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“We Serve”「われわれは奉仕する」

“命の尊厳と和”
“心の平和は　健康への第一歩”
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“感動の輪を築く同志の輪”
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会報

奉仕のこころ育む協働事業
第1例会
幹事報告

第1例会 平成27年10月3日㈯13:15　アクティビティー例会　於：さんさんホール
（総員66名　出席63名　欠席3名　出席率95.4％）幹事報告10

月    9月18日㈮　勧山弘氏叙勲をお祝いする会　発起人会

   9月29日㈫　9月第2役員会

   9月29日㈫　勧山弘氏叙勲をお祝いする会　実行委員会

  9月30日㈬　勧山弘氏叙勲をお祝いする会

10月  6日㈪　5LC幹事会　幹事出席

10月  6日㈪　10月第1役員会

10月  7日㈬　千本浜ファミリーマラソン大会打合せ　幹事、L.木村出席

10月  8日㈭　日本アイバンク運動推進協議会　第38回全国大会（みえ大会）　会長、L.勧山、L.清水、L.土屋（英）出席

10月11日㈰　第38回選抜少年野球沼津交流大会　開会式　会長、幹事、L.榊原、L.徳田、L.清水出席

10月11日㈰　沼津千本LC　CN50周年・沼津千本LSC　結成30周年記念式典

10月12日㈪　献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式　会長、幹事、L.勧山、L.竹村、他5名出席

10月14日㈬　ライオンズ育成グループ第1回研修会　L.小林（龍）出席

11月10日㈫　11月第1役員会

11月11日㈬　第2回5LC100周年記念事業検討委員会　L.森、L.小原出席

11月15日㈰　第60回千本浜ファミリーマラソン大会　雨天の為中止

11月16日㈪　歴代会長会

11月17日㈫　沼津朝日賞贈呈式　会長出席

第2例会 平成27年10月15日㈭18:30　ZC訪問例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員66名　出席56名　欠席10名　出席率84.8％）

第1例会 平成27年11月5日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席58名　欠席10名　出席率85.2％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

10月  9日㈮　会員委員会　L.前田、L.赤堀、L.鈴木（善）、L.小池、L.横山出席

10月16日㈮　薬物乱用防止教育認定講師養成講座　L.榊原出席

10月20日㈫　10月第2役員会

10月23日㈮　沼津市民憲章額贈呈式（沼津市立愛鷹中学校）　三役、L.徳田出席

10月24日㈯　第38回選抜少年野球沼津交流大会　決勝戦・閉会式　三役、L.榊原、L.徳田出席

10月25日㈰　平成27年度沼津野球連盟学童部納会　会長、第一副会長、会計、L.榊原出席

11月  2日㈪　沼津市民憲章額贈呈式（沼津市立愛鷹小学校）　会長、第一副会長、L.徳田出席

11月  4日㈬　クラブサクセスワークショップ　第一副会長出席

11月  4日㈬　第5回5LC幹事会　幹事出席

11月  5日㈭　新会員セミナー

平成27年11月19日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席59名　欠席9名　出席率86.7％）

計   28,000 円
       0 円

計   336,000 円
         0 円

10月度ドネーション

11月度ドネーション

合計 28,000 円

合計 336,000 円

12月度ドネーション

【ファイン】

【ファイン】

沼津御用邸記念公園裏海岸（島郷海岸）清掃
（沼津野球連盟学童部と協働事業）平成27年12月6日㈰
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平成27年12月6日㈰11:10　アクティビティー例会　於：沼津御用邸記念公園
（総員68名　出席63名　欠席5名　出席率92.6％）

第2例会 平成27年12月19日㈯17:30　クリスマス家族例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席63名　欠席5名　出席率92.6％）幹事報告

12月14日㈪　ライオンズ育成グループ第2回研修会　L.小林（龍）出席

12月17日㈭　計画大会委員会

11月24日㈫　11月第2役員会

11月26日㈭　計画大会委員会

12月  2日㈬　第2回ガバナー諮問委員会　会長、幹事出席

12月  2日㈬　5LC会長会　会長出席

12月  2日㈬　5LC幹事会　幹事出席

12月  2日㈬　第2回ゾーンGMT・GLT委員長会議　会長、L.前田出席

12
月
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L.芹澤忠久

L.大谷知津子

L.森　公孝

L.金井隆直

L.小林龍司

L.原川達也

L.後藤行宏

L.後藤行宏

L.服部行眞

L.金子俊道

L.大城一真

L.佐々木宏行

L.竹村喜次

L.木村幸男

L.芦澤剛彦

L.清水英一郎

L.森　幹生

ZC最後のクラブ訪問

女性会員入会を祝して

地区役員としてクラブ訪問

誕生日、結婚記念日

誕生日、タイから無事帰国

ゴルフ部９月例会優勝

勧山氏叙勲お祝会無事終了

結婚記念日

結婚記念日

誕生日

結婚記念日

結婚記念日

誕生日

タイから無事帰国

新車購入

日本アイバンク運動第38回全国大会に参加

ゴルフ部９月例会準優勝

【ドネーション】

L.赤堀肇紀

L.赤堀肇紀

L.後藤行宏

L.竹村喜次

L.小原嘉弘

L.横山　業

L.勧山　弘

L.芹澤明寛

L.榊原　晃

L.北村清一郎

L.北村清一郎

L.大城一真

L.河村忠彦

L.原川達也

L.芦澤剛彦

L.渡邉　豊

L.加藤元章

静岡新聞に会社紹介記事掲載

母校掛川西高高校野球秋季県大会優勝

市民憲章額贈呈式　静岡新聞記事掲載

藍綬褒章受章

孫誕生

結婚記念日に花を頂いた御礼

叙勲祝賀会返礼

ゴルフ部11月例会優勝

ゴルフ部11月例会準優勝

結婚記念日

長女結婚

沼津税務推進協議会長表彰、沼朝記事掲載

結婚記念日

結婚記念日

結婚記念日

結婚記念日

誕生日

【ドネーション】

抽選会

L.芹澤明寛

L.森　幹生

L.塩崎享一

L.小野弘人

L.土井宣博

クリスマス例会参加者有志

ちょっと良い事があったので

前年度優秀会長賞他

誕生日、還暦

結婚25周年

誕生日

【ドネーション】

計　

計   54,000 円
       0 円

合計 54,000 円

【ファイン】 計　

計　

ひと ひと

奉仕のこころ育む協働事業
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クラブスローガン╱『温 故 創 新』 クラブスローガン╱『温 故 創 新』

▲アワードを受けるL.森とL.竹村

▲開宴挨拶をする
　村林第一副会長

▲L.服部行眞による
　乾杯の発声

▲銀婚式おめでとう
　L.小野ご夫妻

▲お子様プレゼントタイム（加藤サンタとトナカイ金子が大活躍）

▲お楽しみ抽選会でアシスタントを
　つとめる柏木幹事のお嬢さん・文伽さん

▲おめでとう沼津ライオンズクラブ賞
　L.中村信ご夫妻 ▲テールツイスターも大活躍

▲楽しい宴を閉める
　大川第二副会長挨拶

▲花吹雪を降らすのは後藤会長

▲マルチものまね
　タレント
　鈴木まゆさん

◎前年度クラブ優秀賞
　・前会長　L.森幹生
　・前幹事　L.小原嘉弘

◎ZCアワード賞
　・前ゾーンチェアパーソン　L.竹村喜次

アワード

銀婚祝

◎メンバーシップキー賞
　・L.森幹生
◎会員増強賞
　・L.森幹生

L.髙橋　覚　　L.小野弘人

年頭にあたって

10月 第  　例会11
　10月3日㈯に実施された10月第1例会（アクティビティー例会）は、昨年にひきつづき、メンバーが市内街頭に
立って、献眼登録ピーアールおよび受付活動を行いました。沼津駅南口さんさんホール2階で13:30より行われた
例会セレモニーおよび事業説明のあと、メンバーは3か所の実施場所（沼津駅南口ロータリー・沼津駅北口ロータ
リー・仲見世マルホシ前）で積極的に献眼登録のピーアールと受付を実施しました。角膜移植についての質問を寄せ
られた方には懇切丁寧に説明をし、約1時間半の街頭活動で50件もの新規登録受付獲得という大成果を得ること
ができました。

アクティビティー例会

12月 第  　例会22
　12月19日㈯沼津リバーサイドホテルにおいて12月第2例会（クリスマス家族例会）が行われました。まず、例会
において種々のアワードが贈呈されました。その後、村林第一副会長の開宴の挨拶により華やかなクリスマスの宴の
幕は切って落とされ、ものまねタレント鈴木まゆさんによる、ものまねライブ歌謡ショーや豪華景品の当たるお楽し
み抽選会など盛りだくさんの趣向で、おおいに盛り上がった楽しい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.髙橋覚とL.小野弘人ご夫妻に記念品が贈られました。

クリスマス家族例会

年頭にあたって

　明けましておめでとうございます。
　清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。旧年中は皆様に大変お世話になりまし
た。お陰様で前期のクラブ運営・事業を無事滞
りなく進めることができました、皆様のご理解・
ご協力に感謝申し上げます。
　昨年は戦後 70 年の節目の年で、戦争の悲惨
さと戦後の日本の復興・繁栄と平和についてあ
らためて考えさせられました。最近では世界各
地でテロ事件が多発し新しい争いが起きていま
す、1 日も早く世界に平和が訪れることを祈っ
ております。
　昨年春の叙勲で L. 勧山弘が 50 年以上にわた
り献眼運動を推進したご功績が認められて旭日
双光章を受章されました。人間愛に基づく奉仕
である献眼運動が日本国から正式に認められた
ことで、ご本人だけでなくアイバンク関係者と
ライオンズクラブ関係者にとってもたいへん光
栄なことです。

　また沼津ライオンズクラブ 56 年の歴史で初
の女性正会員 L. 加藤明子をはじめ 5名の新会員
が入会しました、今後の活躍を期待しています。
最近 10 年で新しい会員が増えてクラブの平均
年齢も平均在籍年数も大幅に下がり、会員の半
数近くが在籍 10 年未満になっています。最近
入会した会員とキャリアのある会員との交流・
親睦を図りクラブの和をつくり、例会を有意義
なものにして積極的な委員会活動・事業をして
ゆきます。
　本年度はスローガン『温故創新』を掲げて活
動してきました、故きを温ねて新しきを創る。
沼津ライオンズクラブの歴史と伝統を守りなが
ら、これからの時代に対応した、クラブの運営・
奉仕活動を考えていきます。あと残り半年とな
りましたが、本年も皆様のご支援・ご協力よろ
しくお願い申し上げます。
　皆様のご健勝・ご多幸と本年が素晴らしい年
になることを祈念しています。

 会長  L. 後藤行宏

2016 年1月
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L. 竹村喜次

藍綬褒章
を受章

L. 竹村喜次

藍綬褒章
を受章

クラブスローガン╱『温 故 創 新』 クラブスローガン╱『温 故 創 新』

10月 第  　例会22
　10月15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.芹澤忠久

（沼津香陵LC）、334-C地区3R LCIF・献眼・献腎・献血委員 L.森公孝（沼津香陵LC）、334-C地区3R女性会員増
強推進特別委員 L.大谷知津子（沼津中央LC）が例会訪問されました。芹澤ZCのいつもながらの軽妙洒脱なご挨拶
のあと、森・大谷両委員より、それぞれの職責について熱意のこもったお話をいただきました。また、L.森幹生、L.大川
祐輝に会員増強アワードピン、在籍25年のL.芹澤明寛にマイルストーンシェブロンが、それぞれ贈呈された他、L.大
城一真・L.金子俊道・L.小林太郎の3名の新会員のメンバースピーチも行われました。

ZC訪問例会

12月 第  　例会11
　12月第1例会は青少年委員会・環境保全委員会の担当で、12月6日㈰8:15より、本年も沼津野球連盟学童部と
の協働奉仕事業として沼津御用邸記念公園裏の海岸清掃を実施しました。沼津ライオンズクラブ会員・学童合わせ
て200名以上が力を合わせて清掃作業に励んだ結果、海岸は見る見る間に美しい姿を取り戻していきました。清掃
後は恒例となった担当委員会による心づくしのカレーに舌鼓を打ちました。なお、清掃終了後、同公園内「主馬」にお
いて例会を行い、2015～2016年度指名委員会選任の件が審議・承認されました。

　L.竹村喜次が長年にわたって調定委員を
つとめられたご功績により、藍綬褒章を受章
されました。L.勧山弘の旭日双光章受章につ
づいて、わが沼津ライオンズクラブにとって
も誇るべき慶事であります。まことにおめで
とうございます。

アクティビティー例会

▲沼津駅北口ロータリー担当の面面 ▲大奮闘の清水視力福祉副委員長
▲ベテラン会員のみなさんにも頑張って
　いただきました

▲挨拶するゾーンチェアパーソン L.芹澤（忠）

▲一心不乱に清掃作業に励むメンバーと学童たち

▲収集されたゴミ袋の山

▲爽やかな汗を流した後のカレーの味は格別だ!!

▲孫と爺じのようです ▲ライオンズメンバー全員集合

▲森委員 ▲大谷委員

▲チラシを手渡して献眼PRをするL.竹村

▲会員増強アワードピンを受けたL.大川とL.森

▲マイルストーンシェブロンを受けたL.芹澤（明） ▲メンバースピーチをする3名の新会員

▲会長・前会長には沼津駅南口ロータリーに
　立っていただきました

▲メンバーの好対応により和やかな雰囲気の内に
　登録をいただいた（仲見世にて）
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市民憲章額贈呈式

第38回

・10月23日㈮ 沼津市立愛鷹中学校
・11月　2日㈪ 沼津市立愛鷹小学校

新会員紹介

L. 杉山純哉
1977年4月15日生
㈱杉山建設　代表取締役
スポンサー→L.柏木雅博

すぎやま

L. 加藤明子
1975年8月12日生
沼津市議会議員
スポンサー→L.野田金次郎

かとう あきこ
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NUMAZU LIONS CLUB クラブスローガン╱『温 故 創 新』 クラブスローガン╱『温 故 創 新』

感 謝 状 伝 達 式
献 眼 者 厚 生 労 働 大 臣NPO法人日本アイバンク運動推進協議会

第 38回全国大会“みえ大会”
平成27年10月8日㈭
四日市市総合会館

感 謝 状 伝 達 式
献 眼 者 厚 生 労 働 大 臣

平成27年10月12日（月・体育の日）
千本プラザ

◀担当委員長と
副委員長に
よるローア。
少人数ながら
精力的に活
動してくれる
PR情報委員
会に感謝!!

▲背筋をピンとのばして講演するL.勧山 ▲ご遺族代表の小林様挨拶

▲堀田静岡県アイバンク理事長を囲んで
▲出口喜男日本アイバンク運動推進
　協議会理事長とL.勧山・後藤会長

▲市民憲章推進協議会会長として
　挨拶するL.竹村（愛鷹中）

▲講演する堤氏

▲講師の水野氏

▲後藤会長よりL.勧山へ叙勲記念楯を贈呈

▲入会式で誓いの言葉を述べる2名の新会員

▲後藤会長より生徒代表に
　市民憲章額贈呈（愛鷹中）

▲児童に向かって挨拶する
　後藤会長（愛鷹小）

▲児童代表より御礼の
　挨拶を受ける（愛鷹小）

▲L.土屋（英）とL.清水
　「ご苦労様でした」

　11月5日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてLCIF委員会の担当で11月第1例会が開催されました。みずほ証券
㈱投資情報部ディレクター　堤　孝一様を講師としてお招きし、「マーケットの見通しと最近の状況」と題して、日米
株の動きや中国経済の動向、米利上げが金融市場に及ぼす影響などグローバルな投資環境と日本の投資環境など
についてご講演いただきました。またL.杉山純哉と沼津ライオンズクラブにとって記念すべき初の女性会員となるL.
加藤明子の入会式も執り行われ、晴れて2名の新会員が誕生しました。今後のご活躍を大いに期待いたします。

準優勝

▲後藤会長による始球式 ▲開会式場でも献眼登録をPR

▲閉会式　後藤会長より優勝チームに
　ライオンズカップ授与

▲準優勝チームにメダルを授与する
　後藤会長

開会式 10月11日㈰
決勝戦・閉会式 10月24日㈯
於：県営あしたか球場

焼津武蔵
（焼津市）

沢田少年野球団
（沼津市）

優勝優勝

準優勝

選抜少年野球沼津交流大会

1 1月 第  　例会11 LCIF委員会担当例会

　11月19日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてPR情報委員会の担当で11月第2例会が開催されました。著名な
国際エコノミストで沼津市とも縁の深い水野隆徳様を講師としてお招きし、「情報に振り回される金融市場」と題し
て、ご講演いただきました。日銀の黒田総裁の打ち出した異次元の金融緩和政策による・消費者物価指数２％上昇・
デフレ脱却のシナリオは、安倍政権の経済政策いわゆるアベノミクスの３本の矢①株高②円安③成長戦略のうち
①、②については相当の成果をあげることができましたが③の成長戦略については、未だ明確な方向性を示しえて
いない現状のなか、先生は安倍総理の対中・対韓外交や経済政策に一定の評価を与えつつも、2016年の日本経済
予測としては、①世界経済がデフレの方向に向かっておりIMF・OECDの世界経済予測が下方修正された、②日本国

内の物価目標が未達、③金利が上がらないなどの要因をあげて、決して楽
観できる情況ではないと述べられました。果たして2016年の日本経済は
如何に？
　また、L.勧山弘に対して旭日双光章受章の記念として叙勲記念楯が贈呈
されました。

1 1月 第  　例会２２ PR情報委員会担当例会

じゅんや
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市民憲章額贈呈式

第38回

・10月23日㈮ 沼津市立愛鷹中学校
・11月　2日㈪ 沼津市立愛鷹小学校

新会員紹介

L. 杉山純哉
1977年4月15日生
㈱杉山建設　代表取締役
スポンサー→L.柏木雅博

すぎやま

L. 加藤明子
1975年8月12日生
沼津市議会議員
スポンサー→L.野田金次郎

かとう あきこ
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感 謝 状 伝 達 式
献 眼 者 厚 生 労 働 大 臣NPO法人日本アイバンク運動推進協議会

第 38回全国大会“みえ大会”
平成27年10月8日㈭
四日市市総合会館

感 謝 状 伝 達 式
献 眼 者 厚 生 労 働 大 臣

平成27年10月12日（月・体育の日）
千本プラザ

◀担当委員長と
副委員長に
よるローア。
少人数ながら
精力的に活
動してくれる
PR情報委員
会に感謝!!

▲背筋をピンとのばして講演するL.勧山 ▲ご遺族代表の小林様挨拶

▲堀田静岡県アイバンク理事長を囲んで
▲出口喜男日本アイバンク運動推進
　協議会理事長とL.勧山・後藤会長

▲市民憲章推進協議会会長として
　挨拶するL.竹村（愛鷹中）

▲講演する堤氏

▲講師の水野氏

▲後藤会長よりL.勧山へ叙勲記念楯を贈呈

▲入会式で誓いの言葉を述べる2名の新会員

▲後藤会長より生徒代表に
　市民憲章額贈呈（愛鷹中）

▲児童に向かって挨拶する
　後藤会長（愛鷹小）

▲児童代表より御礼の
　挨拶を受ける（愛鷹小）

▲L.土屋（英）とL.清水
　「ご苦労様でした」

　11月5日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてLCIF委員会の担当で11月第1例会が開催されました。みずほ証券
㈱投資情報部ディレクター　堤　孝一様を講師としてお招きし、「マーケットの見通しと最近の状況」と題して、日米
株の動きや中国経済の動向、米利上げが金融市場に及ぼす影響などグローバルな投資環境と日本の投資環境など
についてご講演いただきました。またL.杉山純哉と沼津ライオンズクラブにとって記念すべき初の女性会員となるL.
加藤明子の入会式も執り行われ、晴れて2名の新会員が誕生しました。今後のご活躍を大いに期待いたします。

準優勝

▲後藤会長による始球式 ▲開会式場でも献眼登録をPR

▲閉会式　後藤会長より優勝チームに
　ライオンズカップ授与

▲準優勝チームにメダルを授与する
　後藤会長

開会式 10月11日㈰
決勝戦・閉会式 10月24日㈯
於：県営あしたか球場

焼津武蔵
（焼津市）

沢田少年野球団
（沼津市）

優勝優勝

準優勝

選抜少年野球沼津交流大会

1 1月 第  　例会11 LCIF委員会担当例会

　11月19日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてPR情報委員会の担当で11月第2例会が開催されました。著名な
国際エコノミストで沼津市とも縁の深い水野隆徳様を講師としてお招きし、「情報に振り回される金融市場」と題し
て、ご講演いただきました。日銀の黒田総裁の打ち出した異次元の金融緩和政策による・消費者物価指数２％上昇・
デフレ脱却のシナリオは、安倍政権の経済政策いわゆるアベノミクスの３本の矢①株高②円安③成長戦略のうち
①、②については相当の成果をあげることができましたが③の成長戦略については、未だ明確な方向性を示しえて
いない現状のなか、先生は安倍総理の対中・対韓外交や経済政策に一定の評価を与えつつも、2016年の日本経済
予測としては、①世界経済がデフレの方向に向かっておりIMF・OECDの世界経済予測が下方修正された、②日本国

内の物価目標が未達、③金利が上がらないなどの要因をあげて、決して楽
観できる情況ではないと述べられました。果たして2016年の日本経済は
如何に？
　また、L.勧山弘に対して旭日双光章受章の記念として叙勲記念楯が贈呈
されました。

1 1月 第  　例会２２ PR情報委員会担当例会

じゅんや
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L. 竹村喜次

藍綬褒章
を受章

L. 竹村喜次

藍綬褒章
を受章
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10月 第  　例会22
　10月15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.芹澤忠久

（沼津香陵LC）、334-C地区3R LCIF・献眼・献腎・献血委員 L.森公孝（沼津香陵LC）、334-C地区3R女性会員増
強推進特別委員 L.大谷知津子（沼津中央LC）が例会訪問されました。芹澤ZCのいつもながらの軽妙洒脱なご挨拶
のあと、森・大谷両委員より、それぞれの職責について熱意のこもったお話をいただきました。また、L.森幹生、L.大川
祐輝に会員増強アワードピン、在籍25年のL.芹澤明寛にマイルストーンシェブロンが、それぞれ贈呈された他、L.大
城一真・L.金子俊道・L.小林太郎の3名の新会員のメンバースピーチも行われました。

ZC訪問例会

12月 第  　例会11
　12月第1例会は青少年委員会・環境保全委員会の担当で、12月6日㈰8:15より、本年も沼津野球連盟学童部と
の協働奉仕事業として沼津御用邸記念公園裏の海岸清掃を実施しました。沼津ライオンズクラブ会員・学童合わせ
て200名以上が力を合わせて清掃作業に励んだ結果、海岸は見る見る間に美しい姿を取り戻していきました。清掃
後は恒例となった担当委員会による心づくしのカレーに舌鼓を打ちました。なお、清掃終了後、同公園内「主馬」にお
いて例会を行い、2015～2016年度指名委員会選任の件が審議・承認されました。

　L.竹村喜次が長年にわたって調定委員を
つとめられたご功績により、藍綬褒章を受章
されました。L.勧山弘の旭日双光章受章につ
づいて、わが沼津ライオンズクラブにとって
も誇るべき慶事であります。まことにおめで
とうございます。

アクティビティー例会

▲沼津駅北口ロータリー担当の面面 ▲大奮闘の清水視力福祉副委員長
▲ベテラン会員のみなさんにも頑張って
　いただきました

▲挨拶するゾーンチェアパーソン L.芹澤（忠）

▲一心不乱に清掃作業に励むメンバーと学童たち

▲収集されたゴミ袋の山

▲爽やかな汗を流した後のカレーの味は格別だ!!

▲孫と爺じのようです ▲ライオンズメンバー全員集合

▲森委員 ▲大谷委員

▲チラシを手渡して献眼PRをするL.竹村

▲会員増強アワードピンを受けたL.大川とL.森

▲マイルストーンシェブロンを受けたL.芹澤（明） ▲メンバースピーチをする3名の新会員

▲会長・前会長には沼津駅南口ロータリーに
　立っていただきました

▲メンバーの好対応により和やかな雰囲気の内に
　登録をいただいた（仲見世にて）
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▲アワードを受けるL.森とL.竹村

▲開宴挨拶をする
　村林第一副会長

▲L.服部行眞による
　乾杯の発声

▲銀婚式おめでとう
　L.小野ご夫妻

▲お子様プレゼントタイム（加藤サンタとトナカイ金子が大活躍）

▲お楽しみ抽選会でアシスタントを
　つとめる柏木幹事のお嬢さん・文伽さん

▲おめでとう沼津ライオンズクラブ賞
　L.中村信ご夫妻 ▲テールツイスターも大活躍

▲楽しい宴を閉める
　大川第二副会長挨拶

▲花吹雪を降らすのは後藤会長

▲マルチものまね
　タレント
　鈴木まゆさん

◎前年度クラブ優秀賞
　・前会長　L.森幹生
　・前幹事　L.小原嘉弘

◎ZCアワード賞
　・前ゾーンチェアパーソン　L.竹村喜次

アワード

銀婚祝

◎メンバーシップキー賞
　・L.森幹生
◎会員増強賞
　・L.森幹生

L.髙橋　覚　　L.小野弘人

年頭にあたって

10月 第  　例会11
　10月3日㈯に実施された10月第1例会（アクティビティー例会）は、昨年にひきつづき、メンバーが市内街頭に
立って、献眼登録ピーアールおよび受付活動を行いました。沼津駅南口さんさんホール2階で13:30より行われた
例会セレモニーおよび事業説明のあと、メンバーは3か所の実施場所（沼津駅南口ロータリー・沼津駅北口ロータ
リー・仲見世マルホシ前）で積極的に献眼登録のピーアールと受付を実施しました。角膜移植についての質問を寄せ
られた方には懇切丁寧に説明をし、約1時間半の街頭活動で50件もの新規登録受付獲得という大成果を得ること
ができました。

アクティビティー例会

12月 第  　例会22
　12月19日㈯沼津リバーサイドホテルにおいて12月第2例会（クリスマス家族例会）が行われました。まず、例会
において種々のアワードが贈呈されました。その後、村林第一副会長の開宴の挨拶により華やかなクリスマスの宴の
幕は切って落とされ、ものまねタレント鈴木まゆさんによる、ものまねライブ歌謡ショーや豪華景品の当たるお楽し
み抽選会など盛りだくさんの趣向で、おおいに盛り上がった楽しい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.髙橋覚とL.小野弘人ご夫妻に記念品が贈られました。

クリスマス家族例会

年頭にあたって

　明けましておめでとうございます。
　清々しい新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。旧年中は皆様に大変お世話になりまし
た。お陰様で前期のクラブ運営・事業を無事滞
りなく進めることができました、皆様のご理解・
ご協力に感謝申し上げます。
　昨年は戦後 70 年の節目の年で、戦争の悲惨
さと戦後の日本の復興・繁栄と平和についてあ
らためて考えさせられました。最近では世界各
地でテロ事件が多発し新しい争いが起きていま
す、1 日も早く世界に平和が訪れることを祈っ
ております。
　昨年春の叙勲で L. 勧山弘が 50 年以上にわた
り献眼運動を推進したご功績が認められて旭日
双光章を受章されました。人間愛に基づく奉仕
である献眼運動が日本国から正式に認められた
ことで、ご本人だけでなくアイバンク関係者と
ライオンズクラブ関係者にとってもたいへん光
栄なことです。

　また沼津ライオンズクラブ 56 年の歴史で初
の女性正会員 L. 加藤明子をはじめ 5名の新会員
が入会しました、今後の活躍を期待しています。
最近 10 年で新しい会員が増えてクラブの平均
年齢も平均在籍年数も大幅に下がり、会員の半
数近くが在籍 10 年未満になっています。最近
入会した会員とキャリアのある会員との交流・
親睦を図りクラブの和をつくり、例会を有意義
なものにして積極的な委員会活動・事業をして
ゆきます。
　本年度はスローガン『温故創新』を掲げて活
動してきました、故きを温ねて新しきを創る。
沼津ライオンズクラブの歴史と伝統を守りなが
ら、これからの時代に対応した、クラブの運営・
奉仕活動を考えていきます。あと残り半年とな
りましたが、本年も皆様のご支援・ご協力よろ
しくお願い申し上げます。
　皆様のご健勝・ご多幸と本年が素晴らしい年
になることを祈念しています。

 会長  L. 後藤行宏

2016 年1月
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会報

奉仕のこころ育む協働事業
第1例会
幹事報告

第1例会 平成27年10月3日㈯13:15　アクティビティー例会　於：さんさんホール
（総員66名　出席63名　欠席3名　出席率95.4％）幹事報告10

月    9月18日㈮　勧山弘氏叙勲をお祝いする会　発起人会

   9月29日㈫　9月第2役員会

   9月29日㈫　勧山弘氏叙勲をお祝いする会　実行委員会

  9月30日㈬　勧山弘氏叙勲をお祝いする会

10月  6日㈪　5LC幹事会　幹事出席

10月  6日㈪　10月第1役員会

10月  7日㈬　千本浜ファミリーマラソン大会打合せ　幹事、L.木村出席

10月  8日㈭　日本アイバンク運動推進協議会　第38回全国大会（みえ大会）　会長、L.勧山、L.清水、L.土屋（英）出席

10月11日㈰　第38回選抜少年野球沼津交流大会　開会式　会長、幹事、L.榊原、L.徳田、L.清水出席

10月11日㈰　沼津千本LC　CN50周年・沼津千本LSC　結成30周年記念式典

10月12日㈪　献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式　会長、幹事、L.勧山、L.竹村、他5名出席

10月14日㈬　ライオンズ育成グループ第1回研修会　L.小林（龍）出席

11月10日㈫　11月第1役員会

11月11日㈬　第2回5LC100周年記念事業検討委員会　L.森、L.小原出席

11月15日㈰　第60回千本浜ファミリーマラソン大会　雨天の為中止

11月16日㈪　歴代会長会

11月17日㈫　沼津朝日賞贈呈式　会長出席

第2例会 平成27年10月15日㈭18:30　ZC訪問例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員66名　出席56名　欠席10名　出席率84.8％）

第1例会 平成27年11月5日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席58名　欠席10名　出席率85.2％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

10月  9日㈮　会員委員会　L.前田、L.赤堀、L.鈴木（善）、L.小池、L.横山出席

10月16日㈮　薬物乱用防止教育認定講師養成講座　L.榊原出席

10月20日㈫　10月第2役員会

10月23日㈮　沼津市民憲章額贈呈式（沼津市立愛鷹中学校）　三役、L.徳田出席

10月24日㈯　第38回選抜少年野球沼津交流大会　決勝戦・閉会式　三役、L.榊原、L.徳田出席

10月25日㈰　平成27年度沼津野球連盟学童部納会　会長、第一副会長、会計、L.榊原出席

11月  2日㈪　沼津市民憲章額贈呈式（沼津市立愛鷹小学校）　会長、第一副会長、L.徳田出席

11月  4日㈬　クラブサクセスワークショップ　第一副会長出席

11月  4日㈬　第5回5LC幹事会　幹事出席

11月  5日㈭　新会員セミナー

平成27年11月19日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席59名　欠席9名　出席率86.7％）

計   28,000 円
       0 円

計   336,000 円
         0 円

10月度ドネーション

11月度ドネーション

合計 28,000 円

合計 336,000 円

12月度ドネーション

【ファイン】

【ファイン】

沼津御用邸記念公園裏海岸（島郷海岸）清掃
（沼津野球連盟学童部と協働事業）平成27年12月6日㈰

2
0
1
5

11
月

2
0
1
5

平成27年12月6日㈰11:10　アクティビティー例会　於：沼津御用邸記念公園
（総員68名　出席63名　欠席5名　出席率92.6％）

第2例会 平成27年12月19日㈯17:30　クリスマス家族例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員68名　出席63名　欠席5名　出席率92.6％）幹事報告

12月14日㈪　ライオンズ育成グループ第2回研修会　L.小林（龍）出席

12月17日㈭　計画大会委員会

11月24日㈫　11月第2役員会

11月26日㈭　計画大会委員会

12月  2日㈬　第2回ガバナー諮問委員会　会長、幹事出席

12月  2日㈬　5LC会長会　会長出席

12月  2日㈬　5LC幹事会　幹事出席

12月  2日㈬　第2回ゾーンGMT・GLT委員長会議　会長、L.前田出席

12
月

2
0
1
5

L.芹澤忠久

L.大谷知津子

L.森　公孝

L.金井隆直

L.小林龍司

L.原川達也

L.後藤行宏

L.後藤行宏

L.服部行眞

L.金子俊道

L.大城一真

L.佐々木宏行

L.竹村喜次

L.木村幸男

L.芦澤剛彦

L.清水英一郎

L.森　幹生

ZC最後のクラブ訪問

女性会員入会を祝して

地区役員としてクラブ訪問

誕生日、結婚記念日

誕生日、タイから無事帰国

ゴルフ部９月例会優勝

勧山氏叙勲お祝会無事終了

結婚記念日

結婚記念日

誕生日

結婚記念日

結婚記念日

誕生日

タイから無事帰国

新車購入

日本アイバンク運動第38回全国大会に参加

ゴルフ部９月例会準優勝

【ドネーション】

L.赤堀肇紀

L.赤堀肇紀

L.後藤行宏

L.竹村喜次

L.小原嘉弘

L.横山　業

L.勧山　弘

L.芹澤明寛

L.榊原　晃

L.北村清一郎

L.北村清一郎

L.大城一真

L.河村忠彦

L.原川達也

L.芦澤剛彦

L.渡邉　豊

L.加藤元章

静岡新聞に会社紹介記事掲載

母校掛川西高高校野球秋季県大会優勝

市民憲章額贈呈式　静岡新聞記事掲載

藍綬褒章受章

孫誕生

結婚記念日に花を頂いた御礼

叙勲祝賀会返礼

ゴルフ部11月例会優勝

ゴルフ部11月例会準優勝

結婚記念日

長女結婚

沼津税務推進協議会長表彰、沼朝記事掲載

結婚記念日

結婚記念日

結婚記念日

結婚記念日

誕生日

【ドネーション】

抽選会

L.芹澤明寛

L.森　幹生

L.塩崎享一

L.小野弘人

L.土井宣博

クリスマス例会参加者有志

ちょっと良い事があったので

前年度優秀会長賞他

誕生日、還暦

結婚25周年

誕生日

【ドネーション】

計　

計   54,000 円
       0 円

合計 54,000 円

【ファイン】 計　

計　

ひと ひと

奉仕のこころ育む協働事業


