラス部）の案
内、さらにはテールツイスターによるライオンズ豆知識クイズなど内容盛り沢
山の楽しい例会となりました。

　7月19日㈭会長、幹事、
現・前青少年指導委員長
が沼津市教育委員会を訪
問し、昨年度に引き続き、
童話集「童話の花束」
400冊を寄贈しました。
沼津市内小学校の全学級
に配布されます。

　第6回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会は8月11日㈯の開会式を皮
切りに9月22日㈯まで繰りひろげられました。開会式では所用で欠席の赤堀会長に
かわって井上幹事が開会挨拶、髙橋青少年委員長が始球式の大役をつとめました。
当初、9月17日の予定であった決勝・閉会式は雨天のためノーゲームとなり9月22
日㈯再試合の結果、沢田少年野球団が四小アトムズを3対1で敗り優勝し幕を閉じ
ました。なお、閉会式において沼津野球連盟学童部に対して選抜少年野球沼津交流
大会の第35回大会開催記念として沼津ライオンズクラブより軟式野球ボール40
ダースが寄贈されました。

7月 委員会別例会（YCE生壮行）22第 例会

▲ライオン・テーマー
L.橋本賢一

▲テール・ツイスター
L.杉山由博

▲出席委員長
L.清水英一郎

▲計画大会委員長
L.塩崎享一

▲PR情報委員長
L.小林龍司

▲会員（GM・GLT）委員長
L.小池禮二

▲赤堀会長より教育長へ贈呈

▲視力福祉委員長
L.土屋英治

▲環境保全委員長
L.外　信之

▲青少年指導委員長
L.髙橋　覚

▲LCIF委員長
L.竹村喜次

沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会第    回6

開会式  8/11㈯

優勝

決勝・閉会式  9/22㈯

沢田少年野球団

準優勝 四小アトムズ

（沼津市営球場）

▲チャーターメンバーL.鈴木善之助
とチャーターナイトメンバーL.勧
山弘へ感謝の花束贈呈̶ますま
すお元気でご活躍ください

沼津市教育委員会へ童話集400冊寄贈沼津市教育委員会へ童話集400冊寄贈

あやか
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　8月2日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて、8月第1例会（納涼例会）が行われました。本年度の納涼例会には、認
証55周年を迎えられる姉妹クラブの倉敷ライオンズクラブより小川洋一会長、藤原京子幹事、難波敢認証55周年
記念式典実行委員長、藤南和将沼津委員会委員長の4名のライオンをお迎えして盛大にとり行われ、両クラブの友
好の絆をさらに深める格好の機会となり、11月3・4日に開催される倉敷ライオンズクラブCN55周年記念式典に
は当クラブより大挙して参加することをお約束いたしました。納涼懇親会では、市内を見おろす絶好のロケーション
でのガーデンバーベキューとサンバダンサーによる熱演で例会の雰囲気はいやがうえにも盛り上がり、浴衣姿も艶
やかなメンバー婦人の参加もあって、華やかで楽しい一夕となりました。

▲倉敷L.C小川洋一会長

会長と藤原幹事▶

▲ようこそ！倉敷L.Cの皆様

▲会員キー賞受賞のL.柏木のローア▲今泉賞贈呈式の報告をするL.土屋（英）と受賞の経緯を語るL.勧山

▲ガバナー・地区役員を
　紹介する赤堀会長

▲乾杯の発声は名誉顧問・元地区
　ガバナーL.土屋誠司

▲土屋（誠）元ガバナーと334-C地区
　ガバナー・役員の皆様

▲334-C地区ガバナー
　L.岡野良隆（森町L.C）の挨拶と
　基本方針発表

▲会長より沼津野球連盟学童部へ助成金を贈呈
▲セミナー報告する小林PR情報・小池会員（GMT・GLT）・土屋（英）視力福祉・
　金井YCEの各委員長

▲前田倉敷交流委員長の
　歓迎の挨拶

▲お疲れさまでした。塩崎計画大会委員長

▲アトラクションのサンバダンスで

　ヒートアップ！！

▲真夏の宴を盛り上げる
　ガーデンバーベキューと
　市内の夕景

▲サンバダンサーに囲まれ鼻の下も伸び気味の両クラブ会長

▲ご婦人の参加で会場は華やかな雰囲気に包まれました

▲We Serve. 乾杯の発声は
　L.土屋誠司

▲懇親会で談笑する沼津と倉敷メンバー

8月 納涼例会  ̶倉敷ライオンズクラブメンバーをお迎えして̶11第 例会
　8月16日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた8月第2例会ではセミナーに出席した各委員長より報告が
ありました。また、沼津野球連盟学童部部長網野好広様に対して平成24年度学童野球普及向上助成金並びにライ
オンズカップ協賛金が贈呈されたほか、L.柏木雅博に対して会員キー賞が贈呈されました。
　なお、セミナー報告の後、L.土屋誠司によるメンバースピーチがあり、ちょうどオリンピックの閉幕ということも
あって国旗（日の丸）への愛着と敗戦の意味、平和への思いを新たにさせるお話をいただきました。さらに、視力福祉
委員長L.土屋英治より今泉賞贈呈式の報告とL.勧山弘より今泉賞受賞の経緯と沼津L.Cの献眼啓発活動の足跡に
ついてお話がありました。

8月 セミナー報告例会22第 例会

　9月6日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて5ライオンズクラブ合同例会・ガバナー公
式訪問例会が行われ、今年度のガバナー方針やキャビネットからの説明がありました。

9月 ガバナー公式訪問例会（5ライオンズクラブ合同例会）11第 例会

334-C地区スローガン
“笑顔で奉仕　人に心の豊かさを！
                       ̶感動の奉仕で、日本新生̶”
“笑顔で奉仕　人に心の豊かさを！
                       ̶感動の奉仕で、日本新生̶”
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　9月6日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて5ライオンズクラブ合同例会・ガバナー公
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本年度の活動方針を発表するLT．TT．各委員長

沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会

　9月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおい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.勧山弘をお迎えして結成例会が行われました。例
会では前会長L.前田利定にアワードピン及び前年度国際会長会員増強賞・クラブ
会長賞ピンが贈呈されました。ひきつづいての祝宴ではアトラクションの心地よい
音楽演奏が流れる中、メンバー同士、懇親を深めたり、お楽しみクイズ（ライオンズ
クラブ検定問題）に頭をひねったりと、和やかで楽しい結成例会となりました。

▲結成例会での赤堀会長挨拶

▲スピーチするYCE派遣生・柏木文伽様。
　落ち着いてしっかりした話しぶりにお父上も
　大満足

▲赤堀会長より前田前会長へ
　アワードピン贈呈

▲アトラクションの音楽演奏

▲第一副会長L.丹沢忠芳の開宴挨拶

▲お楽しみクイズのライオンズ検定に
　真剣に取り組む▲L.鈴木善之助による乾杯の発声

▲閉宴の挨拶をする
　第二副会長L.森幹生

▲開会式で挨拶する
　井上幹事

▲髙橋青少年指導委員長の
　始球式の勇姿

▲閉会式で優勝チームに賞状を
　授与する赤堀会長

▲今大会では横断幕を2枚作成、スタンドに掲示して
　沼津L.Cの学童野球への後援と献眼登録のPRを
　行いました

2012年（平成24年）8月9日㈭▶
沼津朝日

9月 結　成　例　会22第 例会
　7月19日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた7月第2例会では各
委員会委員長による自己紹介・委員会方針の発表が行われるとともにYCE夏
季派遣生としてベルギーへ派遣されるL.柏木雅博の長女・柏木文伽様の壮行
会も行われました。
　また、小池会員（GMT・GLT）委員長より元会員・秋山茂様の会友入会報告、
前田前会長より倉敷交流委員会の報告、同好会（ゴルフ部・コーラス部）の案
内、さらにはテールツイスターによるライオンズ豆知識クイズなど内容盛り沢
山の楽しい例会となりました。

　7月19日㈭会長、幹事、
現・前青少年指導委員長
が沼津市教育委員会を訪
問し、昨年度に引き続き、
童話集「童話の花束」
400冊を寄贈しました。
沼津市内小学校の全学級
に配布されます。

　第6回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会は8月11日㈯の開会式を皮
切りに9月22日㈯まで繰りひろげられました。開会式では所用で欠席の赤堀会長に
かわって井上幹事が開会挨拶、髙橋青少年委員長が始球式の大役をつとめました。
当初、9月17日の予定であった決勝・閉会式は雨天のためノーゲームとなり9月22
日㈯再試合の結果、沢田少年野球団が四小アトムズを3対1で敗り優勝し幕を閉じ
ました。なお、閉会式において沼津野球連盟学童部に対して選抜少年野球沼津交流
大会の第35回大会開催記念として沼津ライオンズクラブより軟式野球ボール40
ダースが寄贈されました。

7月 委員会別例会（YCE生壮行）22第 例会

▲ライオン・テーマー
L.橋本賢一

▲テール・ツイスター
L.杉山由博

▲出席委員長
L.清水英一郎

▲計画大会委員長
L.塩崎享一

▲PR情報委員長
L.小林龍司

▲会員（GM・GLT）委員長
L.小池禮二

▲赤堀会長より教育長へ贈呈

▲視力福祉委員長
L.土屋英治

▲環境保全委員長
L.外　信之

▲青少年指導委員長
L.髙橋　覚

▲LCIF委員長
L.竹村喜次

沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会第    回6

開会式  8/11㈯

優勝

決勝・閉会式  9/22㈯

沢田少年野球団

準優勝 四小アトムズ

（沼津市営球場）

▲チャーターメンバーL.鈴木善之助
とチャーターナイトメンバーL.勧
山弘へ感謝の花束贈呈̶ますま
すお元気でご活躍ください

沼津市教育委員会へ童話集400冊寄贈沼津市教育委員会へ童話集400冊寄贈

あやか
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沼津ライオンズクラブ「今泉賞」受賞
　日本アイバンク協会が、角膜移植医療とアイバンク活動に貢献した個人・団体を顕賞す
る今泉賞が、わが沼津ライオンズクラブに贈呈されました。今泉賞は、献眼による国内初の
角膜移植手術を行った今泉亀徹氏の業績をたたえて日本アイバンク協会が制定した権威
ある賞であり、今回の受賞は個人として受賞されたL.勧山弘に引き続いての快挙であり、
来年50年の節目を迎える沼津ライオンズクラブのアイバンク活動に対する貢献が認めら
れたものです。この受賞を機に会員一同一丸となって献眼啓発活動の更なる推進のため
に邁進しようではありませんか。

　7月5日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて開催さ
れた2012～2013年度の初例会では、複合地区・地
区役員委嘱状の伝達、L.服部行眞への終身会員証の

伝達、前三役への記念品贈呈、前年度例会皆出席者の表彰、各同好会への助成金贈呈、新役員・委員長の紹介が行
われました。また、決算報告・監査報告・予算案・事業計画案が審議・承認され、赤堀新体制は、順調に第一歩を踏み
出しました。

▲受賞スピーチをする前田前会長
▲赤堀会長の初挨拶。にこやかな表情の
　うちにも力強い決意がみなぎる ▲賞状を掲げる前田前会長、L.勧山弘、静岡県アイバンク堀田理事長

◀2012年（平成24年）8月18日（土）掲載
　沼津朝日

2012年（平成24年）8月9日（木）掲載
静岡新聞▼

▲前三役の皆様、本当にお疲れさまでした

▲前年度皆出席への表彰とローア▶

▲L.土屋誠司へ複合地区・地区役員委嘱状の伝達 ▲終身会員となられるL.服部行眞

7月 初例会11第 例会

複合地区・地区役員

L.土屋誠司

2011～2012年度　100％出席（メークアップなし皆出席）

L.市川　洋一　 L.神農　国彦　 L.小林　龍司 　L.竹村　喜次
　
L.中村　　信　 L.服部厳一郎　 L.前田　利定

ライオンズクラブ国際協会334-C地区名誉顧問
ライオンズクラブ国際協会334複合地区会則委員長

▲緊張の面持ちで初例会の司会をする
　井上幹事。1年間は長い。リラックスして
　ください

沼津ライオンズクラブ「今泉賞」受賞祝
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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）10月18日発行〈730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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国際協会モットー “We Serve”“We Serve”（われわれは奉仕する）（われわれは奉仕する）（われわれは奉仕する）

第1例会 平成24年7月5日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席58名　欠席16名　出席率78.37％）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7月19日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席60名　欠席14名　出席率81.08％）幹事報告

第2例会
幹事報告

第2例会
幹事報告

平成24年8月2日㈭ 18:30  納涼例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席57名　欠席17名　出席率77.02％）

平成24年8月16日㈭ 18:30  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席57名　欠席17名　出席率77.02％）

平成24年9月6日㈭ 17:30  5ライオンズクラブ合同例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席59名　欠席15名　出席率79.72％）

平成24年9月20日㈭ 18:30  結成例会  於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席62名　欠席12名　出席率83.78％）

７
月   6月  4日㈪ 沼津5LC幹事会　現・次期幹事出席

  6月12日㈫ 新旧TT・LT・委員長引継ぎ　現次期三役・TT・LT委員長出席

  6月15日㈮ 沼津地区5LC・沼津千本LSC　現・次期三役会　現・次期三役出席

  6月19日㈫ 次期役員・委員長会議　次期役員、委員長出席

  7月  2日㈪ 沼津5LC幹事会

  7月  5日㈭ 2011～2012年度臨時役員会

  2012～2013年度臨時役員会

  7月10日㈫ 7月第一役員会

  7月13日㈮ 第1回会員増強チーム会合

  7月19日㈭ 沼津市役所 教育委員会へ童話集寄贈　会長、幹事、現・前青少年指導委員長出席

  7月19日㈭ 第1回キャビネット会議　334-C地区名誉顧問　L.土屋誠司出席

  7月19日㈭ 計画大会委員会

  7月23日㈪ 沼津野球連盟学童部打合せ　会長、幹事、現・前青少年指導委員長、環境保全委員長出席

  7月24日㈫ 7月第2役員会

  7月25日㈬ 第1回視力福祉委員会

  7月27日㈮ 今泉賞贈呈式　前会長、L.勧山弘、幹事、視力福祉委員長出席

  7月30日㈪ YCE夏季派遣青少年出発

  8月  2日㈭ GMT・GLTセミナー　会員（GMT・GLT）委員長出席

9月10日（月）　第3回会員増強チーム会合

9月11日（火）　9月第1役員会

9月13日（木）　LCIFセミナー　L.竹村喜次出席

9月13日（木）　第3回視力福祉委員会　献眼運動の啓蒙についての意見交換会
  沼津市立病院・北村惣一郎外科部長、今井事務局長、山元副看護部長（移植コーディネーター）、
  L.土屋英治、L.服部厳一郎、L.徳田和人、L.井上孝喜出席

9月13日（木）　第3回倉敷交流委員会

9月22日（土）　第6回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会閉会式
  L.赤堀肇紀、L.井上孝喜、L.柏木雅博、L.髙橋　覚、L.土屋英治、L.小林龍司出席

  8月  6日㈪ 5LC幹事会

  8月  6日㈪ 第2回会員増強チーム会合

  8月  7日㈫ 8月第1役員会

  8月10日㈮ ゾーンGMT・GLT委員長会議　会長、会員（GMT・GLT）委員長出席

  8月10日㈮ 第1回ガバナー諮問委員会　会長、幹事、会計出席

  8月11日㈯ 第6回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会開会式
  幹事、会計、青少年指導委員長、視力福祉委員長、PR情報副委員長出席

  8月21日㈫ 8月第2役員会

  9月  2日㈰ YCE帰国報告会　YCE委員長、会計、前YCE委員長出席

  9月  4日㈫ 第2回視力福祉委員会

  9月  6日㈭ 地区ガバナーを囲む三役懇談会　会長、幹事、会計出席

計 137,000円
計   26,700円

計   71,000円
計    14,200円

7月度ドネーション

8月度ドネーション

9月度ドネーション

合計 163,700円

合計 85,200円

全会員
L.土屋　誠司
L.赤堀　肇紀
L.井上　孝喜
L.柏木　雅博
L.森　　幹生
L.橋本　賢一
L.杉山　由博
L.清水英一郎
L.塩崎　享一
L.小林　龍司
L.河村　忠彦
L.小池　禮二
L.土屋　英治
L.外　　信之
L.髙橋　　覚
L.竹村　喜次
L.金井　隆直
L.榊原　　晃
L.木村　幸男
L.服部　行眞
L.勧山　　弘
L.稲野　雅信
L.中村　　信
L.外　　信之
L.赤堀　肇紀
L.服部厳一郎
L.森　　幹生

初例会を祝して 会員チケットより（＠1,000×74名）
334複合地区会則委員長、334-C地区名誉顧問就任
会長就任
幹事就任
会計就任
第二副会長就任
LT就任
TT就任
出席委員長就任
計画大会委員長就任
PR情報委員長就任
財務会則委員長就任
GMT・GLT委員長就任
視力福祉委員長就任
環境保全委員長就任
青少年指導委員長就任
LCIF委員長就任
YCE委員長就任
静岡新聞掲載 岩手県に津波記念石を寄贈
ゴルフ部6月度優勝
ゴルフ部6月度準優勝
最終例会にて自転車が当たり
副幹事就任
7月誕生月
7月誕生月
7月誕生月
7月誕生月
7月誕生月

8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
2011年度ゴルフ部取り切り年間優勝
7月度ゴルフ部例会優勝
7月度ゴルフ部例会準優勝
沼津ライオンズクラブ今泉賞受賞を祝して
故人の遺志によりマイクロケラトロン基金として
国の採択事業、地域ブランド住宅事業に採択
会員キー賞
8月誕生月
8月誕生月

5ライオンズ合同例会テールツイスタードネーション
結成例会を祝して
9月誕生月
9月誕生月
9月誕生月
9月誕生月
9月誕生月
ホールインワン記念
8月ゴルフ部例会優勝
9月ゴルフ部例会優勝
8月ゴルフ部例会準優勝
9月ゴルフ部例会準優勝
結成例会クイズ当選者より

【ドネーション】

L.榊原　　晃
L.服部　行眞
L.勧山　　弘
L.塩川　裕康
L.伊籐　健一
L.土屋　達郎
L.服部　行眞
L.芹澤　明寛
L.赤堀　肇紀
L.勧山　　弘
故若松　準様（元会員）
L.芹澤　明寛
L.柏木　雅博
L.稲野　雅信
L.鈴木　清次

【ドネーション】

【ファイン】

計   35,000円
計     8,400円

合計 43,400円

テールツイスター
L.勧山　　弘
L.鈴木　邦介
L.小原　嘉弘
L.村林　照夫
L.河村　忠彦
L.清水英一郎
L.大川　祐輝
L.細沼　信二
L.服部　行眞
L.神農　国彦
L.大古田一郎
クイズ当選者

【ドネーション】

【ファイン】

【ファイン】

7月27日（金）東京国
際フォーラムホール

にて

日本アイバンク協会
金井淳理事長より前

田前会長に今泉賞が
贈呈される。

2012

８
月

2012

９
月

2012
沼津ライオンズク

ラブ

今泉賞受賞
沼津ライオンズク

ラブ

今泉賞受賞


