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老若 力を合わせてがんばりました！
沼津御用邸記念公園清掃
（沼津野球連盟学童部協働事業） 平成25年12月8日㈰
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）

夢を追いかけよう
温故知新 ̶ 創造と挑戦とスピードで、さらに価値ある奉仕を
ライオンズの「原点を学び、楽しく奉仕」̶ 飛躍への新たな挑戦
感謝の心で・一歩前へ！

We Serve
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クラブスローガン ╱ 感謝の心で・一歩前へ！

NUMAZU LIONS CLUB

年頭にあたって
会長 L. 丹澤忠芳
念なことに 名前と顔が一致しない 、

明けましておめでとうございます。

話をしたことも無い

旧年中は沼津ライオンズクラブの活動にご尽力

との声が聞か

れるのも現実です。後期ではメンバー間の更なる

頂きありがとうございました。

交流を図るための工夫が必要と思います。

昨年は東京オリンピック開催決定、富士山の世
界遺産登録等の明るいニュースがあった反面、振

2014 年は『献眼活動 50 年記念事業』を実行委員

込みサギや I/N 悪用による世間に害を及ぼす犯罪

会の主導のもと実施してまいります。又『CN55 周

が依然として横行した年でもありました。当クラ

年記念事業』が次期に控えています。スローガン

ブでは 8 月に L. 田中章生が、10 月には L. 保坂一

を

巳のあまりにも突然の急逝があり、かけがえのな

間の

い大切な仲間を失うという残念な年でありました。

出そう !!

改めてお二人のご冥福をお祈りいたします。

加とご協力を期待するものであります。

感謝の心で一歩前へ

としました。メンバー

和を大切に 、全てにおいて

一歩前へ踏み

ではありませんか。皆様の積極的なご参

本年が皆様にとって健康で、明るい良い年とな

さてこの数年、会員委員会ならびに増強チーム

ることを祈念します。

の活躍もあり新メンバーの入会に恵まれ沼津ライ
オンズクラブが充実、若返りしてきました。只残

10月

第

1

例会

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式

10月6日㈰10月第1例会が視力福祉委員会の担当でホテル沼津キャッスルにおいて開催されました。例会セレ
モニー終了後、サンウェルぬまづへ移動して献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式に参加し、献眼者の志と遺族の深い
理解に対して、参加者全員で感謝の気持ちを表しました。

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式
▲来賓挨拶
沼津市長・栗原裕康様

平成 25 年 10 月 6 日（日曜日）
13:30〜15:00
ぬまづ健康福祉プラザ サンウェルぬまづ
司会：沼津駿河 LC L. 佐野英行

◇開会のことば

4階

沼津駿河 LC 会長

L. 濱野

弘雄

◇来賓並びに参列者のご紹介

沼津 LC 会長

L. 丹澤

忠芳

◇主催者挨拶

3R・1Z・ZC

L. 宇戸

光行

◇感謝状伝達授与

沼津市長

栗原

＊献眼者ご芳名及びご遺族様ご紹介

沼津千本 LC 会長

L. 肥田

◇来賓のご挨拶

沼津市長

◇物故献眼者に対し黙祷

▲会場風景

▲静岡県アイバンク
副理事長・柳田和夫様

公益財団法人

静岡県アイバンク副理事長

◇ご遺族様代表ご挨拶
＊講師ご紹介
◇講師

▲来賓・参列者の紹介をする
丹澤沼津LC会長

1

▲講演をするL.勧山

弘

沼津香陵 LC 会長

日本アイバンク運動推進協議会
真楽寺住職・沼津 LC 終身会員

◇閉式のことば

裕康様

栗原

裕康様

柳田

和夫様

芹澤

忠久様

L. 森

育夫

最高顧問・理事 L. 勧山

沼津中央 LC 会長

英臣

L. 杉本

弘
和男

クラブスローガン ╱ 感謝の心で・一歩前へ！
クラブスローガン ╱ 感謝の心で・一歩前へ！
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ZC訪問例会
クリスマス家族例会

10月17日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた10月第2例会に334-C地区3R
・1Z・
ZC L.宇戸光行
12月22日㈰沼津リバーサイドホテルにおいて12月第2例会
（クリスマス家族例
と情報・PR委員 L.山岡史明（ともに沼津駿河ライオンズクラブ）
が例会訪問。
またメンバースピーチではL.芦澤剛
会）が行われました。今年の漢字「輪」
にちなんで「ライオンズの輪」
を大切にしようとい
彦が自身の経営する㈲沼津三基の事業内容を、
L.加藤元章は市会議員として取り組んでいる
ドッグシェルターにつ
う第1副会長L.森幹生の開宴挨拶のあと、恒例のボーカルエルの合唱がクリスマスの
いて、
また県信用農業協同組合連合会に勤務するL.田代一裕は静岡県の農業について、
それぞれ簡潔にスピーチし
華やいだ雰囲気を盛り上げ、マジックショーやバルーンパフォーマンス、
お楽しみ抽選
てくれました。
会など盛りだくさんの趣向で楽しくてハートウォーミングなクリスマス例会となりまし
た。
また、
銀婚式を迎えられたL.井上孝喜ご夫妻に記念品が贈られました。

▲ゲストL.山岡の挨拶
▲森第一副会長の
開宴の辞

▲会長挨拶

▲乾杯の発声はもちろん
L.土屋誠司

▲メンバースピーチをするL.芦澤、L.加藤、L.田代（左より）
▲クリスマス例会のオープニングを飾る
恒例のボーカルエルによる合唱
◀10月9日に逝去された終身会員
L.保坂に対して黙祷を捧げた

▲講演する3R・1Z・ZC L.宇戸

第 36 回選抜少年野球沼津交流大会

▲12月誕生月のみなさんのローア。
おめでとうございます

開会式 10月6日㈰ 閉会式 10月13日㈰
▲バルーンパフォーマンス
（於：県営あしたか球場）
優勝 三島ゴールデンイーグルス
準優勝 松野ファイターズ
第3位 焼津豊田少年野球団・島田イーグルス
▲サンタとトナカイと子どもたち

▲開会式で挨拶する丹澤会長

▲お楽しみ抽選会。
くじ引き係の大役を
つとめてくれたL.前田のお孫さん

▲開会式当日 会場入口で献眼登録
受付を行いました

▲悠然とドネーションを数える
テールツイスターL.髙橋
外計画大会委員長▶
がんばりました

◀マジックショーの
アシスタント役で
▲選手宣誓。全
奮闘するL.池田
チームクラブ旗
が集結

▲閉会式 丹澤会長より優勝の三島ゴールデン
イーグルスにライオンズカップ授与
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11月

第

1

例会

クラブスローガン ╱ 感謝の心で・一歩前へ！

環境保全委員会担当例会

11月7日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて、
環境保全委員会の担当で11月第1例会が開催されました。
芝浦セムテック㈱顧問で静岡県及び沼津市の環境関係の要職を多数歴任された佐竹哲郎を講師に迎えて「エネ
ルギーの現状と企業の省エネ」
と題して、
ご講演いただきました。米国で新採掘方法（横に掘る技術）が開発された
シェールガスや夢の国産エネルギーとして期待されるメタンハイドレートさらには、原子力・化石燃料などの枯渇性
エネルギーに対する太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス火力などの再生可能エネルギーについてわかりやすく解
説していただきました。

▲佐竹哲郎氏による講演。
スライドを使ってわかりやすくお話いただいた

▲担当委員長のL.服部厳一郎によるローア

市民憲章額贈呈式
継続アクティビティーである沼津市民憲章額の贈呈式が行われました。本年度は、大岡小学校・大岡南小学
校・大岡中学校の3校へ寄贈。
10月30日㈬丹澤会長・稲野幹事・橋本青少年委員長・L.土井宣博が大岡小学校へ、森第1副会長・大川会
計・中村PR委員長・L.芦澤剛彦が大岡南小学校へ赴き憲章額を贈りました。
また11月5日㈫には三役、橋本
青少年委員長・中村PR委員長・L.芦澤剛彦が大岡中学校を訪れ、
憲章額贈呈式に出席しました。

3

▲大岡小での贈呈式で挨拶する丹澤会長

▲大岡南小の贈呈式で市民憲章を唱和するL.芦澤

▲大岡南小での贈呈式で児童代表に憲章額を贈る
森第1副会長

▲大岡中での贈呈式

クラブスローガン ╱ 感謝の心で・一歩前へ！

11月

第

2

例会

NUMAZU LIONS CLUB

出席委員会担当例会

11月21日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて、出席委員会の担当で
11月第2例会が行われました。順天堂大学名誉教授・東海検診センター理
事長 宮崎東洋（はるひろ）様を講師に迎え、痛みの話「腰痛を中心に」
と題
して講演いただきましたが、腰痛に悩まされている会員も多く、熱心に講師
の話に聞きいっておりました。
また、例会ではLCIFセミナーに参加した第1副会長L.森幹生よりセミ
ナー報告がありました。
なお、例会終了後にはリバーサイドホテルラウンジで二次会が催され、
マ
ジックショーの実演を楽しみ懇親を深めました。

▲スライドを使って丁寧に説明してくださった
宮崎講師

腰痛を起こさないための

注 意 事 項

▲セミナー報告をする森第一副会長

▲担当委員長L.木村のローア

▲二次会ではマジックショーに興じた

・ベッドに入る時は横向きから。
・寝る時の姿勢は横向きか、枕などを膝の
下に入れるとよい。
・座る時は膝の位置を高く。
・胡座（あぐら）はダメ。
・仁王立ちもダメ。
・長時間、同じ格好を続けるのはダメ。
・高い所の作業はダメ。
・物を持つ時は腰ではなく膝を使って持つ。
・荷物は体にくっつけて運ぶ。
・重い物は肩にかつぐ。
・物を運ぶ時、背中が片方へ傾かないよう
に注意する。
・赤ちゃんは胸に抱く。
等々

第58回千本浜ファミリーマラソン大会

会場清掃・献眼登録受付

11月17日㈰の千本浜ファミリーマラソン大会当日、早朝6時30分より多くのメンバーが参加してマラソン会場
の清掃を行いました。
また献眼登録コーナーを設け、大会参加者にアイバンク運動への理解と協力を呼び掛けまし
た。

▲早朝より集合したメンバー

▲清掃活動を前に挨拶する丹澤会長

4
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12月

第

1 年頭にあたって
例会

アクティビティー例会（移動例会）

12月8日㈰8:00〜11:30まで沼津野球連盟学童部との協働ボランティア活動として青少年育成（指導）委員
会長 L. 丹澤忠芳
会、環境保全委員会の担当で沼津御用邸記念公園前海岸の清掃活動を行いました。寒空の下、沼津L.C会員・学童
あわせて220人以上で島郷の海岸を清掃した結果、
まさに、
ゴミひとつないきれいな砂浜となりました。清掃後は一
念なことに
名前と顔が一致しない
、うまそうにカレーを
明けましておめでとうございます。
同、すがすがしい気持ちで担当委員会心づくしのカレーに舌鼓をうちましたが、
おかわりをして、
話をしたことも無い との声が聞か
旧年中は沼津ライオンズクラブの活動にご尽力
ほおばる子どもたちの笑顔が印象的でした。
れるのも現実です。後期ではメンバー間の更なる
頂きありがとうございました。
なお、
清掃終了後、同公園内「主馬」
において例会を行い、
334-C地区3R・1Z次期ZCへのL.竹村喜次就任の件
が審議され承認されました。
交流を図るための工夫が必要と思います。
昨年は東京オリンピック開催決定、富士山の世
界遺産登録等の明るいニュースがあった反面、振

2014 年は『献眼活動 50 年記念事業』を実行委員

込みサギや I/N 悪用による世間に害を及ぼす犯罪

会の主導のもと実施してまいります。又『CN55 周

が依然として横行した年でもありました。当クラ

年記念事業』が次期に控えています。スローガン

ブでは 8 月に L. 田中章生が、10 月には L. 保坂一

を

巳のあまりにも突然の急逝があり、かけがえのな

間の

感謝の心で一歩前へ

としました。メンバー

和を大切に 、全てにおいて

一歩前へ踏み

出そう
!! ではありませんか。皆様の積極的なご参
▲学童野球部高吉文雄会長の挨拶
▲人海戦術の威力は抜群

い大切な仲間を失うという残念な年でありました。
▲清掃に参加した学童野球部
▲挨拶する丹澤会長

加とご協力を期待するものであります。

改めてお二人のご冥福をお祈りいたします。

本年が皆様にとって健康で、明るい良い年とな

さてこの数年、会員委員会ならびに増強チーム

ることを祈念します。

の活躍もあり新メンバーの入会に恵まれ沼津ライ
オンズクラブが充実、若返りしてきました。只残

10月

1

▲学童部・ライオンズメンバー一丸と
なっての清掃作業

▲見違えるほどきれいになった
島郷海岸

▲カレーは大好評でした

▲ライオンズメンバー全員集合

例会
終身会員L.保坂一巳ご逝去
10月6日㈰10月第1例会が視力福祉委員会の担当でホテル沼津キャ
ッスルにおいて開催されました。例会セレ
第

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式

モニー終了後、サンウェルぬまづへ移動して献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式に参加し、
献眼者の志と遺族の深い
謹んでご冥福をお祈り申し上げます
理解に対して、参加者全員で感謝の気持ちを表しました。
終身会員
保坂一巳ライオン

1929年
（昭和4年）
12月14日生まれ
1966年4月入会
（在籍48年）

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式

2013年10月9日逝去
（享年84歳）
◇開会のことば

L. 濱野

弘雄

◇来賓並びに参列者のご紹介

沼津 LC 会長

L. 丹澤

忠芳

◇主催者挨拶

3R・1Z・ZC

L. 宇戸

光行

◇感謝状伝達授与

沼津市長

栗原

＊献眼者ご芳名及びご遺族様ご紹介

沼津千本 LC 会長

L. 肥田

◇来賓のご挨拶

沼津市長

栗原

裕康様

柳田

和夫様

芹澤

忠久様

L. 森

育夫

◇物故献眼者に対し黙祷

▲静岡県アイバンク
副理事長・柳田和夫様

公益財団法人

◇ご遺族様代表ご挨拶
＊講師ご紹介
◇講師

▲来賓・参列者の紹介をする
丹澤沼津LC会長
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静岡県アイバンク副理事長

沼津香陵 LC 会長

日本アイバンク運動推進協議会
真楽寺住職・沼津 LC 終身会員

裕康様

最高顧問・理事 L. 勧山

◇閉式のことば
沼津中央 LC 会長
L.保 坂 一巳におかれましては尊い献眼をしていただきました
▲講演をするL.勧山
弘

辞

沼津駿河 LC 会長

貴方は一九六六年四月一日に沼津ライ

忠芳

オンズクラブにご入会されました︒以来︑
奥様のご内助の下︑四八年間の長きに渡
り 在 籍 さ れ︑そ の 間 会 計 や 会 則 委 員 長︑
YE委員長その他一年︑二年理事の要職
を何度となく歴任され︑沼津ライオンズ
ク ラ ブ の 発 展 に 大 き く 貢 献 さ れ ま し た︒
又︑終身会員として大所高所より若手メ
ンバーの指導︑育成にご尽力され沼津ラ
イオンズクラブにとって無くてはならな
い人でありました︒
会員の葬儀には必ずと言って良いほど
出席されていた貴方は誰よりも会員を大
事にしておられました︒礼儀正しく穏や
かで︑気さくに声を掛けて下さる貴方の
人柄はメンバーの誰からも敬愛されてお
りました︒
私事ですが︑街の中ですれ違った時い
つ も 笑 顔 で 声 を 掛 け て 下 さ い ま し た ね︒
いつか東京駅の地下街でバッタリお会い
してお互いにビックリした事も忘れられ
ません︒
貴方は最後に自らの角膜を提供して下
さり︑眼の見えない人の為に献眼と言う
崇高な奉仕を残して旅立たれました︒私
たち沼津ライオンズクラブのメンバー一
同は貴方が愛し︑守り抜いてきた〝奉仕
の心〟を大切に引継ぎ︑発展させて行く
事をお誓い致します︒
保坂先輩安らかにお眠り下さい︒残念
ですがこれでお別れします︒今まで頂い
たご厚情にメンバー一同心より感謝を申
し 上 げ︑ご 冥 福 を お 祈 り 申 し 上 げ ま す︒
さようなら︒

沼津ライオンズクラブ

丹澤

平成二十五年十月十四日

会 長
▲会場風景

▲来賓挨拶
沼津市長・栗原裕康様

弔

平成 25 年 10 月 6 日（日曜日）
13:30〜15:00
▲在りし日のL.保坂
ご家族と4 階
ぬまづ健康福祉プラザ
サンウェルぬまづ
司会：沼津駿河 LC L. 佐野英行

L. 杉本

英臣

弘
和男

クラブスローガン ╱ 感謝の心で・一歩前へ！
クラブスローガン ╱ 感謝の心で・一歩前へ！

月 第 2 例会
12
10月 第 2 例会

NUMAZU LIONS CLUB
NUMAZU LIONS CLUB

クリスマス家族例会
ZC訪問例会

12月22日㈰沼津リバーサイドホテルにおいて12月第2例会（クリスマス家族例
10月17日㈭沼津リバーサイ
ドホテルにおいて行われた10月第2例会に334-C地区3R
・1Z
・ZC L.宇戸光行
会）が行われました。
今年の漢字「輪」
にちなんで「ライオンズの輪」
を大切にしようとい
と情報・PR委員 L.山岡史明
（ともに沼津駿河ライオンズクラブ）
が例会訪問。
またメンバースピーチではL.芦澤剛
う第1副会長L.森幹生の開宴挨拶のあと、
恒例のボーカルエルの合唱がクリスマスの
彦が自身の経営する㈲沼津三基の事業内容を、
L.加藤元章は市会議員として取り組んでいる
ドッグシェルターにつ
華やいだ雰囲気を盛り上げ、
マジックショーやバルーンパフォーマンス、
お楽しみ抽選
いて、
また県信用農業協同組合連合会に勤務するL.田代一裕は静岡県の農業について、
それぞれ簡潔にスピーチし
会など盛りだくさんの趣向で楽しくてハートウォーミングなクリスマス例会となりまし
てくれました。
た。
また、
銀婚式を迎えられたL.井上孝喜ご夫妻に記念品が贈られました。

▲森第一副会長の
▲乾杯の発声はもちろん
▲ゲストL.山岡の挨拶
開宴の辞
L.土屋誠司

▲会長挨拶

▲クリスマス例会のオープニングを飾る
恒例のボーカルエルによる合唱
▲メンバースピーチをするL.芦澤、L.加藤、L.田代（左より）
◀10月9日に逝去された終身会員
L.保坂に対して黙祷を捧げた

▲講演する3R・1Z・ZC L.宇戸

第 36 回選抜少年野球沼津交流大会

▲12月誕生月のみなさんのローア。
おめでとうございます

▲バルーンパフォーマンス

開会式 10月6日㈰ 閉会式 10月13日㈰
（於：県営あしたか球場）
優勝 三島ゴールデンイーグルス
準優勝 松野ファイターズ
▲お楽しみ抽選会。
くじ引き係の大役を
第3位 焼津豊田少年野球団
・島田イーグルス
▲サンタとトナカイと子どもたち
つとめてくれたL.前田のお孫さん

▲開会式で挨拶する丹澤会長

▲開会式当日 会場入口で献眼登録
受付を行いました

▲悠然とドネーションを数える
テールツイスターL.髙橋
外計画大会委員長▶
がんばりました

◀マジックショーの
アシスタント役で
奮闘するL.池田
▲選手宣誓。全
チームクラブ旗
が集結

▲閉会式 丹澤会長より優勝の三島ゴールデン
イーグルスにライオンズカップ授与

6

2

月

10

第1例会

平成25年10月6日㈰ 12:30 献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式 於：ホテル沼津キャッスル

幹事報告 （総員72名

出席63名

欠席9名

出席率87.5％）

9月22日㈰

第7回沼津ライオンズカップ学童軟式野球大会閉会式

9月24日㈫

9月第2役員会

9月27日㈮

第3回会員増強チーム会合

10月 3日㈭

第3回青少年指導委員会

10月 6日㈰

第36回選抜少年野球沼津交流大会開会式

【ドネーション】

会長、幹事、青少年委員長、L.飯田太志出席

三役、PR、青少年委員長出席

9月第2役員会において、来年度沼津ライオンズクラブよりゾーンチェアパーソンを選出することが承認されました。

第2例会

平成25年10月17日㈭ 18:30 ZC例会訪問 於：沼津リバーサイドホテル

2013
月

11

沼津5LC幹事会

10月 8日㈫

10月第1役員会
歴代会長会

10月11日㈮

第4回会員増強チーム会合

10月13日㈰

第36回選抜少年野球沼津交流大会閉会式

10月14日㈪

平成25年度沼津野球連盟学童部納会

10月17日㈭

ZCとの三役懇談会

歴代会長7名出席

終身会員L.保坂一巳がご逝去されました。尊い献眼をして頂きました。

10月13日㈰

18:00〜L.保坂一巳通夜の偽

10月14日㈪

13:00〜L.保坂一巳本葬儀

L.丹澤 忠芳
L.後藤 行宏
L.大川 祐輝
11月結婚記念日会員より
11月誕生日会員より
L.横山
業
L.竹村 喜次
L.神農 国彦
L.金井 隆直
L.後藤 行宏
L.小原 嘉弘
L.市川 洋一
L.服部厳一郎
L.髙橋
覚
L.赤堀 肇紀
L.杉山 由博
L.土屋 英治
L.木村 幸男
L.服部 行眞
L.森
幹生
亡L.保坂一巳奥様より

多数の会員参列
多数の会員参列

天翔苑・清水
天翔苑・清水

平成25年年11月7日㈭ 18:30

於：沼津リバーサイドホテル

幹事報告 （総員70名 出席61名 欠席9名 出席率87.1％）
10月21日㈪

クラブサクセスワークショップ

10月22日㈫

10月第2役員会

10月30日㈬

沼津市民憲章額贈呈式 （沼津市立大岡小学校）会長、幹事、青少年委員長、L.土井宣博出席

10月30日㈬

第4回献眼運動50年準備委員会

会員委員長L.市川洋一出席

11月 5日㈫

沼津市民憲章額贈呈式 （沼津市立大岡中学校）三役、青少年委員長、PR委員長、L.芦澤剛彦出席

11月 5日㈫

沼津5LC幹事会

11月 5日㈫

第4回青少年指導委員会

（沼津市立大岡南小学校）第1副会長、会計、PR委員長、L.芦澤剛彦出席
準備委員11名参加

平成25年11月21日㈭ 18:30

2013
月

12

11月第1役員会

11月14日㈭

第1回5LC献眼運動50年実行委員会

11月15日㈮

第5回会員増強チーム会合

11月17日㈰

千本浜ファミリーマラソン会場清掃及び献眼登録活動
千本浜ファミリーマラソン開会式
第2回名誉顧問会議

第1例会

合計

会長L.丹澤忠芳出席

L.土屋誠司出席

平成25年12月8日㈰ 8:00 アクティビティー例会（移動例会） 於：沼津御用邸記念公園

幹事報告 （総員70名 出席60名 欠席10名 出席率85.7％）
第5回献眼運動50年準備委員会

11月25日㈪

第2回沼津5LC献眼運動実行委員会

11月26日㈫

11月第2役員会

11月26日㈫

第5回青少年指導委員会

12月 2日㈪

沼津5LC幹事会

12月 3日㈫

第6回青少年指導委員会

12月 5日㈭

第6回献眼運動50年準備委員会

8名出席

12月 6日㈮

第2回ゾーンGM・GLT委員長会

会長L.丹澤忠芳、会員委員長L.市川洋一出席

3R・1ZC L.宇戸、準備委員9名出席
L.竹村喜次、L.徳田和人出席

会長L.丹澤忠芳、幹事L.稲野雅信出席

11月第2役員会において334-C地区 3R・1Z次期ZCにL.竹村喜次の就任が全員一致で承認されました。

平成25年12月22日㈰ 17:30 クリスマス家族例会 於：沼津リバーサイドホテル

幹事報告 （総員70名

出席58名

2013

11月28日㈭

県アイバンク理事会

12月 9日㈪

第3回沼津5LC献眼運動実行委員会

12月17日㈫

第7回献眼運動50年準備委員会

12月18日㈬

第7回青少年指導委員会

欠席12名

出席率82.8％）

L.土屋達郎出席
L.竹村喜次、L.徳田和人出席

クリスマス例会欠席すみません
L.勧山
弘
銀婚式
L.井上 孝喜
母校の同志社「八重の桜」最終回
L.森
幹生
計画大会委員長 クリスマス例会無事完了
L.外
信之
婚結記念日祝いとして
12月結婚記念日会員より
12月誕生日会員より 誕生日祝いとして
入会39年
L.土屋 誠司
入会25年
L.大古田一郎
入会13年
L.丹澤 忠芳
入会12年
L.瀬尾 孝寛
入会4年
L.土屋 英治
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.井上 孝喜
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.金井 隆直
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.池田 宏明
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.土屋 英治
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.小野 弘人
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.加藤 元章
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.小原 嘉弘
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.森
幹生
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.土屋 恭博
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.丹澤 忠芳
ご夫婦でクリスマス例会出席
L.大川 祐輝
10月ゴルフ部準優勝
L.前田 利定
11月ゴルフ部優勝
L.大古田一郎
12月ゴルフ部優勝
L.瀬尾 孝寛
12月ゴルフ部準優勝
L.鈴木 邦介
クリスマス例会で景品の当たった方より
クリスマス例会で市川組より徴収ドネーション
クリスマス例会で舞台に上がった方より

計
計

準備委員9名出席

【ファイン】

青少年指導委員5名、幹事出席

12月第1例会におきまして334C地区 3R1Z次期ZCにL.竹村喜次が全員一致で承認されました。

2014年
（平成26年）
1月23日発行
〈735号〉

334C-3R1Z

http://www.numazu-lionsclub.jp.
●会長╱L.丹澤忠芳

137,000 円

【ドネーション】

33名出席

11月22日㈮

第2例会

137,000 円
0円

12月度ドネーション

L.竹村喜次、L.徳田和人出席

会長L.丹澤忠芳出席

第2回ガバナー諮問委員会

計
計

【ファイン】

於：沼津リバーサイドホテル

11月12日㈫

11月20日㈬

128,000 円

千本浜ファミリーマラソン天気よかったでしょう
沼津商工会議所副会頭就任
新婚旅行から無事帰還
婚結記念日祝いとして
誕生日祝いとして
入会38年
入会26年
入会18年
入会16年
入会16年
入会16年
入会15年
入会8年
入会8年
10月に中国から無事帰還
千本浜ファミリーマラソン10km完走
クラブ会員１人ゲット
担当例会無事完了しました
10月ゴルフ部優勝
11月ゴルフ部優勝
会葬御礼

幹事報告 （総員70名 出席59名 欠席11名 出席率84.2％）

沼津朝日賞贈呈式

128,000 円
0円

【ドネーション】

会長、幹事、青少年委員長出席

会長、幹事出席

10月 9日㈬

11月19日㈫

計
計

11月度ドネーション
会長、幹事、PR、青少年委員長出席

10月第1役員会においてL.木村高康の退会が承認されました。

第2例会

学童野球新聞掲載
新店舗開店
お節料理のＣＭ
全快祝い
自宅新築祝い
婚結記念日祝いとして
誕生日祝いとして
L.田代 一裕ごめんなさい！
会葬御礼

合計

10月 9日㈬

第1例会

L.丹澤 忠芳
L.後藤 行宏
L.齊藤 研一
L.鈴木 清次
L.森本耕太郎
10月結婚記念日会員より
10月誕生日会員より
L.髙橋
覚
亡L.田中章生奥様より

【ファイン】

幹事報告 （総員70名 出席61名 欠席9名 出席率87.1％）
10月 7日㈪

10月度ドネーション

合計

118,750 円
1,500 円

120,250 円

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】

●PR情報委員長╱L.中村

信

●印刷╱不二印刷株式会社

