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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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移動例会・
ぬまづ100選めぐり

第1例会
幹事報告

第1例会 平成29年1月5日㈭18:30　新年例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席64名　欠席9名　出席率87.7％）幹事報告1

月 12月26日㈪　2016～2017年度第1回指名委員会　指名委員、L.大川、幹事出席

12月27日㈫　12月第2役員会

  1月  6日㈮　前期会計監査　監査委員L.市川・L.杉山、L.後藤、幹事、会計出席

  1月  9日㈪　平成29年沼津市消防出初式　幹事出席

  1月10日㈫　5LC会計の引継ぎ　幹事、会計出席

  1月10日㈫　5LC幹事会　幹事出席

  1月10日㈫　1月第1役員会

  1月11日㈬　第6回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤、L.小原、幹事出席

  1月14日㈯　3月第2例会（ぬまづの宝100選を巡る移動例会）下見　LT.副LT出席

  2月  7日㈫　5LC幹事会　幹事出席

  2月  8日㈬　第7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）、幹事出席

  2月  8日㈬　3R・1Z親睦ゴルフ大会打ち合わせ　L.大川出席

  2月11日㈯　麻雀大会

  2月14日㈫　2月第1役員会

  2月16日㈭　2017～2018年度　役員候補指名会

第2例会 平成29年1月19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29年2月2日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席59名　欠席14名　出席率80.8％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

  1月20日㈮　名誉顧問会　名誉顧問　元地区ガバナー　L.土屋誠司出席

  1月24日㈫　1月第2役員会

  1月26日㈭　視力・福祉委員会

  2月  1日㈬　川島民子様　献眼摘出立会い（大岡平安典礼会館）　L.飯田立会い

  2月  4日㈯　故 川島民子様　通夜式　献眼感謝状贈呈（大岡平安典礼会館）　会長、L.勧山、L.池田、L.佐々木出席

平成29年2月16日㈭18:30　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86.3％）

計   112,000 円
       0 円

1月度ドネーション

合計 112,000 円

2月度ドネーション

【ファイン】

3月第2例会　平成29年3月26日㈰　井田の菜の花畑をバックに

2017

２
月

2017

平成29年3月2日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席60名　欠席13名　出席率82.2％）

第2例会 平成29年3月26日㈰8:00　移動例会（ぬまづ100選めぐり）　於：市内各所
（総員73名　出席49名　欠席24名　出席率67.1％）幹事報告

  3月  5日㈰　第3回NPO法人沼津体育協会会長杯学童野球大会開会式　L.小原、幹事、L.北村、L.土井出席

  3月  7日㈫　LT打ち合わせ　L.橋本、L.大城、L.加藤（明）出席

  3月  8日㈬　5LC幹事会　L.後藤、幹事出席

  3月  8日㈬　第3回ゾーン会長、GMT・GLT委員長会議　会長、L.赤堀出席

  3月  8日㈬　第3回ガバナー諮問委員会　会長、L.赤堀、幹事出席

  3月10日㈮　沼津市へ童話集贈呈式　会長、幹事、L.北村、L.土井、L.石原出席

  3月14日㈫　3月第1役員会

  3月15日㈬　第8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）、幹事出席

  3月22、23日㈬・㈭　334－C地区YCE宿泊オリエンテーション　地区YCE副委員長　L.清水出席

  3月25日㈯　第3回NPO法人沼津体育協会会長杯学童野球大会閉会式　会長、L.北村、L.土井出席

  2月17日㈮　LC100周年記念奉仕事業沼津5LC実行委員会拡大フェア部会打ち合わせ会　L.後藤、幹事出席

  2月23日㈭　複合地区YCE委員会

  2月24日㈮　少年自然の家跡施設等の活用事業説明会　会長出席

  2月26日㈰　富士吉原ライオンズクラブCN55周年記念式典・祝賀会
                   名誉顧問　元地区ガバナーL.土屋誠司、L.後藤、L.横山、幹事、会計出席

３
月

2017

L.村林　照夫

L.森　　幹生

L.芦澤　剛彦

L.杉山　由博

L.土屋　恭博

L.清水英一郎

L.大川　祐輝

メンバー全員

L.芹澤　明寛

L.松田　一哉

L.赤堀　肇紀

L.大畑　賀康

L.原川　達也

L.髙橋　　覚

L.北村清一郎

L.大川　祐輝

L.市川　洋一

L.石垣　優子

新年明けましておめでとうございます

酉年年男　結婚記念日

酉年年男　

長女が結婚しました

自宅イルミネーションが近所に好評

箱根駅伝復路ゴールを観ました

クリスマス例会でベストカップル賞

新年全員ドネーション

古希のお祝い

結婚記念日

1月度　ゴルフ同好会優勝

9月誕生月　7月結婚記念日

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

【ドネーション】

L.名取　正純

L.土屋　恭博

L.清水英一郎

L.赤堀　肇紀

麻雀大会有志一同

L.榊原　　晃

L.徳田　和人

L.土井　宣博

L.石原　敏行

L.柏木　雅博

L.三枝　文則

L.横山　　業

1月誕生月

2月誕生月

市場町青年会　ゴルフコンペ優勝

２/11麻雀大会　優勝

楽しく麻雀やりました

１/28沼津石材イベント盛況でした

２/10　結婚記念日

２/21　結婚記念日

1月誕生月

2月誕生月

2月誕生月

2月誕生月　88歳米寿です

【ドネーション】

計　

24,000 円
0 円

合計 24,000 円

【ファイン】 計　
計　

3月度ドネーション

L.赤堀　肇紀

L.土屋　誠司

L.小林　龍司

L.土屋　英治

L.小林　龍司

L.大川　祐輝

L.柏木　雅博

新入会員8人目達成　感謝！

入会式　おめでとう！

ホテルシェル湘南平塚店３/３オープン

國武L　スポンサーを務めました

2月ゴルフ部　優勝

2月ゴルフ部　準優勝

1月ゴルフ部　準優勝

【ドネーション】

13,000 円
0 円

合計 13,000 円

【ファイン】 計　
計　

移動例会・
ぬまづ100選めぐり
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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！

　3月10日㈮、村林会長、小林幹事、L.北村清一郎（青少年委員長）、L.石原敏行（青少年副委員長）、L.土井宣博
（PR情報委員長）が沼津市教育長室を訪問し、沼津市教育長 服部裕美子様に「童話の花束」を贈呈しました。
　これはJX日鉱日石エネルギー㈱が主催する「心のふれあい」をテーマとした童話コンクールの優秀作品を掲載し
た絵本童話集で、こどもたちの豊かな心と読書習慣を育てるために当クラブが継続的に実施している事業です。な
お、本書の贈呈にあたっては、本年度もL.土屋英治のご好意で４００冊を提供いただきました。
　贈呈式後、会長らは教育長と懇談し、閉鎖される沼津市少年自然の家の今後の活用などの話題が交わされまし
た。

　3月5日㈰～3月25日㈯にかけて熱戦がくりひろげら
れました。特に決勝戦は７回まで両チーム無得点の上、８
回裏、3-4で逆転サヨナラという好試合でした。

「童話の花束」を沼津市に贈呈

▲開会式で優勝カップの返還を受ける
　第2副会長L.小原

▲閉会式で優勝の大岡少年野球団に優勝カップを
　授与する村林会長

▲準優勝の香貫少年野球団には会長より準優勝カップが
　授与されました

▲選手宣誓（開会式）

3月５日㈰
（沼津市営球場）

開会式 3月２５日㈯閉会式

優　勝 大岡少年野球団

準優勝 香貫少年野球団

3位 愛鷹ホークス、
原ブルーキッズ

第3回NPO法人沼津体育協会会長杯

学 童 軟 式 野 球 大 会

新　年　例　会11第 例会1月

　1月5日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて新年例会が開催されました。昨年来、療養を続けながら会長職の重責
を果たしてこられた村林会長も順調に回復され、力強く新年の挨拶を述べられました。後期も沼津5LCのホストクラ
ブ担当やライオンズクラブ創立100周年記念「沼津5LCフェスタ」、倉敷LC認証60周年訪問などの大きな事業が
目白押しです。クラブスローガン「一声かけて仲間の和・奉仕の輪！」のもとに、メンバー一致団結して、クラブ事業に
も、おのおのの事業にも一層の飛躍を誓いあった新年例会でありました。

▲すっかり元気になられた村林会長から新年のご挨拶です

L.森　幹生　1945年7月14日生

L.芦澤剛彦　1969年6月17日生

L.芹澤明寛　1947年4月13日生

L.竹村喜次　1947年10月9日生

L.野田金次郎　1947年12月3日生

L.横山　業（15回目）

L.乾　精治（5回目）

L.赤堀肇紀（5回目）

L.前田利定（3回目）

L.村林照夫（1回目）

L.大川祐輝（1回目）

L.小林龍司（1回目）

L.清水英一郎（分割献金）

L.小原嘉弘（分割献金）

年　　男酉

古稀

MJF 献金者

▲年男のL.芦澤剛彦とL.森幹生の
　おめでたいローア

▲古希　L.野田金次郎、L.竹村喜次、 
　（L.芹澤明寛）ますますお元気です

▲MJF献金者に記念PINの贈呈

▲開宴の挨拶は
　第一副会長
　L.大川祐輝

▲餅つき大会　へっぴり腰は誰だ？
▲閉宴の挨拶はちょっと赤ら顔
　の第二副会長L.小原嘉弘

▲乾杯のご発声は
　L.服部行眞

▲アトラクションはお正月
　らしく筝曲の演奏です

▲雅やかな雅楽の調べが新年の
　雰囲気を盛り上げてくれました

▲MJF1,000＄献金1回目のお三方に
　記念の楯の贈呈

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



出席委員会担当例会11第 例会2月

NUMAZU LIONS CLUB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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2016～2017年度前期決算報告・監査報告22第 例会1月

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

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

故 川島民子様 献眼　2月１日㈬ （立会い人 Ｌ.飯田太志）

2月4日㈯通夜式において献眼感謝状を
贈呈いたしました。ご冥福をお祈りいたします。

2月11日㈯クーロンで行われました。ベテラン会員・若手
会員の交流・親睦を深めました。

麻
沼津ライオンズクラブ

雀 大 会 2月26日㈰ ホテルグランド富士

▲スポンサークラブを代表して挨拶する
　前会長 L.後藤

▲地区名誉顧問・元地区ガバナーL.土屋誠司と
　第一副地区　ガバナーによるローア　

富士吉原ライオンズクラブ
CN55周年記念式典・祝賀会

　2月2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2月
第１例会が開催されました。野村証券沼津支店よりファイナンシャル・コ
ンサルティング課長　田部久貴様、ファイナンシャル・アドバイザー課　
柏木大吾様のおふたりをお招きし、田部様より「アメリカ大統領の新任に
よる日本経済への影響および展望」と題してご講演いただきましたが、ト
ランプ大統領の就任によって不確実性を増す世界の政治経済情勢に有
効な処方箋はあるのでしょうか？また、来る5月4日に催される沼津5LC
フェスタについて100周年記念奉仕事業実行委員長L.後藤行宏より事
業の概要説明がありました。

　1月19日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた1月第2例会では、会計L.井上孝喜による前期決算報告および監
査委員L.杉山由博による監査報告があり、前期決算が無事承認されました。また倉敷ライオンズクラブより藤原京子
会長以下4名のメンバーが例会訪問され、倉敷LC認証60周年記念行事のPRを行いました。その他、7月入会の新
会員L.石垣優子、L.松田一哉のメンバースピーチも行われました。

▲講演する田部氏

▲お客様の野村証券柏木氏（左）と田部氏（右）

▲挨拶をされる藤原京子倉敷LC会長
▲前期決算報告をする
　会計 L.井上孝喜

▲監査報告をする監査委員
　L.杉山由博

▲メンバースピーチをする
　L.石垣とL.松田

▲倉敷LC認証60周年
　実行委員長L.藤南和将

▲倉敷LC幹事のL.石伊繁文、
　沼津委員長 L.松本晃良

▲倉敷LCメンバーを囲んでローア

▲1月のバースデー

▲講演の司会は今回も代役、出席副委員長の
　L.杉山純哉

▲100周年奉仕事業沼津5LC実行委員会の
　報告をする前会長L.後藤行宏

L . 赤堀肇紀
優勝



　2月16日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてGMT・GLT（会員）
委員会の担当で、2月第2例会が開催されました。今回の例会の趣
旨は、“会員同士がもっと知り合う”こととし、あわせて『地域社会が
どのような奉仕を必要としているか』をテーマに、メンバーがテーブ
ル毎にわかれてブレーンストーミングを行いました。話がはずむよう
に用意されたアルコールの効用もあってか、議論は大いに盛り上が
り、各テーブルとも真剣なディスカッションが展開されました。
　なお、例会に先立ち2017～2018年度役員候補指名会が行わ
れ、例会において次期クラブ役員が承認されました。

　3月2日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて
YCE委員会の担当で3月第1例会が開催され
ました。今後のYCE派遣生の募集・受入時の参
考とすべく、5名の来日外国人をお招きして「日
本の感想と母国との違いについて」スピーチし
ていただき、質疑応答を行いました。また、國武
賢一様の入会式が執り行われ、晴れて新会員L.
國武をお迎えすることができました。

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

地区 YCE 委員長  L. 清水英一郎

会長 L. 大川　祐輝

前会長 L. 村林　照夫

第一副会長 L. 小原　嘉弘

第二副会長 L. 井上　孝喜

幹事 L. 外　　信之

会計 L. 土屋　英治

ライオン・テーマ L. 稲野　雅信

テール・ツイスター L. 北村清一郎

会員理事 L. 森　　幹生

2 年理事 L. 芹澤　明寛

2 年理事 L. 柏木　雅博

1 年理事 L. 市川　洋一

1 年理事 L. 塩崎　享一

監査委員 L. 河村　忠彦

監査委員 L. 小林　龍司

2017～2018年度クラブ役員予定者
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YCE委員会担当例会11第 例会

GMT・GLT委員会担当例会

▲今回の例会の説明をする
　GMT･GLT委員長
　L.赤堀肇紀

▲次期会長予定者
　として挨拶する
　L.大川祐輝

▲担当委員会メンバー “重鎮”の
　皆さまによるローア

▲各テーブルのディスカッション
　の要旨を発表する発表者の
　皆さん

▲各テーブルで真剣な議論が展開された

▲例会後も5人を囲んで英語で？
　懇談が続きました

▲スポンサーのL.土屋英治
　と新会員L.國武賢一

22第 例会2月

3月

▲ボスニア出身、アメリカ育
　ちのイヤレナデューモー
　デック・ピエスさん（２４歳）
　村上春樹が好きで来日さ
　れたそうです

▲南アフリカ出身のディラン
　・スミスさん（２２歳）

▲ハワイ出身のザック・デス
　ナーさん（28歳）お母さん
　は中国人だそうです

▲オーストラリアからシェ
リー・サクライさん（２６歳）
日本でご結婚されてます

▲司会のYCE委員長L.木村
幸男と通訳をお願いした
アリシア・ヘンマン様（アメ
リカ出身・２４歳）

L.國武賢一
昭和38年7月31日生

（53歳）

㈱リースサンキュー
（リネンサプライ業）
代表取締役

結婚記念日11月19日



　3月第2例会は“ぬまづの宝100選”を巡る移動例会として、ライオンテーマーL.橋本賢一らの入念な下見を経て
3月２６日㈰に実施されました。日頃、市内で生活する中で触れる機会の少ない沼津の宝といわれる名所や風景に接
することで、沼津の魅力を再発見し、地元愛の向上と、その魅力を外部に発信するための情報獲得の場としたいとい
う村林会長肝煎りの企画でありました。当日は生憎小雨が降り続き３月とは思えぬ肌寒さでしたが、メンバーは朝
8:00に沼津駅北口に集合し、元気よくスタートしました。
　最初に向かったのは源頼政ゆかりの禅長寺。西浦の山中です。道が細いためバスを降り、そぼ降る雨の中、上り坂
を10数分歩き、やっと到着。次は大瀬岬に向かい神池・ビャクシンなどを見学後、戸田へ。戸田は難波したロシア軍
艦ディアナ号の乗組員が居留し、日本初の洋式帆船「ヘダ号」が作られた地です。江戸時代より廻船業を営み財をな
し1854年のディアナ号沈没事故の際には代船「ヘダ号」の造船御用掛を努めた松城家住宅（重要文化財）を見学。
改修中でしたが学芸員さんの説明を聞きながらじっくり見学することができました。
　その後、内浦へ戻り、北条水軍の拠点であった国指定史跡・長浜城跡を見学。雨のため曲輪（城郭の中の平場）に
行くことはできませんでしたが、学芸員さんの説明に真剣に耳を傾け、戦国時代の歴史の一端を知り、ロマンを感じ
ることができました。ツアーも終盤、沼津市街地を通り抜けて原の昌原寺へ。ここはディアナ号の乗組員が立ち寄り
地元民と相撲をとったという逸話が残るそうです。朝8:00から夕方5:00まで、おそらく走行距離は80kmぐらい
あったでしょうか。長時間、長距離にわたる移動例会でした。お疲れさまでした。“ぬまづの宝100選”。知っているよ
うで知らないことがたくさんありました。残念ながら今回の例会に参加できなかったメンバーのみなさんも、一度訪
れてみてはいかがでしょうか。企画されたライオンテーマー、副テーマーのみなさまありがとうございました。

▲旅程を説明する担当添乗
　員ならぬライオン
　テーマーL.橋本

▲禅長寺への道のりは
　きつい坂道でした ▲源頼政ゆかりの禅長寺 ▲大瀬岬の神秘の神池

▲威容を誇る大瀬岬の
　ビャクシン

▲松代家住宅
▲住宅内部、歴史と風格に
　満ちた古民家でした

▲天井の洒落たランプ架け
　風情があります

▲戸田で昼食。ですがお金がないのでタカアシガニは
　食べれません。見るだけ

▲くるら戸田でトレエンと
　会長

▲長浜城跡にて安宅船（軍船）の
　大きさにビックリ ▲最後の見学地・原の昌原寺

移動例会（ぬまづの宝100選めぐり）22第 例会3月

くるわ

あたけぶね

▲事前の下見から当日の
　引率まで、ライオンテー
　マー、副ライオンンテー
　マーとL.飯田。ごくろうさ
　までした
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　2月16日㈭沼津リバーサイドホテルにおいてGMT・GLT（会員）
委員会の担当で、2月第2例会が開催されました。今回の例会の趣
旨は、“会員同士がもっと知り合う”こととし、あわせて『地域社会が
どのような奉仕を必要としているか』をテーマに、メンバーがテーブ
ル毎にわかれてブレーンストーミングを行いました。話がはずむよう
に用意されたアルコールの効用もあってか、議論は大いに盛り上が
り、各テーブルとも真剣なディスカッションが展開されました。
　なお、例会に先立ち2017～2018年度役員候補指名会が行わ
れ、例会において次期クラブ役員が承認されました。

　3月2日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて
YCE委員会の担当で3月第1例会が開催され
ました。今後のYCE派遣生の募集・受入時の参
考とすべく、5名の来日外国人をお招きして「日
本の感想と母国との違いについて」スピーチし
ていただき、質疑応答を行いました。また、國武
賢一様の入会式が執り行われ、晴れて新会員L.
國武をお迎えすることができました。

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

地区 YCE 委員長  L. 清水英一郎

会長 L. 大川　祐輝

前会長 L. 村林　照夫

第一副会長 L. 小原　嘉弘

第二副会長 L. 井上　孝喜

幹事 L. 外　　信之

会計 L. 土屋　英治

ライオン・テーマ L. 稲野　雅信

テール・ツイスター L. 北村清一郎

会員理事 L. 森　　幹生

2 年理事 L. 芹澤　明寛

2 年理事 L. 柏木　雅博

1 年理事 L. 市川　洋一

1 年理事 L. 塩崎　享一

監査委員 L. 河村　忠彦

監査委員 L. 小林　龍司

2017～2018年度クラブ役員予定者
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YCE委員会担当例会11第 例会

GMT・GLT委員会担当例会

▲今回の例会の説明をする
　GMT･GLT委員長
　L.赤堀肇紀

▲次期会長予定者
　として挨拶する
　L.大川祐輝

▲担当委員会メンバー “重鎮”の
　皆さまによるローア

▲各テーブルのディスカッション
　の要旨を発表する発表者の
　皆さん

▲各テーブルで真剣な議論が展開された

▲例会後も5人を囲んで英語で？
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　は中国人だそうです

▲オーストラリアからシェ
リー・サクライさん（２６歳）
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▲司会のYCE委員長L.木村
幸男と通訳をお願いした
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出席委員会担当例会11第 例会2月
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2016～2017年度前期決算報告・監査報告22第 例会1月

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

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

故 川島民子様 献眼　2月１日㈬ （立会い人 Ｌ.飯田太志）

2月4日㈯通夜式において献眼感謝状を
贈呈いたしました。ご冥福をお祈りいたします。

2月11日㈯クーロンで行われました。ベテラン会員・若手
会員の交流・親睦を深めました。

麻
沼津ライオンズクラブ

雀 大 会 2月26日㈰ ホテルグランド富士

▲スポンサークラブを代表して挨拶する
　前会長 L.後藤

▲地区名誉顧問・元地区ガバナーL.土屋誠司と
　第一副地区　ガバナーによるローア　

富士吉原ライオンズクラブ
CN55周年記念式典・祝賀会

　2月2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2月
第１例会が開催されました。野村証券沼津支店よりファイナンシャル・コ
ンサルティング課長　田部久貴様、ファイナンシャル・アドバイザー課　
柏木大吾様のおふたりをお招きし、田部様より「アメリカ大統領の新任に
よる日本経済への影響および展望」と題してご講演いただきましたが、ト
ランプ大統領の就任によって不確実性を増す世界の政治経済情勢に有
効な処方箋はあるのでしょうか？また、来る5月4日に催される沼津5LC
フェスタについて100周年記念奉仕事業実行委員長L.後藤行宏より事
業の概要説明がありました。

　1月19日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた1月第2例会では、会計L.井上孝喜による前期決算報告および監
査委員L.杉山由博による監査報告があり、前期決算が無事承認されました。また倉敷ライオンズクラブより藤原京子
会長以下4名のメンバーが例会訪問され、倉敷LC認証60周年記念行事のPRを行いました。その他、7月入会の新
会員L.石垣優子、L.松田一哉のメンバースピーチも行われました。

▲講演する田部氏

▲お客様の野村証券柏木氏（左）と田部氏（右）

▲挨拶をされる藤原京子倉敷LC会長
▲前期決算報告をする
　会計 L.井上孝喜

▲監査報告をする監査委員
　L.杉山由博

▲メンバースピーチをする
　L.石垣とL.松田

▲倉敷LC認証60周年
　実行委員長L.藤南和将

▲倉敷LC幹事のL.石伊繁文、
　沼津委員長 L.松本晃良

▲倉敷LCメンバーを囲んでローア

▲1月のバースデー

▲講演の司会は今回も代役、出席副委員長の
　L.杉山純哉

▲100周年奉仕事業沼津5LC実行委員会の
　報告をする前会長L.後藤行宏

L . 赤堀肇紀
優勝
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　3月10日㈮、村林会長、小林幹事、L.北村清一郎（青少年委員長）、L.石原敏行（青少年副委員長）、L.土井宣博
（PR情報委員長）が沼津市教育長室を訪問し、沼津市教育長 服部裕美子様に「童話の花束」を贈呈しました。
　これはJX日鉱日石エネルギー㈱が主催する「心のふれあい」をテーマとした童話コンクールの優秀作品を掲載し
た絵本童話集で、こどもたちの豊かな心と読書習慣を育てるために当クラブが継続的に実施している事業です。な
お、本書の贈呈にあたっては、本年度もL.土屋英治のご好意で４００冊を提供いただきました。
　贈呈式後、会長らは教育長と懇談し、閉鎖される沼津市少年自然の家の今後の活用などの話題が交わされまし
た。

　3月5日㈰～3月25日㈯にかけて熱戦がくりひろげら
れました。特に決勝戦は７回まで両チーム無得点の上、８
回裏、3-4で逆転サヨナラという好試合でした。

「童話の花束」を沼津市に贈呈

▲開会式で優勝カップの返還を受ける
　第2副会長L.小原

▲閉会式で優勝の大岡少年野球団に優勝カップを
　授与する村林会長

▲準優勝の香貫少年野球団には会長より準優勝カップが
　授与されました

▲選手宣誓（開会式）

3月５日㈰
（沼津市営球場）

開会式 3月２５日㈯閉会式

優　勝 大岡少年野球団

準優勝 香貫少年野球団

3位 愛鷹ホークス、
原ブルーキッズ

第3回NPO法人沼津体育協会会長杯

学 童 軟 式 野 球 大 会

新　年　例　会11第 例会1月

　1月5日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて新年例会が開催されました。昨年来、療養を続けながら会長職の重責
を果たしてこられた村林会長も順調に回復され、力強く新年の挨拶を述べられました。後期も沼津5LCのホストクラ
ブ担当やライオンズクラブ創立100周年記念「沼津5LCフェスタ」、倉敷LC認証60周年訪問などの大きな事業が
目白押しです。クラブスローガン「一声かけて仲間の和・奉仕の輪！」のもとに、メンバー一致団結して、クラブ事業に
も、おのおのの事業にも一層の飛躍を誓いあった新年例会でありました。

▲すっかり元気になられた村林会長から新年のご挨拶です

L.森　幹生　1945年7月14日生

L.芦澤剛彦　1969年6月17日生

L.芹澤明寛　1947年4月13日生

L.竹村喜次　1947年10月9日生

L.野田金次郎　1947年12月3日生

L.横山　業（15回目）

L.乾　精治（5回目）

L.赤堀肇紀（5回目）

L.前田利定（3回目）

L.村林照夫（1回目）

L.大川祐輝（1回目）

L.小林龍司（1回目）

L.清水英一郎（分割献金）

L.小原嘉弘（分割献金）

年　　男酉

古稀

MJF 献金者

▲年男のL.芦澤剛彦とL.森幹生の
　おめでたいローア

▲古希　L.野田金次郎、L.竹村喜次、 
　（L.芹澤明寛）ますますお元気です

▲MJF献金者に記念PINの贈呈

▲開宴の挨拶は
　第一副会長
　L.大川祐輝

▲餅つき大会　へっぴり腰は誰だ？
▲閉宴の挨拶はちょっと赤ら顔
　の第二副会長L.小原嘉弘

▲乾杯のご発声は
　L.服部行眞

▲アトラクションはお正月
　らしく筝曲の演奏です

▲雅やかな雅楽の調べが新年の
　雰囲気を盛り上げてくれました

▲MJF1,000＄献金1回目のお三方に
　記念の楯の贈呈

NUMAZU LIONS CLUB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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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）4月20日発行〈748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

移動例会・
ぬまづ100選めぐり

第1例会
幹事報告

第1例会 平成29年1月5日㈭18:30　新年例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席64名　欠席9名　出席率87.7％）幹事報告1

月 12月26日㈪　2016～2017年度第1回指名委員会　指名委員、L.大川、幹事出席

12月27日㈫　12月第2役員会

  1月  6日㈮　前期会計監査　監査委員L.市川・L.杉山、L.後藤、幹事、会計出席

  1月  9日㈪　平成29年沼津市消防出初式　幹事出席

  1月10日㈫　5LC会計の引継ぎ　幹事、会計出席

  1月10日㈫　5LC幹事会　幹事出席

  1月10日㈫　1月第1役員会

  1月11日㈬　第6回100周年記念奉仕事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤、L.小原、幹事出席

  1月14日㈯　3月第2例会（ぬまづの宝100選を巡る移動例会）下見　LT.副LT出席

  2月  7日㈫　5LC幹事会　幹事出席

  2月  8日㈬　第7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）、幹事出席

  2月  8日㈬　3R・1Z親睦ゴルフ大会打ち合わせ　L.大川出席

  2月11日㈯　麻雀大会

  2月14日㈫　2月第1役員会

  2月16日㈭　2017～2018年度　役員候補指名会

第2例会 平成29年1月19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29年2月2日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席59名　欠席14名　出席率80.8％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

  1月20日㈮　名誉顧問会　名誉顧問　元地区ガバナー　L.土屋誠司出席

  1月24日㈫　1月第2役員会

  1月26日㈭　視力・福祉委員会

  2月  1日㈬　川島民子様　献眼摘出立会い（大岡平安典礼会館）　L.飯田立会い

  2月  4日㈯　故 川島民子様　通夜式　献眼感謝状贈呈（大岡平安典礼会館）　会長、L.勧山、L.池田、L.佐々木出席

平成29年2月16日㈭18:30　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86.3％）

計   112,000 円
       0 円

1月度ドネーション

合計 112,000 円

2月度ドネーション

【ファイン】

3月第2例会　平成29年3月26日㈰　井田の菜の花畑をバックに

2017

２
月

2017

平成29年3月2日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員73名　出席60名　欠席13名　出席率82.2％）

第2例会 平成29年3月26日㈰8:00　移動例会（ぬまづ100選めぐり）　於：市内各所
（総員73名　出席49名　欠席24名　出席率67.1％）幹事報告

  3月  5日㈰　第3回NPO法人沼津体育協会会長杯学童野球大会開会式　L.小原、幹事、L.北村、L.土井出席

  3月  7日㈫　LT打ち合わせ　L.橋本、L.大城、L.加藤（明）出席

  3月  8日㈬　5LC幹事会　L.後藤、幹事出席

  3月  8日㈬　第3回ゾーン会長、GMT・GLT委員長会議　会長、L.赤堀出席

  3月  8日㈬　第3回ガバナー諮問委員会　会長、L.赤堀、幹事出席

  3月10日㈮　沼津市へ童話集贈呈式　会長、幹事、L.北村、L.土井、L.石原出席

  3月14日㈫　3月第1役員会

  3月15日㈬　第8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）、幹事出席

  3月22、23日㈬・㈭　334－C地区YCE宿泊オリエンテーション　地区YCE副委員長　L.清水出席

  3月25日㈯　第3回NPO法人沼津体育協会会長杯学童野球大会閉会式　会長、L.北村、L.土井出席

  2月17日㈮　LC100周年記念奉仕事業沼津5LC実行委員会拡大フェア部会打ち合わせ会　L.後藤、幹事出席

  2月23日㈭　複合地区YCE委員会

  2月24日㈮　少年自然の家跡施設等の活用事業説明会　会長出席

  2月26日㈰　富士吉原ライオンズクラブCN55周年記念式典・祝賀会
  名誉顧問　元地区ガバナーL.土屋誠司、L.後藤、L.横山、幹事、会計出席

３
月

2017

L.村林　照夫

L.森　　幹生

L.芦澤　剛彦

L.杉山　由博

L.土屋　恭博

L.清水英一郎

L.大川　祐輝

メンバー全員

L.芹澤　明寛

L.松田　一哉

L.赤堀　肇紀

L.大畑　賀康

L.原川　達也

L.髙橋　　覚

L.北村清一郎

L.大川　祐輝

L.市川　洋一

L.石垣　優子

新年明けましておめでとうございます

酉年年男　結婚記念日

酉年年男　

長女が結婚しました

自宅イルミネーションが近所に好評

箱根駅伝復路ゴールを観ました

クリスマス例会でベストカップル賞

新年全員ドネーション

古希のお祝い

結婚記念日

1月度　ゴルフ同好会優勝

9月誕生月　7月結婚記念日

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

1月誕生月

【ドネーション】

L.名取　正純

L.土屋　恭博

L.清水英一郎

L.赤堀　肇紀

麻雀大会有志一同

L.榊原　　晃

L.徳田　和人

L.土井　宣博

L.石原　敏行

L.柏木　雅博

L.三枝　文則

L.横山　　業

1月誕生月

2月誕生月

市場町青年会　ゴルフコンペ優勝

２/11麻雀大会　優勝

楽しく麻雀やりました

１/28沼津石材イベント盛況でした

２/10　結婚記念日

２/21　結婚記念日

1月誕生月

2月誕生月

2月誕生月

2月誕生月　88歳米寿です

【ドネーション】

計　

24,000 円
0 円

合計 24,000 円

【ファイン】 計　
計　

3月度ドネーション

L.赤堀　肇紀

L.土屋　誠司

L.小林　龍司

L.土屋　英治

L.小林　龍司

L.大川　祐輝

L.柏木　雅博

新入会員8人目達成　感謝！

入会式　おめでとう！

ホテルシェル湘南平塚店３/３オープン

國武L　スポンサーを務めました

2月ゴルフ部　優勝

2月ゴルフ部　準優勝

1月ゴルフ部　準優勝

【ドネーション】

13,000 円
0 円

合計 13,000 円

【ファイン】 計　
計　

移動例会・
ぬまづ100選めぐり




