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“We Serve”「われわれは奉仕する」

“次なる山を目指して”

“100周年にウィ・サーブ　つなげよう未来へ”

“広めよう奉仕の輪、繋げよう
　　　　   次の100年へ、愛と希望をのせて！”

“一声かけて仲間の和・奉仕の輪！”
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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.村林　照夫　　●PR情報委員長╱L.土井　宣博　●印刷╱不二印刷株式会社

会報

I'll be back. 元気な村林会長の勇姿
第1例会
幹事報告

第1例会 平成28年7月7日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員66名　出席59名　欠席7名　出席率89.4％）幹事報告7

月   5月31日㈫ 次期LT・TT・委員長会議　13名出席

  6月  7日㈫ 5LC現・次期幹事会　L.柏木、L.小林（龍）出席

  6月  7日㈫ 6月第1役員会（現・次期合同）

  6月10日㈮ 5LC現・次期三役会　現・次期三役、出席

   第4回ガバナー諮問委員会　L.竹村、現・次期三役、出席

  6月15日㈬ 次期役員・委員長会議　22名出席

  7月  5日㈫ 5LC会長・幹事会　L.村林、L.小林（龍）出席

  7月  7日㈭ 臨時役員会

  7月10日㈰　学童野球打ち合わせ　三役、L.北村、L.石原、L.土井、L.池田出席

  7月11日㈪ 100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

  7月12日㈫ 7月第1役員会

  7月21日㈭　新会員入会セミナー　新会員6名、三役、会員委員会、スポンサー出席

  8月  9日㈫　8月第1役員会

  8月10日㈬　第2回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

  8月11日㈭　第10回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会　開会式　三役、L.北村、L.土井出席

  献眼登録受付　L.池田、L.服部（喜）出席

  本年度の「ライオンズ育成グループ」のメンバーにL.橋本賢一を選定致しました。

第2例会 平成28年7月21日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席66名　欠席6名　出席率91.7％）

第1例会 平成28年8月4日㈭18:30　納涼例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席66名　欠席6名　出席率91.7％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

  7月25日㈪　静岡新聞、沼津朝日との懇親会　三役、L.土井、L.池田、L.北村出席

  7月26日㈫　7月第2役員会

  7月27日㈬　第1回名誉顧問会議　名誉顧問　L.土屋誠司出席

  7月28日㈭　GMT・GLTセミナー　L.大川、L.赤堀出席

 　 LCIFセミナー　L.前田出席

  L情報・IT・PRセミナー　L.土井出席

  8月  3日㈬　5LC幹事会　幹事出席

  5LCGMT・GLT委員長会議　三役、L.赤堀出席

  第1回ガバナー諮問委員会　三役、L.赤堀出席

平成28年8月18日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席65名　欠席7名　出席率90.3％）

計   158,000 円
       0 円

7月度ドネーション

合計 158,000 円

8月度ドネーション

【ファイン】

8月11日㈭沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会開会式・始球式（沼津市営球場）
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8
月

2016

平成28年9月8日㈭17:10　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72名　出席62名　欠席10名　出席率86.1％）

第2例会 平成28年9月15日㈭18:30　結成例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席64名　欠席8名　出席率88.9％）幹事報告

  9月13日㈫　9月第1役員会

  9月14日㈬　第3回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

  8月23日㈫　8月第2役員会（休会）

  8月26日㈮　前年度地区会計最終監査　L.竹村出席

  9月  3日㈯　第10回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会　閉会式　大川第一副会長、幹事、L.北村、L.土井出席

  9月  4日㈰　YCE夏季派遣青少年帰国報告会　L.木村出席

  9月  6日㈫　5LC幹事会　幹事出席

9
月

2016

L.村林照夫
L.小林龍司
L.髙橋　覚
L.土井宣博
L.塩崎享一
L.佐々木宏行
L.杉山由博
L.足立吉松
L.後藤行宏
L.大古田一郎
L.小原嘉弘
L.木村幸男
L.村林照夫
L.土屋誠司
L.土屋恭博
L.金子俊道
L.野田金次郎
L.土井宣博
L.後藤行宏
L.柏木雅博
L.小林龍司
L.竹村喜次
L.市川洋一
L.杉山由博
L.橋本賢一
L.清水英一郎
L.榊原　晃
L.池田宏明
L.木村幸男
L.稲野雅信
L.徳田和人
L.井上孝喜
L.前田利定
L.赤堀肇紀
L.北村清一郎
L.森　幹生
L.赤堀肇紀
L.服部厳一郎
L.外　信之
L.加藤滋幹
L.大城一真
L.中村　信
L.杉沢教人
L.松田一哉
会員全員より

会長に就任
幹事に就任
財務会則に就任
ＰＲ広報に就任
新役員頑張ってください
旧役員の皆様お疲れ様
決算承認ありがとう
沼津商工会議所役員永年表彰17年
初孫が誕生
6月誕生日
6月度ゴルフ部例会優勝
6月度ゴルフ部例会準優勝
新入会員が6名入会
村林丸出港おめでとう
弟が三島に戻りました
協力会ゴルフコンペで優勝
西田　憲正さんのスポンサー
雅心苑サントムーン柿田川店開店
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
ライオンテーマー就任
テールツイスター就任
出席委員長就任
視力福祉委員長就任
ＹＣＥ委員長就任
環境保全委員長就任
計画大会委員長就任
会計就任
ＬＣＩＦ委員長就任
会員（ＧＭＴ／ＧＬＴ）委員長就任
青少年委員長就任
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
初例会会員ケケットより（＠1,000×71）名

【ドネーション】

L.村林照夫
L.勧山　弘
L.服部行眞
L.柏木雅博
L.塩崎享一
L.榊原　晃
L.杉澤教人
L.清水英一郎
L.村林照夫
L.勧山　弘
L.服部厳一郎
L.後藤行宏
L.土屋達郎
L.榊原　晃
L.加藤明子
L.高橋　覚

ワイフが参加してくれました
静岡県アイバンク便りの表紙を飾る
77歳喜寿のお祝い8月16日
7月度、取り切り戦、Ｗ優勝
息子が半年給費留学生に選ばれる
7月度ゴルフ部準優勝
優良施工専門業者表彰　国交省
柿沼かおるの演奏楽しみです
食糧支援奉仕例会開催できました
8月誕生月
長男就職第一志望内々定、ホッとした
リオオリンピック日本大活躍！
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
愛犬のんちゃん、天国へ旅立ちました

【ドネーション】

計　

43,000 円
1,000 円

合計 44,000 円
【ファイン】 計　

計　

9月度ドネーション

L.小林龍司
L.石垣優子
L.常峯孝幸
L.小原嘉弘
L.小林龍司
L.小原嘉弘
L.乾　精治
L.清水英一郎
L.勧山　弘
L.森本耕太郎
L.金井隆直
L.土屋恭博
L.土屋英治
L.芦澤剛彦
L.渡邊　豊
L.稲野雅信

ゲーム優勝、高級メロン獲得
ゲーム優勝、高級メロン獲得
ゲーム優勝、高級メロン獲得
８月度ゴルフ部優勝
８月度ゴルフ部準優勝
９月誕生月
９月誕生月
９月誕生月
チャーターナイトおめでとう！
マイルストーンシェブロン受賞しました
東京ドームで少年野球大会開催
８月検査で異常なしでした
車を乗り換えました
法人会青年部旭川全国大会に参加
前年度６月誕生日
８月誕生月

【ドネーション】

21,000 円
0 円

合計 21,000 円

【ファイン】 計　
計　

I'll be back. 元気な村林会長の勇姿
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クラブスローガン╱一声かけて仲間の和・奉仕の輪！ クラブスローガン╱一声かけて仲間の和・奉仕の輪！

2016～2017年度初例会11第 例会7月

　7月7日㈭沼津リバーサイドホテルで新年度最初の例会が行われ、村林会長から新年度の方針が発表されまし
た。
　また、地区役員委嘱状の伝達、前三役への記念品贈呈、前年度例会皆出席者の表彰、同好会（ゴルフ部）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・事業計画案・予算案がそれぞれ審議、承認され村林新体制がスタートしました。

　7月25日㈪大手町・栞菜に於いて、静岡新聞社・沼津朝日新聞社との意見
交換を兼ねた懇談会が開催されました。沼津ライオンズクラブからは三役と
青少年・視力福祉・PR情報の各委員長が出席しました。静岡新聞からは東部
総局編集部部長、論説委員の溝口将人氏、副部長の橋爪充氏、沼津朝日新聞
社から代表取締役久保田公乃氏と取締役編集長の渡辺敏氏にご出席いただ
きました。村林会長は沼津LCの歴史とこれまでの活動をからめて本年度の
基本方針と100周年に向けての意気込みを熱く語られ、各委員長からは主
な活動内容が説明され取材協力をお願いしました。

祝

▲何より楽しい会にしたいという意気込みを語る会長

複合地区・地区役員

L.土屋誠司

2015～2016年度例会100％出席
（メークアップなし皆出席）

L.市川洋一　　L.後藤行宏
L.竹村喜次　　L.柏木雅博
L.小林龍司　　L.杉山由博

334-C地区名誉顧問
元地区ガバナー

▲緊張の三役

▲例会皆出席のみなさまによるローア ▲今年度は食事中にバーカウンターが出るようになりました

▲前三役の皆様1年間お疲れさまでした

▲2016～2017年度予算案を
　説明する財務会則委員長
　L.髙橋

　私は御殿場市で生まれ育ち、父親のクリーニング
店を手伝いながら、経営にも参画するようになり現在
に至ります。
　この度公私ともに非常にお世話になっております

①佐藤秀樹（さとう　ひでき）
②1960.12.10
③L.小林龍司
④株式会社 サトウ商会
　（クリーニング業）代表取締役
⑤ドライブ、マリンスポーツ

方々より、この沼津ライオンズクラブ入会を勧められ
た時は、正直、「まだ、私では時期尚早かな」とも思い
ましたが、せっかくのご縁を大切にしたいと考え入会
させていただきました。
　今後は、伝統ある沼津LCの諸先輩に学びながら可
愛がっていただけるよう日々精進し成長していきた
いと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致し
ます。

　H28年4月に朝日生命保険・沼津中央営業所の営
業所長として埼玉県から夫婦二人で転勤して半年が
経ちますが、色々なご縁から沼津ライオンズクラブに
入会させていただきました。

①西田憲正（にしだ　のりまさ）
②1970.8.3　③L.野田金次郎
④朝日生命保険相互会社 静岡支社
　沼津中央営業所（生命保険業）
　営業所長
⑤仕事

　出身は兵庫県で、学生時代まで地元で過ごしたあ
と、社会人になってからは転勤ばかりしております。ど
うやらこの会社に故郷人事という言葉はないようで
す。北は秋田県、南は鹿児島県と広域に渡り勤務して
参りました。
　沼津についてまだ何も知らない私でございます
が、とにかく月2回行われる例会へ参加し、諸先輩方
から沼津の事を教えていただきたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

　今年46歳になりました、沼津生まれの沼津育ちで
ございます、戌年で七夕生まれの松田一哉と申しま
す。仕事は、静岡・神奈川を中心にビルメンテナンス
業を営んでおります。

①松田一哉（まつだ　かずや）
②1970.7.7
③L.小林龍司
④株式会社 清栄メンテナンス
　（ビルメンテナンス業）代表取締役
⑤音楽鑑賞

　この度、ご紹介いただき入会させていただきまし
たが、そうそうたる大先輩の顔ぶれに緊張し、自分の
立ち振る舞いに困惑しながら参加させていただいて
おります。失礼を働いてしまうこともあるかと思いま
すが、その際は優しく叱ってください。
　まだまだ若輩者で夢半ば…人生勉強中の身でござ
いますので、皆さまとふれあい、ライオンズの活動を
通して人生勉強・自分磨きをさせていただき、素敵な
おじさんと言われるように成長していきたいと思い
ますので、これからも、どうぞ宜しくお頼み申し上げま
す。m(_ _)m

マスコミと意見交換会を開催
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　今年度のスタート早々に6名の新会員に入会していただきました。また
また会員の平均年齢をおし下げてくれるようなフレッシュな面々ですが、な
かなかの逸材ぞろいで頼もしいかぎりです。どうぞ例会・アクティビティに
積極的に参加していただき、奉仕の精神を理解しライオンズライフを楽し
んでくださるようお願いいたします。

　昭和55年沼津市獅子浜に生まれ、干物を作る父
や職人を見て育ちました。
　沼津東高等学校・漕艇部にて3年間ボートを漕ぎ、
大学卒業後は出版社にて10年間女性誌の編集に全

　8月4日㈭沼津リバーサイドホテルで8月第1例会が行われました。パートナーを招い
てハワイアンのコンサートを聴きながら楽しい時間を過ごしました。
　参加したメンバー・パートナーもアロハなどの寛いだいでたちで、まさに真夏に一服
の涼を呼ぶ楽しい例会となりました。

　7月21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、本年
度委員会方針の発表が行われました。
　委員会の発表に先立ち、入会式が行われ、6名の新入会員が誕生いたしました。また、沼津野球連盟学童部へ助成
金の贈呈も行われました。

▲学童野球の白土吉彦部長からお礼の挨拶

▲今年度のバースデープレゼントは似顔絵です▲委員長全員でローア

◀並びきれない人数の入会式

▲会長挨拶

▲開宴の挨拶は
　第1副会長
　L.大川祐輝

▲L.服部行眞に
　よる乾杯の
　ご発声

◀閉宴の挨拶。
　第2副会長
　L.小原嘉弘

▼おあついツーショット（一組だけ間違いがあります）

▲ハワイアンとフラダンスで
　トロピカル気分。
　柿沼かおる（ウクレレ奏者）
　とフラダンサー

新　会　員　紹　介
①氏名　②生年月日
③スポンサー　④事業所
⑤趣味　　（順不同）

①石垣優子（いしがき　ゆうこ）
②1980.1.27
③L.榊原　晃
④加倉水産（水産加工業）
　ディレクター
⑤つり

力投球してまいりました。
　編集業では人物やブランドの魅力を伝えてきまし
たが、家業の干物に削り節、そして沼津をPRしていこ
うと心に決め、大阪出身・関西弁の主人とともに沼津
に戻ってまいりました。今では日々魚にまみれる生活
をしております。
　伝統ある沼津LCへの入会をご承認いただき、光栄
に存じます。初めはご迷惑をおかけいたしますが、沼
津LCの名に恥じぬようひとつひとつ丁寧に行なって
まいります。一生懸命頑張りますので、よろしくご指
導くださいませ。

　かつて父も所属していた、歴史ある沼津ライオンズク
ラブに入会させていただき感謝します。
　私は昭和50年に沼津で生を受け、大学4年間以外は
ほぼ沼津で暮らしています。父の経営する「株式会社 大
志建設」の代表取締役に平成16年に就任し、翌年他界し

①杉澤教人（すぎさわ　のりひと）
②1975.7.17
③L.橋本賢一
④株式会社 大志建設（建設業・造園業）
　代表取締役
⑤読書

た父の遺志を受け継ぎ、現在は土木・造園工事を中心に、
遊具や害虫駆除など、地域の皆様の安心安全を守る会社
を目指し日々精進しています。皆様に支えられて本年創
業52年を迎えます。これからも地域に必要とされる会社
を目指します。
　プライベートは、2004年に結婚し、現在2児の父親で
す。30代は自らに負荷をかけるために青年会議所活動に
没頭し、二度と味わうことができない多くの経験と、友情
が通う仲間を得ることができました。まだまだ人生半ば、
皆様からご指導をいただきながら、ライオンズ活動を通
して、地域に貢献できる人になりたいと思っています。よ
ろしくお願いします。

　一昨年から錚々たる諸先輩方にお誘い頂き感謝し
つつも三度目はないと思いまして、晴れて今年度入
会させて戴きました常峯孝幸と申します。
　仕事は、静岡県東部地域で土木工事をメインに行

①常峯孝幸（つねみね　たかゆき）
②1967.3.29
③L.柏木雅博
④有限会社 常峰建設（建設業）
⑤バイク

わせて頂いております。
　何処かで【有限会社 常峰建設】この看板を御見掛
けしましたら、是非ともご協力をお願い致します。
　諸先輩方とのご縁に感謝し、ライオンズで更なるス
テージを目指したいと思います。
　今後ともご指導ご鞭撻を、よろしくお願い致しま
す。　We Serve!



NUMAZU LIONS CLUB NUMAZU LIONS CLUBクラブスローガン╱一声かけて仲間の和・奉仕の輪！ クラブスローガン╱一声かけて仲間の和・奉仕の輪！

3 4

セミナー
報告

　9月15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57回目の結成例会が開催されました。祝宴に先だって行われた例会ではマイルストーン・シェブ
ロンがL.鈴木清次（35年）、L.森本耕太郎（10年）に贈呈されました。またL.赤堀肇紀からGMT・GLTセミナーの、L.
土井宣博からL情報・IT・PRセミナーの報告がありました。祝宴はFEI_ICE（フェリーチェ：寺門恵子（ピアノ）MIHO

（ボーカル））の歌と演奏が華を添え、最後にL.鈴木、L.勧山のお二人に花束が贈呈されました。

　9月8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・地区
ガバナー公式訪問例会が、千本ライオンズクラブのホストの下行われ、今年度のガ
バナー基本方針発表やキャビネットからの報告がありました。
　尚、村林会長は病気療養のため、しばらくの間、大川第1副会長が会長代理をつ
とめられます。村林会長の一日も早い快気をお祈りし、復帰をお待ちしております。

地区ガバナー公式訪問（5LC合同例会）11第 例会9月

　8月18日㈭沼津リバーサイドホテルで8月第2例会が行われました。前回の納涼例
会とはうって変わって、食事を質素にして、通常食費との差額を100周年記念奉仕チャ
レンジの4つのテーマの内のひとつである食糧支援の寄付としてLCIFへの寄付に回
そうという企画になりました。塩むすび2個とお新香、味噌汁の食事でした。またL.勧山
弘に「飢餓の悲惨さと、食糧支援の必要性」と題したスピーチを行っていただきました。
自らの戦中・戦後の体験をベースに食糧支援の大切さについて語っていただきました。
　この一食の奉仕が、沼津クラブのみで終わってしまうことなくゾーン・リジョン・地区
と全国へ広がることを期待します。

　今年から設けられた祝日
「山の日」の8月11日㈭から
9月3日㈯にかけて熱戦が繰
り広げられました。

食糧支援奉仕例会8月

▲村林会長の代理で挨拶をされた
　第1副会長L.大川祐輝

▲GMT・GLTセミナー L.赤堀肇紀 ▲L情報・IT・PRセミナー L.土井宣博

▲マイルストーン・シェブロンを
　受けるL.森本

▲この例会の趣旨説明を含んだ
　会長挨拶

▲100周年記念会員増強賞が2名以上のスポンサーを
　つとめたL.橋本賢一、L.柏木雅博に贈られました

▲地区ガバナーL.坂倉三吉の挨拶と
　地区方針発表

▲開会の挨拶をする
　沼津千本LC会長L.服部正明

▲L.勧山弘のスピーチ▲例会食事はおむすび

22第 例会 結 成 例 会９月 22第 例会

▲地区ガバナー歓迎の挨拶をされる
　3R・1ZC L.芹澤覚

▲村林会長の代理で地区ガバナー
　・地区役員を紹介する
　第1副会長L.大川祐輝

▲ライオンズローアを
　うけもったのは沼津駿河LC
　会長L.船越隆二

▲閉会挨拶をする
　沼津中央LC会長
　L.大谷千津子

▲乾杯のご発声は
　地区名誉顧問
　L.土屋誠司

▲盛り上がったアトラクション。
　みごと沼津LCが優勝

▲閉宴の挨拶をする
　沼津香陵LC会長
　L.手島正武

準優勝

3位

第10回第10回

▲開会式で挨拶をされる村林会長

▲開会式出席メンバー

▲
優
勝
し
た

　沢
田
少
年
野
球
団 ▲村林会長にかわって閉会式に

　おいて賞状を授与する
　第1副会長L.大川祐輝

沼津ライオンズカップ争奪
学 童 軟 式 野 球 大 会

第10回

沢 田 少 年 野 球 団
大 岡 少 年 野 球 団

金 岡 少 年 野 球 団
開北リトルイーグルス

優勝優勝

準優勝

3位

マイルストーン・シェブロンマイルストーン・シェブロン

35年…　L.鈴木　清次
10年…　L.森本耕太郎

セミナー
報告

祝宴

▲開演の挨拶は第2副会長L.小原嘉弘

▲FEI_ICE（寺門恵子さん（ピアノ）
　MIHOさん（ボーカル））

▲閉宴の挨拶
　前会長L.後藤行宏

▲チャーターメンバーのL.鈴木善之助と
　チャーターナイトメンバーのL.勧山弘に
　花束贈呈

▲乾杯のご発声はチャーター
　メンバーのL.鈴木善之助

祝宴

開会式　8月11日㈭山の日
（沼津市営球場）
閉会式　9月3日㈯
（沼津市営球場）
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　今年度のスタート早々に6名の新会員に入会していただきました。また
また会員の平均年齢をおし下げてくれるようなフレッシュな面々ですが、な
かなかの逸材ぞろいで頼もしいかぎりです。どうぞ例会・アクティビティに
積極的に参加していただき、奉仕の精神を理解しライオンズライフを楽し
んでくださるようお願いいたします。

　昭和55年沼津市獅子浜に生まれ、干物を作る父
や職人を見て育ちました。
　沼津東高等学校・漕艇部にて3年間ボートを漕ぎ、
大学卒業後は出版社にて10年間女性誌の編集に全

　8月4日㈭沼津リバーサイドホテルで8月第1例会が行われました。パートナーを招い
てハワイアンのコンサートを聴きながら楽しい時間を過ごしました。
　参加したメンバー・パートナーもアロハなどの寛いだいでたちで、まさに真夏に一服
の涼を呼ぶ楽しい例会となりました。

　7月21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、本年
度委員会方針の発表が行われました。
　委員会の発表に先立ち、入会式が行われ、6名の新入会員が誕生いたしました。また、沼津野球連盟学童部へ助成
金の贈呈も行われました。

▲学童野球の白土吉彦部長からお礼の挨拶

▲今年度のバースデープレゼントは似顔絵です▲委員長全員でローア

◀並びきれない人数の入会式

▲会長挨拶

▲開宴の挨拶は
　第1副会長
　L.大川祐輝

▲L.服部行眞に
　よる乾杯の
　ご発声

◀閉宴の挨拶。
　第2副会長
　L.小原嘉弘

▼おあついツーショット（一組だけ間違いがあります）

▲ハワイアンとフラダンスで
　トロピカル気分。
　柿沼かおる（ウクレレ奏者）
　とフラダンサー

新　会　員　紹　介
①氏名　②生年月日
③スポンサー　④事業所
⑤趣味　　（順不同）

①石垣優子（いしがき　ゆうこ）
②1980.1.27
③L.榊原　晃
④加倉水産（水産加工業）
　ディレクター
⑤つり

力投球してまいりました。
　編集業では人物やブランドの魅力を伝えてきまし
たが、家業の干物に削り節、そして沼津をPRしていこ
うと心に決め、大阪出身・関西弁の主人とともに沼津
に戻ってまいりました。今では日々魚にまみれる生活
をしております。
　伝統ある沼津LCへの入会をご承認いただき、光栄
に存じます。初めはご迷惑をおかけいたしますが、沼
津LCの名に恥じぬようひとつひとつ丁寧に行なって
まいります。一生懸命頑張りますので、よろしくご指
導くださいませ。

　かつて父も所属していた、歴史ある沼津ライオンズク
ラブに入会させていただき感謝します。
　私は昭和50年に沼津で生を受け、大学4年間以外は
ほぼ沼津で暮らしています。父の経営する「株式会社 大
志建設」の代表取締役に平成16年に就任し、翌年他界し
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遊具や害虫駆除など、地域の皆様の安心安全を守る会社
を目指し日々精進しています。皆様に支えられて本年創
業52年を迎えます。これからも地域に必要とされる会社
を目指します。
　プライベートは、2004年に結婚し、現在2児の父親で
す。30代は自らに負荷をかけるために青年会議所活動に
没頭し、二度と味わうことができない多くの経験と、友情
が通う仲間を得ることができました。まだまだ人生半ば、
皆様からご指導をいただきながら、ライオンズ活動を通
して、地域に貢献できる人になりたいと思っています。よ
ろしくお願いします。

　一昨年から錚々たる諸先輩方にお誘い頂き感謝し
つつも三度目はないと思いまして、晴れて今年度入
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　何処かで【有限会社 常峰建設】この看板を御見掛
けしましたら、是非ともご協力をお願い致します。
　諸先輩方とのご縁に感謝し、ライオンズで更なるス
テージを目指したいと思います。
　今後ともご指導ご鞭撻を、よろしくお願い致しま
す。　We Serve!
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2016～2017年度初例会11第 例会7月

　7月7日㈭沼津リバーサイドホテルで新年度最初の例会が行われ、村林会長から新年度の方針が発表されまし
た。
　また、地区役員委嘱状の伝達、前三役への記念品贈呈、前年度例会皆出席者の表彰、同好会（ゴルフ部）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・事業計画案・予算案がそれぞれ審議、承認され村林新体制がスタートしました。

　7月25日㈪大手町・栞菜に於いて、静岡新聞社・沼津朝日新聞社との意見
交換を兼ねた懇談会が開催されました。沼津ライオンズクラブからは三役と
青少年・視力福祉・PR情報の各委員長が出席しました。静岡新聞からは東部
総局編集部部長、論説委員の溝口将人氏、副部長の橋爪充氏、沼津朝日新聞
社から代表取締役久保田公乃氏と取締役編集長の渡辺敏氏にご出席いただ
きました。村林会長は沼津LCの歴史とこれまでの活動をからめて本年度の
基本方針と100周年に向けての意気込みを熱く語られ、各委員長からは主
な活動内容が説明され取材協力をお願いしました。

祝

▲何より楽しい会にしたいという意気込みを語る会長

複合地区・地区役員

L.土屋誠司

2015～2016年度例会100％出席
（メークアップなし皆出席）

L.市川洋一　　L.後藤行宏
L.竹村喜次　　L.柏木雅博
L.小林龍司　　L.杉山由博

334-C地区名誉顧問
元地区ガバナー

▲緊張の三役

▲例会皆出席のみなさまによるローア ▲今年度は食事中にバーカウンターが出るようになりました

▲前三役の皆様1年間お疲れさまでした

▲2016～2017年度予算案を
　説明する財務会則委員長
　L.髙橋

　私は御殿場市で生まれ育ち、父親のクリーニング
店を手伝いながら、経営にも参画するようになり現在
に至ります。
　この度公私ともに非常にお世話になっております

①佐藤秀樹（さとう　ひでき）
②1960.12.10
③L.小林龍司
④株式会社 サトウ商会
　（クリーニング業）代表取締役
⑤ドライブ、マリンスポーツ

方々より、この沼津ライオンズクラブ入会を勧められ
た時は、正直、「まだ、私では時期尚早かな」とも思い
ましたが、せっかくのご縁を大切にしたいと考え入会
させていただきました。
　今後は、伝統ある沼津LCの諸先輩に学びながら可
愛がっていただけるよう日々精進し成長していきた
いと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致し
ます。

　H28年4月に朝日生命保険・沼津中央営業所の営
業所長として埼玉県から夫婦二人で転勤して半年が
経ちますが、色々なご縁から沼津ライオンズクラブに
入会させていただきました。

①西田憲正（にしだ　のりまさ）
②1970.8.3　③L.野田金次郎
④朝日生命保険相互会社 静岡支社
　沼津中央営業所（生命保険業）
　営業所長
⑤仕事

　出身は兵庫県で、学生時代まで地元で過ごしたあ
と、社会人になってからは転勤ばかりしております。ど
うやらこの会社に故郷人事という言葉はないようで
す。北は秋田県、南は鹿児島県と広域に渡り勤務して
参りました。
　沼津についてまだ何も知らない私でございます
が、とにかく月2回行われる例会へ参加し、諸先輩方
から沼津の事を教えていただきたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

　今年46歳になりました、沼津生まれの沼津育ちで
ございます、戌年で七夕生まれの松田一哉と申しま
す。仕事は、静岡・神奈川を中心にビルメンテナンス
業を営んでおります。

①松田一哉（まつだ　かずや）
②1970.7.7
③L.小林龍司
④株式会社 清栄メンテナンス
　（ビルメンテナンス業）代表取締役
⑤音楽鑑賞

　この度、ご紹介いただき入会させていただきまし
たが、そうそうたる大先輩の顔ぶれに緊張し、自分の
立ち振る舞いに困惑しながら参加させていただいて
おります。失礼を働いてしまうこともあるかと思いま
すが、その際は優しく叱ってください。
　まだまだ若輩者で夢半ば…人生勉強中の身でござ
いますので、皆さまとふれあい、ライオンズの活動を
通して人生勉強・自分磨きをさせていただき、素敵な
おじさんと言われるように成長していきたいと思い
ますので、これからも、どうぞ宜しくお頼み申し上げま
す。m(_ _)m

マスコミと意見交換会を開催
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We Serve

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」

“次なる山を目指して”

“100周年にウィ・サーブ　つなげよう未来へ”

“広めよう奉仕の輪、繋げよう
　　　　   次の100年へ、愛と希望をのせて！”

“一声かけて仲間の和・奉仕の輪！”

2016年（平成28年）10月20日発行〈746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.村林　照夫　　●PR情報委員長╱L.土井　宣博　●印刷╱不二印刷株式会社

会報

I'll be back. 元気な村林会長の勇姿
第1例会
幹事報告

第1例会 平成28年7月7日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員66名　出席59名　欠席7名　出席率89.4％）幹事報告7

月   5月31日㈫ 次期LT・TT・委員長会議　13名出席

  6月  7日㈫ 5LC現・次期幹事会　L.柏木、L.小林（龍）出席

  6月  7日㈫ 6月第1役員会（現・次期合同）

  6月10日㈮ 5LC現・次期三役会　現・次期三役、出席

   第4回ガバナー諮問委員会　L.竹村、現・次期三役、出席

  6月15日㈬ 次期役員・委員長会議　22名出席

  7月  5日㈫ 5LC会長・幹事会　L.村林、L.小林（龍）出席

  7月  7日㈭ 臨時役員会

  7月10日㈰　学童野球打ち合わせ　三役、L.北村、L.石原、L.土井、L.池田出席

  7月11日㈪ 100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

  7月12日㈫ 7月第1役員会

  7月21日㈭　新会員入会セミナー　新会員6名、三役、会員委員会、スポンサー出席

  8月  9日㈫　8月第1役員会

  8月10日㈬　第2回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

  8月11日㈭　第10回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会　開会式　三役、L.北村、L.土井出席

  献眼登録受付　L.池田、L.服部（喜）出席

  本年度の「ライオンズ育成グループ」のメンバーにL.橋本賢一を選定致しました。

第2例会 平成28年7月21日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席66名　欠席6名　出席率91.7％）

第1例会 平成28年8月4日㈭18:30　納涼例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席66名　欠席6名　出席率91.7％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

  7月25日㈪　静岡新聞、沼津朝日との懇親会　三役、L.土井、L.池田、L.北村出席

  7月26日㈫　7月第2役員会

  7月27日㈬　第1回名誉顧問会議　名誉顧問　L.土屋誠司出席

  7月28日㈭　GMT・GLTセミナー　L.大川、L.赤堀出席

 　 LCIFセミナー　L.前田出席

  L情報・IT・PRセミナー　L.土井出席

  8月  3日㈬　5LC幹事会　幹事出席

  5LCGMT・GLT委員長会議　三役、L.赤堀出席

  第1回ガバナー諮問委員会　三役、L.赤堀出席

平成28年8月18日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席65名　欠席7名　出席率90.3％）

計   158,000 円
       0 円

7月度ドネーション

合計 158,000 円

8月度ドネーション

【ファイン】

8月11日㈭沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会開会式・始球式（沼津市営球場）

2016

8
月

2016
平成28年9月8日㈭17:10　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72名　出席62名　欠席10名　出席率86.1％）

第2例会 平成28年9月15日㈭18:30　結成例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席64名　欠席8名　出席率88.9％）幹事報告

  9月13日㈫　9月第1役員会

  9月14日㈬　第3回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

  8月23日㈫　8月第2役員会（休会）

  8月26日㈮　前年度地区会計最終監査　L.竹村出席

  9月  3日㈯　第10回沼津ライオンズカップ争奪学童軟式野球大会　閉会式　大川第一副会長、幹事、L.北村、L.土井出席

  9月  4日㈰　YCE夏季派遣青少年帰国報告会　L.木村出席

  9月  6日㈫　5LC幹事会　幹事出席

9
月

2016

L.村林照夫
L.小林龍司
L.髙橋　覚
L.土井宣博
L.塩崎享一
L.佐々木宏行
L.杉山由博
L.足立吉松
L.後藤行宏
L.大古田一郎
L.小原嘉弘
L.木村幸男
L.村林照夫
L.土屋誠司
L.土屋恭博
L.金子俊道
L.野田金次郎
L.土井宣博
L.後藤行宏
L.柏木雅博
L.小林龍司
L.竹村喜次
L.市川洋一
L.杉山由博
L.橋本賢一
L.清水英一郎
L.榊原　晃
L.池田宏明
L.木村幸男
L.稲野雅信
L.徳田和人
L.井上孝喜
L.前田利定
L.赤堀肇紀
L.北村清一郎
L.森　幹生
L.赤堀肇紀
L.服部厳一郎
L.外　信之
L.加藤滋幹
L.大城一真
L.中村　信
L.杉沢教人
L.松田一哉
会員全員より

会長に就任
幹事に就任
財務会則に就任
ＰＲ広報に就任
新役員頑張ってください
旧役員の皆様お疲れ様
決算承認ありがとう
沼津商工会議所役員永年表彰17年
初孫が誕生
6月誕生日
6月度ゴルフ部例会優勝
6月度ゴルフ部例会準優勝
新入会員が6名入会
村林丸出港おめでとう
弟が三島に戻りました
協力会ゴルフコンペで優勝
西田　憲正さんのスポンサー
雅心苑サントムーン柿田川店開店
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
２０１５～２０１６、100％出席
ライオンテーマー就任
テールツイスター就任
出席委員長就任
視力福祉委員長就任
ＹＣＥ委員長就任
環境保全委員長就任
計画大会委員長就任
会計就任
ＬＣＩＦ委員長就任
会員（ＧＭＴ／ＧＬＴ）委員長就任
青少年委員長就任
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
初例会会員ケケットより（＠1,000×71）名

【ドネーション】

L.村林照夫
L.勧山　弘
L.服部行眞
L.柏木雅博
L.塩崎享一
L.榊原　晃
L.杉澤教人
L.清水英一郎
L.村林照夫
L.勧山　弘
L.服部厳一郎
L.後藤行宏
L.土屋達郎
L.榊原　晃
L.加藤明子
L.高橋　覚

ワイフが参加してくれました
静岡県アイバンク便りの表紙を飾る
77歳喜寿のお祝い8月16日
7月度、取り切り戦、Ｗ優勝
息子が半年給費留学生に選ばれる
7月度ゴルフ部準優勝
優良施工専門業者表彰　国交省
柿沼かおるの演奏楽しみです
食糧支援奉仕例会開催できました
8月誕生月
長男就職第一志望内々定、ホッとした
リオオリンピック日本大活躍！
8月誕生月
8月誕生月
8月誕生月
愛犬のんちゃん、天国へ旅立ちました

【ドネーション】

計　

43,000 円
1,000 円

合計 44,000 円
【ファイン】 計　

計　

9月度ドネーション

L.小林龍司
L.石垣優子
L.常峯孝幸
L.小原嘉弘
L.小林龍司
L.小原嘉弘
L.乾　精治
L.清水英一郎
L.勧山　弘
L.森本耕太郎
L.金井隆直
L.土屋恭博
L.土屋英治
L.芦澤剛彦
L.渡邊　豊
L.稲野雅信

ゲーム優勝、高級メロン獲得
ゲーム優勝、高級メロン獲得
ゲーム優勝、高級メロン獲得
８月度ゴルフ部優勝
８月度ゴルフ部準優勝
９月誕生月
９月誕生月
９月誕生月
チャーターナイトおめでとう！
マイルストーンシェブロン受賞しました
東京ドームで少年野球大会開催
８月検査で異常なしでした
車を乗り換えました
法人会青年部旭川全国大会に参加
前年度６月誕生日
８月誕生月

【ドネーション】

21,000 円
0 円

合計 21,000 円

【ファイン】 計　
計　

I'll be back. 元気な村林会長の勇姿


