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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.
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会報

晴れやかな富士のもと、
奉仕の汗を流す

第1例会
幹事報告

第1例会 平成28年10月1日㈯13:15　アクティビティー例会　於：さんさんホール
（総員72名　出席56名　欠席16名　出席率77.8％）幹事報告10

月   9月17日㈯　クラブGMT・GLT会議　L.大川、L.芹澤（明）、L.赤堀、他3名出席
  9月26日㈪　視力・福祉委員会
  9月27日㈫　9月第2役員会
  9月28日㈬　地区第1回GMT・GLT会議、並びにゾーンGMT・GLTリーダーとの合同会議　L.赤堀出席

10月  3日㈪　「千本浜ファミリーマラソン」について打合せ　L.稲野出席
10月  4日㈫　5LC幹事会　幹事出席
10月  5日㈬　「ライオンズ育成グループ」今年度第1回研修会　L.橋本出席
10月  9日㈰　献眼碑清掃　幹事、会計、L.池田、L.服部（喜）出席
10月10日㈪　選抜少年野球沼津交流大会開会式　L.小原、幹事、L.北村、L.土井出席
10月10日㈪　献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式　L.勧山、L.後藤、L.大川、L.小原、他7名出席
10月11日㈫　10月第1役員会
10月12日㈬　第4回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤、L.小原出席
10月12日㈬　瀬戸衛様　献眼摘出立合い　L.飯田出席
10月15日㈯　故 瀬戸衛様告別式　献眼感謝状贈呈　L.大川、L.池田出席
10月16日㈰　選抜少年野球沼津交流大会閉会式　L.大川、幹事、L.北村、L.土井出席
10月17日㈪　市民憲章額贈呈式（大平中学校）　L.竹村、L.小原、幹事、L.北村、L.土井出席
10月18日㈫　三島LC10月第2例会　L.清水出席

11月13日㈰　千本浜ファミリーマラソン　L.大川、幹事、環境・視力福祉委員会出席
11月15日㈫　11月第1役員会
11月17日㈭　足立雪江様　献眼摘出立合い　L.飯田立合い
11月20日㈰　故 足立雪江様通夜　献眼感謝状贈呈　L.小原、幹事、L.池田出席
11月22日㈫　第2回キャビネット会議　L.竹村、L.清水出席
11月22日㈫　沼津朝日賞贈呈式　L.小原出席
11月22日㈫　倉敷LC交流委員会

第2例会 平成28年10月20日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席61名　欠席12名　出席率83.6％）

第1例会 平成28年11月10日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席62名　欠席11名　出席率84.9％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

10月23日㈰　第18回臓器移植推進国民大会　L.勧山、L.池田出席
10月23日㈰　平成28年度学童部納会　L.大川、幹事、L.北村出席
10月25日㈫　10月第2役員会
11月  1日㈫　5LC幹事会　幹事出席
11月  4日㈮　薬物乱用防止教育認定講師養成講座　L.北村出席
11月  6日㈰　YCE来夏季派遣生選考試験　L.清水出席
11月  7日㈪　市民憲章額贈呈（大平小学校）　L.竹村、L.大川、幹事、L.石原、L.土井出席

平成28年11月24日㈭18:30　ZC訪問例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席67名　欠席6名　出席率91.8％）

計   23,000 円
       0 円

10月度ドネーション

合計 23,000 円

11月度ドネーション

【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の協働事業）平成28年12月4日㈰

2016

11
月

2016

平成28年12月4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73名　出席63名　欠席10名　出席率86.3％）

第2例会 平成28年12月23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73名　出席63名　欠席10名　出席率86.4％）幹事報告

12月  7日㈬　5LC幹事会　幹事出席
第2回ゾーン会長、GMT・GLT委員長会議　L.大川、L.赤堀、幹事、会計出席
第2回ガバナー諮問委員会　L.大川、L.赤堀、幹事、会計出席

12月  8日㈭　「ライオンズ育成グループ」今年度第2回研修会　L.橋本出席
12月14日㈬　第5回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤、L.小原、L.服部（厳）出席
12月15日㈭　2016～2017YCE冬季ユースキャンプ　地区YCE副委員長、L.清水出席
12月20日㈫　334-C地区3R・1Z内会長会　L.後藤出席

・3月第2例会（ぬまづの宝100選見学移動例会）の開催日が3月16日（木）から26日（日）に変更になりました。
 日程のご調整をお願い致します。詳細は後日ご案内致します。
・後期5LCホストクラブは沼津ライオンズクラブです。

11月28日㈪　歴代会長会
11月29日㈫　11月第2役員会

12
月

2016

L.大古田一郎
L.木村　幸男
L.竹村　喜次
L.金井　隆直
L.服部　喜和
L.小林　龍司
L.小林　龍司
L.小林　龍司
L.中村　　信
L.杉山　由博
L.榊原　　晃
L.清水英一郎

９月度ゴルフ部優勝
９月度ゴルフ部準優勝
10月誕生月
10月誕生月
10月誕生月
10月誕生月
10/15長女広果の披露宴無事終了
L.若林直美のスポンサーとなりました
クリスマス例会の商品で熊野詣しました
工場に新しい機械が入りました
体調不良から無事復帰しました
334C地区YCE副委員長拝命しました

【ドネーション】

L.後藤　行宏
L.赤堀　肇紀
L.河村　忠彦
L.土屋　恭博
L.常峯　孝幸
L.北村清一郎
L.芹澤　明寛
L.髙橋　　覚
L.金子　俊道
L.清水英一郎
L.横山　　業
L.井上　孝喜
L.芹澤　　覚

（沼津千本LC）
L.野田　始彦

（沼津千本LC）
L.加藤　元章

沼津商工会議所副会頭承認
納税貯蓄組合税務署長賞受賞
10月誕生月、11月結婚記念日
大学同窓会に参加
結婚記念日
結婚記念日
結婚記念日
同一名のZCに会えました
10月ゴルフ同好会優勝
10月ゴルフ同好会準優勝
結婚記念日
井上バンド沼津武道館ライブ大成功
ZC公式訪問ありがとうございました
 
ZC公式訪問ありがとうございました

 
結婚記念日

【ドネーション】

計　

31,000 円
1,000 円

合計 32,000 円

【ファイン】 計　
計　

12月度ドネーション

L.村林　照夫
L.赤堀　肇紀
L.井上　孝喜
L.野田金次郎
L.塩崎　享一
L.佐藤　秀樹
L.土井　宣博
L.鈴木善之助
L.原川　逹也
L.木村　幸男
L.芹澤　明寛
L.清水英一郎
L.後藤　行宏
L.佐藤　秀樹
L.加藤　元章
L.杉沢　教人

退院しました
結婚記念日
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
11月ゴルフ部優勝
11月ゴルフ部準優勝
12月ゴルフ部優勝
12月ゴルフ部準優勝
長男が結婚しました
セラピードック募金箱設置新聞掲載
セラピードック募金箱設置新聞掲載
イノベーション勉強会新聞掲載

【ドネーション】

31,000 円
500 円

合計 31,500 円

【ファイン】 計　
計　

晴れやかな富士のもと、
奉仕の汗を流す



【開会式】あしたか球場 10月10日㈪ 【閉会式】市営球場 10月16日㈰

三島南シャークス
バンビーズ豊田野球スポーツ少年団
長泉ブルースターズ、富士宮ダイナマイツ

NUMAZU LIONS CLUB NUMAZU LIONS CLUB
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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！

食糧支援奉仕例会のご報告28月

　献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式が10月10日㈪沼津市長 栗原裕
康様、 公益財団法人静岡県アイバンク理事長 堀田喜裕様を来賓とし
てお迎えして千本プラザにおいて沼津地区５LC合同主催で行われまし
た。 L.勧山弘によるご講演 、L.鈴木善之助から遺族を代表してのご挨
拶がありました。その後、祝日ということで献眼碑周辺に集まったポケ
モントレーナーの人混みの中、献眼碑に名簿をお納めしました。

　8月18日に行われた8月第2例会ではＬＣ国際協会100周年記念事業の１つである食糧支援に貢献する為、例会
食事を塩むすび2個と赤だしの汁、漬物といった簡素なものにし、浮いた例会食費と会員からの寄付を合わせ、ＬＣＩＦ
へ1.000ドル献金を率先して実施し、地区ガバナーに報告することが出来ました。
　又、当日は当クラブのメンバーのＬ．勧山　弘にご自身の貴重な体験を踏まえ、食糧支援の大切さを語って頂きまし
た。Ｌ．勧山の思いを受け、沼津ＬＣとしてはゾーン、リジョン、地区を超えて、このような食糧支援の取り組みが全国の
ライオンズクラブに拡がるように発信していきたいと思います。

年頭にあたって年頭にあたって

　明けましておめでとうございます。皆様方に
おかれましては、輝かしい新年をお迎えの事と
お慶び申し上げます。私事ですが３ヶ月余り病
気療養の為にLC活動に出席出来ず大変ご心配や
ご迷惑をお掛け致しました。
　皆様のご尽力のお蔭で前期には、LC国際協会
100周年記念事業の1つである食糧支援に貢献
し、例会食費を節約してLCIFへ1,000ドル献金
を当クラブが率先して実施し、地区ガバナーに
報告する事が出来ました。またクラブの主要事
業である献眼運動も着々と献眼登録を頂き、青
少年育成事業も継続して活動を行えました。女
性会員を含め７名もの若き新会員を迎える事も
出来ました。引き続き会員増強を願いつつ、会
員全員にクラブスローガンの『一声かけて仲間
の和・奉仕の輪！』を推進して頂きたくお願い
申し上げます。例会時等、遠慮無く先輩のご意
見を拝聴し、卒なく活動に役立てて下さい。ま
た、先輩会員からも是非若い人達にお声を掛け
てあげてください。

　後期には、ぬまづの宝100選見学例会を３月
26日に予定しています。意外と知らない史跡や
風景を再認識して頂き、沼津の良さを再確認い
たしましょう。
また、５月には地区大会が下田市で、そして姉
妹ＬＣである倉敷LC60周年に訪問致します。後
期は沼津5LCのホストクラブも担当し、同じく
５月に5LC合同例会も控えております。そし
て、６月には複合地区大会が長野県松本市で行
われます。
　これまでクラブ運営を無事に進める事が出来
ましたのも、偏に沼津LCの役員・会員の皆様の
ご理解とご協力のお蔭と心より感謝申し上げま
す。
重ねて会長不在の間のご迷惑をお詫び申し上げ
まして、今後ともご指導・ご鞭撻の程宜しくお
願い致します。
　酉年が皆様におきまして健やかで、益々の飛
躍の年になりますよう祈念致します。

『健康第一で頑張りましょう！』

 会長  L. 村林照夫

2017年1月

222第 例会

▲講演するL.勧山弘

▲選手宣誓

▲額を手渡す
　小原第2副会長　

▲大平小児童を前に
　挨拶される大川副会長

▲市民憲章推進協議会の
　L.竹村からご挨拶

◀北村委員長の発声で
　全員で市民憲章を唱和　

お礼に合唱を聴かせて
いただきました▼　

▲閉会式　優勝チームに
　ラオンズカップを授与
　する大川第1副会長

▲L.大川より準優勝
　チームにはメダルが
　授与された

さすが元野球部
始球式で見事な
フォームを披露
するL.小原▼

開会式で村林会長にかわって▶
挨拶する小原第2副会長

▲堀田県アイバンク理事長とL.鈴木

▲遺族を代表して挨拶されるL.鈴木善之助

第39回
10月10日㈪～16日㈰

優勝

準優勝

３位

市
民
憲
章
額贈呈

式

10月17日㈪大平中学校 11月7日㈪大平小学校

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式

選抜少年野球沼津交流大会



アクティビティー例会11第 例会10月

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！
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クリスマス家族例会22第 例会12月

千本浜ファミリーマラソン

　10月1日㈯に実施された10月第1例会（アクティビティー例会）では、メンバーが市内街頭において献眼登録
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13:15より行われた例会セレモニーお
よび事業内容説明のあと、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・仲見世の
旧マルホシ前）で積極的に献眼登録のピーアールと受付を行い、本年も多くの新規登録を獲得することができまし
た。50年以上の歴史を有するアイバンク運動をリードしてきたのは沼津ライオンズクラブであるという自負を持っ
て、この誇るべき事業の一層の推進・発展のためにメンバー全員で更なる努力をしてまいりましょう。

　12月23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。当夜は多く
のメンバー・ファミリーが出席し、計画大会委員会の手作りなれども趣向満載の企画でおおいに盛り上がり、ほのぼ
の暖かい雰囲気で満ちあふれたハートウォーミングなクリスマス例会でありました。

▲会長代行にも慣れてきました
　例会挨拶をする大川第１副会長

▲テール・ツイスターL.清水登場
　地区の方のお役目も大変です

▲こちらも代理。榊原委員長に
　かわって出席率を発表する
　L.杉山（純）

▲アクティビティーの内容について説明をする
　視力委員長

▲仲見世にて
▲足立様通夜式にて感謝状贈呈の様子 ▲当日登録された方にはこのタオルが

　特典で付きました ▲静岡新聞の取材を受けるL.勧山弘

▲駅北口にて

▲駅南口にて

▲村林会長ついに復活 ▲開宴前に委員会ローア

▲乾杯はL.鈴木善之助 ◀雰囲気を盛り上げる赤いパジャマの人と可愛いトナカイ
▲閉会の挨拶をされる（ちょっ
　と赤い顔の）小原第２副会長

▲夫婦対抗○×大会？

新市長も献眼登録して▶
いただきました

大川副会長▶
の挨拶

▲笛吹きコンテスト（プレゼント大抽選会）▲ベストカップル（？）に選ばれた大川夫妻

▲お菓子に埋もれる子供たち

▲司会のL.加藤（滋） ▲開宴の挨拶は大川第１副会長

千本浜ファミリーマラソン
１１月１３日㈰千本浜公園

今年から清掃はしないことになりま
したが、献眼登録所は設けました。

尊い献眼をしていただきました
ご冥福をお祈りいたします

10月12日
瀬戸　衛様

11月17日
足立雪江様



　10月20日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてLCIF委員会の担当で10月第2例会が開催されました。334-C
地区からLCIF・国際関係委員長 L.井原孝（伊東LC）および3R・LCIF・献眼・献腎・献血委員 L.鈴木淳（富士中央
LC）をお招きしてLCIFについてご講演をいただきました。

　講演前に入会式が行われ、L.若林直美が新しく会員となりました（スポン
サーL.小林龍司）。また、期の中途からではありますが、L.清水英一郎が３３
４-C地区のYCE副委員長に任命され委嘱状が伝達されました。来年は委

員長を拝命する予定です。頑張ってください。また、前会長
のL.後藤行宏にアワード（会長賞）が贈呈されました。さら
に、8月第2例会（食糧支援奉仕例会）での寄付に対し、
LCIFより沼津LCにトロフィー（楯）が送られ、地区LCIF委員
長から大川副会長にお渡しいただきました。

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！
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　11月24日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて開催された11月第2例会に
334-C地区3R・1Z・ZC L.芹澤覚（沼津千本LC）、334-C地区3R青少年・薬物乱
用防止・クエスト委員 L.野田始彦（沼津千本LC）が例会訪問され、芹澤ZC、野田委員
よりそれぞれ熱意のこもったお話をいただきました。
　ことに芹澤ZCからは、沼津ライオンズクラブの運営のすばらしさをお褒めいただ
きました。またZCは沼津5ライオンズクラブの横の連携の強化を訴え、その中心的役
割を果たすことができるのは沼津ライオンズクラブであるともおっしゃられました。
　なお、当夜はL.佐藤秀樹、L.杉澤教人、L.西田憲正の3名の新会員のメンバース
ピーチも行われましたが、3名とも巧みなスピーチを披露してくれました。

　11月10日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた11月第1例会はPR情報委員会の担当で、沼津文化財セ
ンターの学芸員・鶴田晴徳様をお招きして「古代、沼津は日本の中心だった！」と題して、高尾山遺跡について講演し
ていただきました。高尾山遺跡は、西暦230年頃から築造され250年頃に完成した弥生時代の終わりから古墳時代
にかけての古墳であり、スルガの王を埋葬する、この地域に一番最初に造られた前方後方墳で、東日本でも独自に古
墳時代へと移行しつつあったことを示す貴重な遺跡である。副葬品からも推測できるように高い経済力・武人的性
格・高い土木技術を持ち、スルガの政治的統合を示す最初のモニュメントであり、畿内勢力と対峙する勢力の存在を

示すものであるとのこと。
　このように学術的にも高い評価を有す
る文化財が身近に存在したことに驚くと
ともに、この地域における古代のロマンを
感じさせていただいた講演でありました。
　なお、講演に先立って、334-C地区前
年度クラブ優秀賞のパッチがわが沼津ラ
イオンズクラブに授与され、クラブ会長
賞とクラブ幹事賞がそれぞれ後藤前会
長、柏木前幹事に贈呈されました。
　また、新会員5人のスポンサーをつと
めたL.森と2人のスポンサーをつとめた
L.橋本に会員キー賞が贈呈されました。

PR情報委員会担当例会11第 例会

LCIF委員会担当例会

▲ZC L.芹澤覚

▲野田委員 ▲最後にお0二人を囲んでローア▲メンバースピーチをするL.佐藤・L.杉澤・L.西田

▲講演する鶴田沼津市文化財調査係係長

▲L.井原孝の熱の入った
　ご講演

▲LCIFより記念の楯を受けた大川第１副会長

▲後藤会長代行、北村青少年委員長、白土学童部会長

▲例会前の記念撮影▲清掃後のお楽しみ。汗を流した後のカレーの味は格別

▲＆稲野環境保全委員長 ▲療養中の会長も参加
▲静岡新聞の取材を
　受ける後藤前会長

▲新会員L.若林直美（所属は視力福祉委員会）
▲L.鈴木淳からもご挨拶
　いただきました

▲３３４-C地区YCE
　副委員長を拝命
　したL.清水

アワード（会長賞）を　
受けたL.後藤▼

22第 例会 ZC訪問例会22第 例会

▲前年度クラブ会長賞・幹事賞を受けるL.後藤とL.柏木 ▲スポンサーキー賞を受けたL.森とL.橋本

10月

11月

11月

　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4日㈰8:30より、沼津野球連盟学童部との協働
奉仕事業として恒例の沼津御用邸記念公園裏の海岸清掃を実施しました。ライオンズメンバー30数名、野球連盟学
童部の子どもたち、関係者、保護者170名 合計200人超が参加しました。天気は晴れ、風もなく、暖かな天候に恵ま
れてはかどりました。清掃後は恒例となった担当委員会によるカレーに学童部の子どもたちは大喜び。なお、清掃終
了後、同公園内「主馬」にて例会を行ないました。

アクティビティー例会11第 例会1２月
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アクティビティー例会11第 例会10月
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クリスマス家族例会22第 例会12月

千本浜ファミリーマラソン

　10月1日㈯に実施された10月第1例会（アクティビティー例会）では、メンバーが市内街頭において献眼登録
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13:15より行われた例会セレモニーお
よび事業内容説明のあと、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・仲見世の
旧マルホシ前）で積極的に献眼登録のピーアールと受付を行い、本年も多くの新規登録を獲得することができまし
た。50年以上の歴史を有するアイバンク運動をリードしてきたのは沼津ライオンズクラブであるという自負を持っ
て、この誇るべき事業の一層の推進・発展のためにメンバー全員で更なる努力をしてまいりましょう。

　12月23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。当夜は多く
のメンバー・ファミリーが出席し、計画大会委員会の手作りなれども趣向満載の企画でおおいに盛り上がり、ほのぼ
の暖かい雰囲気で満ちあふれたハートウォーミングなクリスマス例会でありました。

▲会長代行にも慣れてきました
　例会挨拶をする大川第１副会長

▲テール・ツイスターL.清水登場
　地区の方のお役目も大変です

▲こちらも代理。榊原委員長に
　かわって出席率を発表する
　L.杉山（純）

▲アクティビティーの内容について説明をする
　視力委員長

▲仲見世にて
▲足立様通夜式にて感謝状贈呈の様子 ▲当日登録された方にはこのタオルが

　特典で付きました ▲静岡新聞の取材を受けるL.勧山弘

▲駅北口にて

▲駅南口にて

▲村林会長ついに復活 ▲開宴前に委員会ローア

▲乾杯はL.鈴木善之助 ◀雰囲気を盛り上げる赤いパジャマの人と可愛いトナカイ
▲閉会の挨拶をされる（ちょっ
　と赤い顔の）小原第２副会長

▲夫婦対抗○×大会？

新市長も献眼登録して▶
いただきました

大川副会長▶
の挨拶

▲笛吹きコンテスト（プレゼント大抽選会）▲ベストカップル（？）に選ばれた大川夫妻

▲お菓子に埋もれる子供たち

▲司会のL.加藤（滋） ▲開宴の挨拶は大川第１副会長

千本浜ファミリーマラソン
１１月１３日㈰千本浜公園

今年から清掃はしないことになりま
したが、献眼登録所は設けました。

尊い献眼をしていただきました
ご冥福をお祈りいたします

10月12日
瀬戸　衛様

11月17日
足立雪江様



【開会式】あしたか球場 10月10日㈪ 【閉会式】市営球場 10月16日㈰

三島南シャークス
バンビーズ豊田野球スポーツ少年団
長泉ブルースターズ、富士宮ダイナマイツ
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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！

食糧支援奉仕例会のご報告28月

　献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式が10月10日㈪沼津市長 栗原裕
康様、 公益財団法人静岡県アイバンク理事長 堀田喜裕様を来賓とし
てお迎えして千本プラザにおいて沼津地区５LC合同主催で行われまし
た。 L.勧山弘によるご講演 、L.鈴木善之助から遺族を代表してのご挨
拶がありました。その後、祝日ということで献眼碑周辺に集まったポケ
モントレーナーの人混みの中、献眼碑に名簿をお納めしました。

　8月18日に行われた8月第2例会ではＬＣ国際協会100周年記念事業の１つである食糧支援に貢献する為、例会
食事を塩むすび2個と赤だしの汁、漬物といった簡素なものにし、浮いた例会食費と会員からの寄付を合わせ、ＬＣＩＦ
へ1.000ドル献金を率先して実施し、地区ガバナーに報告することが出来ました。
　又、当日は当クラブのメンバーのＬ．勧山　弘にご自身の貴重な体験を踏まえ、食糧支援の大切さを語って頂きまし
た。Ｌ．勧山の思いを受け、沼津ＬＣとしてはゾーン、リジョン、地区を超えて、このような食糧支援の取り組みが全国の
ライオンズクラブに拡がるように発信していきたいと思います。

年頭にあたって年頭にあたって

　明けましておめでとうございます。皆様方に
おかれましては、輝かしい新年をお迎えの事と
お慶び申し上げます。私事ですが３ヶ月余り病
気療養の為にLC活動に出席出来ず大変ご心配や
ご迷惑をお掛け致しました。
　皆様のご尽力のお蔭で前期には、LC国際協会
100周年記念事業の1つである食糧支援に貢献
し、例会食費を節約してLCIFへ1,000ドル献金
を当クラブが率先して実施し、地区ガバナーに
報告する事が出来ました。またクラブの主要事
業である献眼運動も着々と献眼登録を頂き、青
少年育成事業も継続して活動を行えました。女
性会員を含め７名もの若き新会員を迎える事も
出来ました。引き続き会員増強を願いつつ、会
員全員にクラブスローガンの『一声かけて仲間
の和・奉仕の輪！』を推進して頂きたくお願い
申し上げます。例会時等、遠慮無く先輩のご意
見を拝聴し、卒なく活動に役立てて下さい。ま
た、先輩会員からも是非若い人達にお声を掛け
てあげてください。

　後期には、ぬまづの宝100選見学例会を３月
26日に予定しています。意外と知らない史跡や
風景を再認識して頂き、沼津の良さを再確認い
たしましょう。
また、５月には地区大会が下田市で、そして姉
妹ＬＣである倉敷LC60周年に訪問致します。後
期は沼津5LCのホストクラブも担当し、同じく
５月に5LC合同例会も控えております。そし
て、６月には複合地区大会が長野県松本市で行
われます。
　これまでクラブ運営を無事に進める事が出来
ましたのも、偏に沼津LCの役員・会員の皆様の
ご理解とご協力のお蔭と心より感謝申し上げま
す。
重ねて会長不在の間のご迷惑をお詫び申し上げ
まして、今後ともご指導・ご鞭撻の程宜しくお
願い致します。
　酉年が皆様におきまして健やかで、益々の飛
躍の年になりますよう祈念致します。

『健康第一で頑張りましょう！』

 会長  L. 村林照夫

2017年1月

222第 例会

▲講演するL.勧山弘

▲選手宣誓

▲額を手渡す
　小原第2副会長　

▲大平小児童を前に
　挨拶される大川副会長

▲市民憲章推進協議会の
　L.竹村からご挨拶

◀北村委員長の発声で
　全員で市民憲章を唱和　

お礼に合唱を聴かせて
いただきました▼　

▲閉会式　優勝チームに
　ラオンズカップを授与
　する大川第1副会長

▲L.大川より準優勝
　チームにはメダルが
　授与された

さすが元野球部
始球式で見事な
フォームを披露
するL.小原▼

開会式で村林会長にかわって▶
挨拶する小原第2副会長

▲堀田県アイバンク理事長とL.鈴木

▲遺族を代表して挨拶されるL.鈴木善之助

第39回
10月10日㈪～16日㈰

優勝

準優勝

３位

市
民
憲
章
額贈呈

式

10月17日㈪大平中学校 11月7日㈪大平小学校

献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式

選抜少年野球沼津交流大会
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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！”

2017年（平成29年）1月19日発行〈747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

晴れやかな富士のもと、
奉仕の汗を流す

第1例会
幹事報告

第1例会 平成28年10月1日㈯13:15　アクティビティー例会　於：さんさんホール
（総員72名　出席56名　欠席16名　出席率77.8％）幹事報告10

月   9月17日㈯　クラブGMT・GLT会議　L.大川、L.芹澤（明）、L.赤堀、他3名出席
  9月26日㈪　視力・福祉委員会
  9月27日㈫　9月第2役員会
  9月28日㈬　地区第1回GMT・GLT会議、並びにゾーンGMT・GLTリーダーとの合同会議　L.赤堀出席

10月  3日㈪　「千本浜ファミリーマラソン」について打合せ　L.稲野出席
10月  4日㈫　5LC幹事会　幹事出席
10月  5日㈬　「ライオンズ育成グループ」今年度第1回研修会　L.橋本出席
10月  9日㈰　献眼碑清掃　幹事、会計、L.池田、L.服部（喜）出席
10月10日㈪　選抜少年野球沼津交流大会開会式　L.小原、幹事、L.北村、L.土井出席
10月10日㈪　献眼者厚生労働大臣感謝状伝達式　L.勧山、L.後藤、L.大川、L.小原、他7名出席
10月11日㈫　10月第1役員会
10月12日㈬　第4回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤、L.小原出席
10月12日㈬　瀬戸衛様　献眼摘出立合い　L.飯田出席
10月15日㈯　故 瀬戸衛様告別式　献眼感謝状贈呈　L.大川、L.池田出席
10月16日㈰　選抜少年野球沼津交流大会閉会式　L.大川、幹事、L.北村、L.土井出席
10月17日㈪　市民憲章額贈呈式（大平中学校）　L.竹村、L.小原、幹事、L.北村、L.土井出席
10月18日㈫　三島LC10月第2例会　L.清水出席

11月13日㈰　千本浜ファミリーマラソン　L.大川、幹事、環境・視力福祉委員会出席
11月15日㈫　11月第1役員会
11月17日㈭　足立雪江様　献眼摘出立合い　L.飯田立合い
11月20日㈰　故 足立雪江様通夜　献眼感謝状贈呈　L.小原、幹事、L.池田出席
11月22日㈫　第2回キャビネット会議　L.竹村、L.清水出席
11月22日㈫　沼津朝日賞贈呈式　L.小原出席
11月22日㈫　倉敷LC交流委員会

第2例会 平成28年10月20日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席61名　欠席12名　出席率83.6％）

第1例会 平成28年11月10日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席62名　欠席11名　出席率84.9％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

10月23日㈰　第18回臓器移植推進国民大会　L.勧山、L.池田出席
10月23日㈰　平成28年度学童部納会　L.大川、幹事、L.北村出席
10月25日㈫　10月第2役員会
11月  1日㈫　5LC幹事会　幹事出席
11月  4日㈮　薬物乱用防止教育認定講師養成講座　L.北村出席
11月  6日㈰　YCE来夏季派遣生選考試験　L.清水出席
11月  7日㈪　市民憲章額贈呈（大平小学校）　L.竹村、L.大川、幹事、L.石原、L.土井出席

平成28年11月24日㈭18:30　ZC訪問例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席67名　欠席6名　出席率91.8％）

計   23,000 円
       0 円

10月度ドネーション

合計 23,000 円

11月度ドネーション

【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の協働事業）平成28年12月4日㈰

2016

11
月

2016

平成28年12月4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73名　出席63名　欠席10名　出席率86.3％）

第2例会 平成28年12月23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73名　出席63名　欠席10名　出席率86.4％）幹事報告

12月  7日㈬　5LC幹事会　幹事出席
第2回ゾーン会長、GMT・GLT委員長会議　L.大川、L.赤堀、幹事、会計出席
第2回ガバナー諮問委員会　L.大川、L.赤堀、幹事、会計出席

12月  8日㈭　「ライオンズ育成グループ」今年度第2回研修会　L.橋本出席
12月14日㈬　第5回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤、L.小原、L.服部（厳）出席
12月15日㈭　2016～2017YCE冬季ユースキャンプ　地区YCE副委員長、L.清水出席
12月20日㈫　334-C地区3R・1Z内会長会　L.後藤出席

・3月第2例会（ぬまづの宝100選見学移動例会）の開催日が3月16日（木）から26日（日）に変更になりました。
 日程のご調整をお願い致します。詳細は後日ご案内致します。
・後期5LCホストクラブは沼津ライオンズクラブです。

11月28日㈪　歴代会長会
11月29日㈫　11月第2役員会

12
月

2016

L.大古田一郎
L.木村　幸男
L.竹村　喜次
L.金井　隆直
L.服部　喜和
L.小林　龍司
L.小林　龍司
L.小林　龍司
L.中村　　信
L.杉山　由博
L.榊原　　晃
L.清水英一郎

９月度ゴルフ部優勝
９月度ゴルフ部準優勝
10月誕生月
10月誕生月
10月誕生月
10月誕生月
10/15長女広果の披露宴無事終了
L.若林直美のスポンサーとなりました
クリスマス例会の商品で熊野詣しました
工場に新しい機械が入りました
体調不良から無事復帰しました
334C地区YCE副委員長拝命しました

【ドネーション】

L.後藤　行宏
L.赤堀　肇紀
L.河村　忠彦
L.土屋　恭博
L.常峯　孝幸
L.北村清一郎
L.芹澤　明寛
L.髙橋　　覚
L.金子　俊道
L.清水英一郎
L.横山　　業
L.井上　孝喜
L.芹澤　　覚

（沼津千本LC）
L.野田　始彦

（沼津千本LC）
L.加藤　元章

沼津商工会議所副会頭承認
納税貯蓄組合税務署長賞受賞
10月誕生月、11月結婚記念日
大学同窓会に参加
結婚記念日
結婚記念日
結婚記念日
同一名のZCに会えました
10月ゴルフ同好会優勝
10月ゴルフ同好会準優勝
結婚記念日
井上バンド沼津武道館ライブ大成功
ZC公式訪問ありがとうございました
 
ZC公式訪問ありがとうございました

 
結婚記念日

【ドネーション】

計　

31,000 円
1,000 円

合計 32,000 円

【ファイン】 計　
計　

12月度ドネーション

L.村林　照夫
L.赤堀　肇紀
L.井上　孝喜
L.野田金次郎
L.塩崎　享一
L.佐藤　秀樹
L.土井　宣博
L.鈴木善之助
L.原川　逹也
L.木村　幸男
L.芹澤　明寛
L.清水英一郎
L.後藤　行宏
L.佐藤　秀樹
L.加藤　元章
L.杉沢　教人

退院しました
結婚記念日
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
12月誕生月
11月ゴルフ部優勝
11月ゴルフ部準優勝
12月ゴルフ部優勝
12月ゴルフ部準優勝
長男が結婚しました
セラピードック募金箱設置新聞掲載
セラピードック募金箱設置新聞掲載
イノベーション勉強会新聞掲載

【ドネーション】

31,000 円
500 円

合計 31,500 円

【ファイン】 計　
計　

晴れやかな富士のもと、
奉仕の汗を流す


