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第1例会
幹事報告

第1例会 平成29年7月6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％）幹事報告7

月    6月27日㈫　6月第2役員会（最終役員会）

   7月  2日㈰　YCE委員会引き継ぎ式　夏季派遣青少年壮行会　清水YCE委員長出席

   7月  3日㈪　2016～2017年度会計監査
  監査委員L.市川、L.杉山（由）、前会長L.後藤（行）、幹事L.小林（龍）、会計L.井上出席

   7月  6日㈭　臨時役員会（前年度決算承認）

   7月  6日㈭　臨時役員会（新年度事業計画・予算案承認）

   7月  7日㈮　5LC幹事会　幹事出席

   7月  8日㈯　献眼立ち会い　L.石垣 立ち会い

   7月  9日㈰　芹沢貞義様お通夜（献眼感謝状贈呈）　L.小原、L.外、L.杉澤出席

   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.小原出席

   7月11日㈫　7月第1役員会

   7月13日㈭　合同委員会（5委員会合同）

   8月  8日㈫　8月第1役員会

   8月10日㈭　第1回100周年記念奉仕事業　沼津LC献眼アイバンク部会　
  L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）、L.竹村、L.土屋（達）、L.土屋（英）、L.徳田、L.石垣、L.杉澤出席

   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（献眼登録用紙配布）　
  会長、幹事、L.芦澤、L.森本出席

第2例会 平成29年7月20日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席67名　欠席5名　出席率93.1％）

第1例会 平成29年8月6日㈰8:00～　納涼家族例会　於：山中湖・河口湖
（総員72名　出席58名　欠席14名　出席率80.6％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

   7月25日㈫　7月第2役員会

   7月26日㈬　第1回キャビネット会議　名誉顧問会議　名誉顧問L.土屋（誠）、334-C地区YCE委員長L.清水出席

   7月27日㈭　5LC100周年記念事業　沼津ライオンズクラブ準備会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

   8月  1日㈫　5LC幹事会　幹事出席

   8月  2日㈬　100周年記念事業　沼津ライオンズクラブ実行委員会　L.後藤（行）、L.小原出席

平成29年8月17日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席63名　欠席11名　出席率85.1％）

計   105,OO0 円
      1,OO0 円

計   13４,000 円
         0 円

7月度ドネーション

8月度ドネーション

合計 106,000 円

合計 13４,000 円

9月度ドネーション

【ファイン】

【ファイン】

【ファイン】

8月6日㈰8月第1例会（納涼家族移動例会）

2017

8
月

2017

29年9月14日㈭17:10　5ライオンズクラブ合同例会　於：ホテル沼津キャッスル
（総員74名　出席62名　欠席12名　出席率83.8％）

第2例会 平成29年9月21日㈭18:30　結成例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席62名　欠席12名　出席率83.8％）幹事報告

   9月16日㈯　第1回会員委員会　L.森、L.大川、L.大古田、L.横山（業）、L.後藤（行）、L.鈴木（善）出席

   8月22日㈫　8月第2役員会（休会）

   8月23日㈬　第1回ガバナー諮問委員会　会長、幹事、会計、L.後藤（行）、L.小原出席

   8月24日㈭　第1回YCE、環境保全委員会　L.清水出席

   8月30日㈬　第2回100周年記念事業　沼津LC　献眼アイバンク部会
  L.後藤、L.小原、L.服部（厳）、L.竹村、L.土屋（英）、L.土屋（達）、L.徳田、L.石垣、L.杉澤、L.杉山（由）出席

   9月  2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　会長、会計、L.芦澤、L.森本出席

   9月  3日㈰　YCE夏季派遣青少年帰国報告会　L.清水、L.加藤（元）出席

   9月  5日㈫　5LC幹事会　幹事出席

   9月  7日㈭　青少年委員会　L.芦澤、L.松田、L.渡邊、L.川口（博永）、L.伊籐、L.北村出席

   9月  8日㈮　視力福祉委員会　三役、L.石垣、L.徳田、L.服部（厳）出席

   9月12日㈫　9月第1役員会

   9月12日㈫　第13回100周年記念事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

9
月

2017

L.土屋誠司
L.杉山由博
L.市川洋一
L.小林龍司
L.井上孝善
L.後藤行宏
L.森　幹生
L.清水英一郎
L.土井宣博
L.中村　信
L.前田利定
L.清水英一郎
L.大川祐輝
L.外　信之
L.土屋英治
L.市川洋一
L.森　幹生
L.森　幹生
L.中村　信
L.村林婦人
L.小林龍司
L.赤堀肇紀
L.赤堀肇紀
L.外　信之
L.杉山由博
L.森本耕太郎
L.大城一真
L.國武賢一
L.松田一哉
L.森　幹生

経済産業省表彰状（局長）・沼津商工会議所表彰をいただきました
長女挙式
会計監査無事終了しました
1年間お世話になりました。ありがとうございました
会計無事に終了しました。1年間お世話になりました
100周年記念会員増強賞アワードをいただきました
終身会員になりました
前年度　皆出席賞受賞しました
第27回全国菓子大博覧会観光庁長官賞受賞しました
4月にTV放送されました
6月度ゴルフ部優勝
6月度ゴルフ部準優勝
今年1年間宜しくお願い致します
幹事就任
1年間会計を務めさせて頂きます
静岡県アイバンク理事就任
会員理事就任
7月誕生日
7月誕生日
お通夜ならびに本葬儀大変お世話になりました
本日ホテル「あかり」沼津店オープン致しました
7月度ゴルフ部優勝
7月誕生日
7月誕生日
6月誕生日でした
6月誕生日でした
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
ゴルフ部年間取切戦優勝しました

【ドネーション】

L.土屋達郎
L.大川祐輝
L.赤堀肇紀
L.小野弘人
L.小林龍司
L.芦澤剛彦
L.井上孝喜
L.小林太郎
L.森本耕太郎
L.橋本賢一
L.大城一真
L.後藤行宏
L.大川祐輝
L.北村清一郎
L.森　幹生
L.土屋達郎
L.服部巌一郎
L.稲野雅信
L.加藤滋幹
L.西田憲正
L.榊原　晃
L.加藤明子
L.杉澤教人
L.西田憲正

本日の移動例会大変たのしかったです。ビンゴ大会景品当たりました
息子夫妻がビンゴ大会景品当たりました
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです。倉敷ライオンズクラブより桃がとどきました
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会参加ありがとうございました
本日の移動例会参加ありがとうございました
母　故後藤菊枝の葬儀の会葬お礼。献眼をさせていただきました
スポンサーをさせていただきました
スポンサーをさせていただきました
2名の新入会員セミナーと入会式を行いました
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月結婚記念日

【ドネーション】

L.足立吉松
L.小原嘉弘
L.清水英一郎
L.加藤元章
L.森本耕太郎
L.杉澤教人
L.木村幸男
L.小原嘉弘
L.勧山　弘
L.服部行眞
L.乾　精治
L.小原嘉弘
L.大畑賀康
L.清水英一郎
L.杉山純哉
L.土屋達郎
L.服部厳一郎
L.土屋英治
L.小林太郎

本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションの景品をL.木村の代わりに頂きました
8月ゴルフクラブ大会　優勝しました
8月ゴルフクラブ大会　準優勝しました
誕生日　1919/8/24　98才になりました
誕生日　1939/8/16　78才になりました
誕生日　1944/9/3　73才になりました
誕生日　1953/9/15　64才になりました
誕生日　9/5　沼津LC入会2度目の誕生日を迎えました。これからもご指導よろしくお願いします
誕生日　1963/9/11　54才になりました
結婚記念日　2008/8/8（9年）
結婚記念日　1975/9/15（42年）
結婚記念日　1984/9/21（33年）
結婚記念日　1993/9/15（24年）
結婚記念日　2006/9/25（11年）

【ドネーション】

計　

計  24,000 円
3,000 円

合計 27,000 円

計　

計　

夏の思い出
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クラブスローガン╱We Serve　見つめ直そう　奉仕の力 クラブスローガン╱We Serve　見つめ直そう　奉仕の力

　７月６日㈭沼津リバーサイドホテルで新年度の初例会が行われました。大川新会長より力強い新年度の方針が発
表されました。
　また、地区役員委嘱状の伝達、終身会員証贈呈、前三役に記念品の贈呈、前年度皆出席者の表彰、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。
　決算報告・監査報告・事業計画案・予算案が審議、承認され大川新体制がスタートしました。

祝

▲歴史と伝統を守りながら奉仕の意味と新しい奉仕の力を考えて行きたいと
　語る会長

複合地区・地区役員

L.土屋　誠司

2016～2017年度例会100％出席
（メークアップなし皆出席）

L.市川　洋一　　L.北村清一郎
L.小林　龍司　　L.後藤　行宏
L.清水英一郎　　L.橋本　賢一

334-C地区名誉顧問
元地区ガバナー

L.清水英一郎 334-C地区　YCE委員長

▲大川新会長を支える外幹事、土屋会計
▲１００周年記念会員増強賞の授与を受けた
　L.後藤、L.野田、L.森

▲終身会員証の贈呈を
　受けたL.森

▲始球式はストライク？

▲閉会式。優勝チームへのカップの贈呈 ▲優勝・準優勝チームを前にして閉会式の大川会長の挨拶 ▲優勝した沢田少年野球団の行進

▲開会式に臨むL.芦澤、L.石垣、外幹事、
　大川会長▲開会式で挨拶される大川会長

▲前年度三役お疲れ様でした
　記念品の贈呈を受ける
　L.井上とL.小林（龍）

▲財 務 会 則 委 員 長 の
　L.名取より新年度の
　予算案の説明があり、
　無事承認されました▲前年度役員の皆さんでローアです。お疲れ様でした

▲大川会長より地区役員委嘱状を
　L.土屋（誠）、L.清水に伝達

2017～2018年度初例会11第 例会7 月

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 後藤菊枝様献眼
８月４日㈮にご逝去された L. 後藤行宏のお母様である
故後藤菊枝様より尊い献眼を頂きました。
８月７日㈰通夜式（大岡平安典礼会館）において感謝状を
贈呈いたしました。ご冥福をお祈りいたします。

第11回第11回
沼津ライオンズカップ争奪
学 童 軟 式 野 球 大 会

第11回
８月１１日㈭から９月２日㈯
にかけて熱戦が繰り広げら
れました。

開会式　8月11日㈭
（沼津市営球場）
閉会式　9月2日㈯
（沼津市営球場）

準優勝

3位

沢 田 少 年 野 球 団
香 貫 少 年 野 球 団

大 岡 少 年 野 球 団
第一キッドスターズ

優勝優勝

準優勝

3位
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クラブスローガン╱We Serve　見つめ直そう　奉仕の力 クラブスローガン╱We Serve　見つめ直そう　奉仕の力

　８月６日㈰に８月第１例会が行われました。今年の納涼例会は富士五湖方面への移動例会でした。橋本計画大会委
員長による、山中湖の水陸両用車「KABA」、忍野八海での散策、河口湖でのバーベキュー等盛りだくさんの企画に、
小さいお子様たちを含む多数のご家族とともに楽しい時間を過ごしました。

納涼家族移動例会11第 例会８月

委員会別例会22第 例会7 月

▲朝の会長挨拶

▲忍野八海散策です ▲富士山レーダードームの前に全員集合です

▲二台の「KABA」バスの前に全員集合 ▲水上でガイドさんからクイズです。

▲学童部部長白土吉彦様へ
　助成金の贈呈です

▲L.勧山より奉仕の精神の基本に
　立ち戻るご講演を頂きました ▲本年度委員長全員でローアです

▲小原第１副会長よりバーベ
　キュー大会の開会の挨拶 ▲L.土屋より乾杯のご発声

◀みんなで楽しく
　BBQの味も格別
　でした

▲L.井上より終宴の
　ご挨拶

　７月２０日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた７月第２例会では、毎年恒例の沼津野球連盟学童部への助成金贈
呈も行われました。
　また、L.勧山弘より、「We　Serveについて」と題してご講演がありました。一人一人ができない活動を、大勢の力
を束にして社会奉仕するという「We　Serve」の基本精神について、熱いお話がありました。
　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も行われました。前三役のL.井上より、故村林前会長
の奥様よりドネーションを頂いた報告がありました。

結　成　例　会22第 例会9 月

▲モナーク・シェブロンアワードを受賞されたL.竹村（３０年）、
　L.後藤（２０年）、L.小原（２０年）、L.金井（２０年）

▲L.加藤（滋）よりお別れのご挨拶

▲シンガーソングライター
　TAMAKIさんによる
　弾き語りです

第２副会長L.井上の美声も▶
披露されました

▲第１副会長L.小原より開宴の挨拶です

▲大川会長よりL.鈴木（８９歳）とL.勧山（９８歳）に感謝の花束
　贈呈。おふたりともかくしゃくとしてお元気です

▲乾杯のご発声はチャーターメンバーのL.鈴木善之助

▲キー賞（２名以上の会員
　拡大による）を受賞された
　L.小林（龍）

▲１００周年記念事業増強賞を授与されたL.大川、L.北村、
　L.柏木、L.橋本、L.小林（龍）、L.榊原

　９月２１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
山弘をお迎えして第５８回目の結成例会が開催されました。祝宴に先立って行われた例会では、モナーク・シェブロン
アワード、キー賞、１００周年記念事業増強賞の各授与式が行われました。転勤に伴い退会されるL.加藤滋幹（静岡
LCへ転籍）よりお別れのご挨拶がありました。祝宴では、シンガーソングライターTAMAKIさんによる歌と演奏が行
われ、最後にL.鈴木、L.勧山のお二人に花束が贈呈されました。
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セミナー報告例会22第 例会8 月

▲大川会長による挨拶

▲334-C地区ガバナーL.岩﨑一雄の挨拶と
　今年度基本方針の発表

▲皆さん真剣にお話を聞かれています

▲日本アイバンク運動全国大会「富士山大会」の
　準備状況をご説明されるL.後藤行宏

▲L.芹澤覚（沼津千本LC）による若干長めの
　乾杯のご発声

▲地区YCE委員長としてご紹介を受けるL.清水英一郎
　今年も超多忙です

▲沼津LCからは満を持してテール・ツイスター
　L.北村清一郎の登場です

▲仲間捜しゲームで皆さん席を離れてあっちに行ったり、こっちに来たり
　楽しみました
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▲大川会長による例会閉式のライオンズローアです
▲複合地区委嘱状の交付を受けた
　YCE委員長L.清水英一郎

▲１００周年記念会員増強賞の授与を受けたL.芦澤、L.井上、L.土井、L.木村、L.北村、L.塩崎、L.徳田

▲セミナー報告を行う
　L.森、L.赤堀、L.森本

▲入会式　L.長岡重弘（視力福祉委員会配属）（右）、L.川口博永（青少年委員会配属）（左）も
　緊張した面持ちで宣誓を行いました

　８月１７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。L.長
岡重弘（スポンサー・大川会長）、L.川口博永（スポンサー・L.北村）の入会式
が行われました。
　また、１００周年記念会員増強賞の授与とYCE委員長L.清水英一郎に対す
る複合地区委嘱状の交付が行われました。
　あわせて、７月２１日に静岡グランシップで行われたセミナー報告が、L.森
幹生、L.赤堀肇紀、L.森本耕太郎より行われました。

L.長岡重弘
昭和42年11月12日

（1967）
富士峰建設㈱
代表取締役

（沼津市杉崎町6ｰ1）

読書・映画鑑賞

L.川口博永
昭和42年1月25日
（1967）

㈲カワグチ建設
代表取締役

（沼津市大岡2133ｰ29）

バイク・ゴルフ

氏　　名

新　会　員

生年月日

事  業  所

趣　　味

ながおかしげひろ かわぐちひろなが

　９月１４日㈭ホテル沼津キャッスルで、９月第１例会兼地区ガバナー公式訪問・沼津５LC合同例会が行われました。
L.岩﨑一雄地区ガバナー（沼津千本LC）より今年度の基本方針の発表が、L.細澤啓司よりキャビネット幹事報告等が
ありました。日本アイバンク運動推進協議会第４０回全国大会・富士山大会の準備状況について、実行委員長L.後藤
行宏から詳細な報告がありました。

地区ガバナー公式訪問（沼津5LC合同例会）11第 例会9 月

2017～2018年度　地区ガバナー基本方針
「新たな100年へ─全ての奉仕に光と愛を！」

１． GMT・GLT活動の推進
基 本 方 針

・正会員（女性会員・家族会員）の維持と増強推進。
・ライオンズ育成グループ研修会の継続開催。
・少人数クラブ（会員20名以下）対策の推進。

２． LCIF献金の推進
・MJF献金の目標達成。
・クラブ献金と献金会員の推進。
・LCIF献金ゼロクラブを無くそう。

３． 単一クラブの円滑な運営と活発な活動促進
・和のクラブ運営でクラブライフを楽しもう。
・クラブ会則等、基本の再確認とライオンズ必携の勉強会開催。
・奉仕活動の見直しと、光と愛と心の奉仕活動推進。
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▲大川会長による例会閉式のライオンズローアです
▲複合地区委嘱状の交付を受けた
　YCE委員長L.清水英一郎

▲１００周年記念会員増強賞の授与を受けたL.芦澤、L.井上、L.土井、L.木村、L.北村、L.塩崎、L.徳田

▲セミナー報告を行う
　L.森、L.赤堀、L.森本

▲入会式　L.長岡重弘（視力福祉委員会配属）（右）、L.川口博永（青少年委員会配属）（左）も
　緊張した面持ちで宣誓を行いました

　８月１７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。L.長
岡重弘（スポンサー・大川会長）、L.川口博永（スポンサー・L.北村）の入会式
が行われました。
　また、１００周年記念会員増強賞の授与とYCE委員長L.清水英一郎に対す
る複合地区委嘱状の交付が行われました。
　あわせて、７月２１日に静岡グランシップで行われたセミナー報告が、L.森
幹生、L.赤堀肇紀、L.森本耕太郎より行われました。

L.長岡重弘
昭和42年11月12日
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富士峰建設㈱
代表取締役

（沼津市杉崎町6ｰ1）
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　９月１４日㈭ホテル沼津キャッスルで、９月第１例会兼地区ガバナー公式訪問・沼津５LC合同例会が行われました。
L.岩﨑一雄地区ガバナー（沼津千本LC）より今年度の基本方針の発表が、L.細澤啓司よりキャビネット幹事報告等が
ありました。日本アイバンク運動推進協議会第４０回全国大会・富士山大会の準備状況について、実行委員長L.後藤
行宏から詳細な報告がありました。

地区ガバナー公式訪問（沼津5LC合同例会）11第 例会9 月

2017～2018年度　地区ガバナー基本方針
「新たな100年へ─全ての奉仕に光と愛を！」

１． GMT・GLT活動の推進
基 本 方 針

・正会員（女性会員・家族会員）の維持と増強推進。
・ライオンズ育成グループ研修会の継続開催。
・少人数クラブ（会員20名以下）対策の推進。

２． LCIF献金の推進
・MJF献金の目標達成。
・クラブ献金と献金会員の推進。
・LCIF献金ゼロクラブを無くそう。

３． 単一クラブの円滑な運営と活発な活動促進
・和のクラブ運営でクラブライフを楽しもう。
・クラブ会則等、基本の再確認とライオンズ必携の勉強会開催。
・奉仕活動の見直しと、光と愛と心の奉仕活動推進。
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　８月６日㈰に８月第１例会が行われました。今年の納涼例会は富士五湖方面への移動例会でした。橋本計画大会委
員長による、山中湖の水陸両用車「KABA」、忍野八海での散策、河口湖でのバーベキュー等盛りだくさんの企画に、
小さいお子様たちを含む多数のご家族とともに楽しい時間を過ごしました。

納涼家族移動例会11第 例会８月

委員会別例会22第 例会7 月

▲朝の会長挨拶

▲忍野八海散策です ▲富士山レーダードームの前に全員集合です

▲二台の「KABA」バスの前に全員集合 ▲水上でガイドさんからクイズです。

▲学童部部長白土吉彦様へ
　助成金の贈呈です

▲L.勧山より奉仕の精神の基本に
　立ち戻るご講演を頂きました ▲本年度委員長全員でローアです

▲小原第１副会長よりバーベ
　キュー大会の開会の挨拶 ▲L.土屋より乾杯のご発声

◀みんなで楽しく
　BBQの味も格別
　でした

▲L.井上より終宴の
　ご挨拶

　７月２０日㈭沼津リバーサイドホテルで行われた７月第２例会では、毎年恒例の沼津野球連盟学童部への助成金贈
呈も行われました。
　また、L.勧山弘より、「We　Serveについて」と題してご講演がありました。一人一人ができない活動を、大勢の力
を束にして社会奉仕するという「We　Serve」の基本精神について、熱いお話がありました。
　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も行われました。前三役のL.井上より、故村林前会長
の奥様よりドネーションを頂いた報告がありました。

結　成　例　会22第 例会9 月

▲モナーク・シェブロンアワードを受賞されたL.竹村（３０年）、
　L.後藤（２０年）、L.小原（２０年）、L.金井（２０年）

▲L.加藤（滋）よりお別れのご挨拶

▲シンガーソングライター
　TAMAKIさんによる
　弾き語りです

第２副会長L.井上の美声も▶
披露されました

▲第１副会長L.小原より開宴の挨拶です

▲大川会長よりL.鈴木（８９歳）とL.勧山（９８歳）に感謝の花束
　贈呈。おふたりともかくしゃくとしてお元気です

▲乾杯のご発声はチャーターメンバーのL.鈴木善之助

▲キー賞（２名以上の会員
　拡大による）を受賞された
　L.小林（龍）

▲１００周年記念事業増強賞を授与されたL.大川、L.北村、
　L.柏木、L.橋本、L.小林（龍）、L.榊原

　９月２１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
山弘をお迎えして第５８回目の結成例会が開催されました。祝宴に先立って行われた例会では、モナーク・シェブロン
アワード、キー賞、１００周年記念事業増強賞の各授与式が行われました。転勤に伴い退会されるL.加藤滋幹（静岡
LCへ転籍）よりお別れのご挨拶がありました。祝宴では、シンガーソングライターTAMAKIさんによる歌と演奏が行
われ、最後にL.鈴木、L.勧山のお二人に花束が贈呈されました。
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　７月６日㈭沼津リバーサイドホテルで新年度の初例会が行われました。大川新会長より力強い新年度の方針が発
表されました。
　また、地区役員委嘱状の伝達、終身会員証贈呈、前三役に記念品の贈呈、前年度皆出席者の表彰、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。
　決算報告・監査報告・事業計画案・予算案が審議、承認され大川新体制がスタートしました。

祝

▲歴史と伝統を守りながら奉仕の意味と新しい奉仕の力を考えて行きたいと
　語る会長

複合地区・地区役員

L.土屋　誠司

2016～2017年度例会100％出席
（メークアップなし皆出席）

L.市川　洋一　　L.北村清一郎
L.小林　龍司　　L.後藤　行宏
L.清水英一郎　　L.橋本　賢一

334-C地区名誉顧問
元地区ガバナー

L.清水英一郎 334-C地区　YCE委員長

▲大川新会長を支える外幹事、土屋会計
▲１００周年記念会員増強賞の授与を受けた
　L.後藤、L.野田、L.森

▲終身会員証の贈呈を
　受けたL.森

▲始球式はストライク？

▲閉会式。優勝チームへのカップの贈呈 ▲優勝・準優勝チームを前にして閉会式の大川会長の挨拶 ▲優勝した沢田少年野球団の行進

▲開会式に臨むL.芦澤、L.石垣、外幹事、
　大川会長▲開会式で挨拶される大川会長

▲前年度三役お疲れ様でした
　記念品の贈呈を受ける
　L.井上とL.小林（龍）

▲財 務 会 則 委 員 長 の
　L.名取より新年度の
　予算案の説明があり、
　無事承認されました▲前年度役員の皆さんでローアです。お疲れ様でした

▲大川会長より地区役員委嘱状を
　L.土屋（誠）、L.清水に伝達

2017～2018年度初例会11第 例会7 月

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 後藤菊枝様献眼
８月４日㈮にご逝去された L. 後藤行宏のお母様である
故後藤菊枝様より尊い献眼を頂きました。
８月７日㈰通夜式（大岡平安典礼会館）において感謝状を
贈呈いたしました。ご冥福をお祈りいたします。

第11回第11回
沼津ライオンズカップ争奪
学 童 軟 式 野 球 大 会

第11回
８月１１日㈭から９月２日㈯
にかけて熱戦が繰り広げら
れました。

開会式　8月11日㈭
（沼津市営球場）
閉会式　9月2日㈯
（沼津市営球場）

準優勝

3位

沢 田 少 年 野 球 団
香 貫 少 年 野 球 団

大 岡 少 年 野 球 団
第一キッドスターズ

優勝優勝

準優勝

3位
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第1例会
幹事報告

第1例会 平成29年7月6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％）幹事報告7

月    6月27日㈫　6月第2役員会（最終役員会）

   7月  2日㈰　YCE委員会引き継ぎ式　夏季派遣青少年壮行会　清水YCE委員長出席

   7月  3日㈪　2016～2017年度会計監査
  監査委員L.市川、L.杉山（由）、前会長L.後藤（行）、幹事L.小林（龍）、会計L.井上出席

   7月  6日㈭　臨時役員会（前年度決算承認）

   7月  6日㈭　臨時役員会（新年度事業計画・予算案承認）

   7月  7日㈮　5LC幹事会　幹事出席

   7月  8日㈯　献眼立ち会い　L.石垣 立ち会い

   7月  9日㈰　芹沢貞義様お通夜（献眼感謝状贈呈）　L.小原、L.外、L.杉澤出席

   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.小原出席

   7月11日㈫　7月第1役員会

   7月13日㈭　合同委員会（5委員会合同）

   8月  8日㈫　8月第1役員会

   8月10日㈭　第1回100周年記念奉仕事業　沼津LC献眼アイバンク部会　
  L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）、L.竹村、L.土屋（達）、L.土屋（英）、L.徳田、L.石垣、L.杉澤出席

   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（献眼登録用紙配布）　
  会長、幹事、L.芦澤、L.森本出席

第2例会 平成29年7月20日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員72名　出席67名　欠席5名　出席率93.1％）

第1例会 平成29年8月6日㈰8:00～　納涼家族例会　於：山中湖・河口湖
（総員72名　出席58名　欠席14名　出席率80.6％）幹事報告

幹事報告

第2例会
幹事報告

   7月25日㈫　7月第2役員会

   7月26日㈬　第1回キャビネット会議　名誉顧問会議　名誉顧問L.土屋（誠）、334-C地区YCE委員長L.清水出席

   7月27日㈭　5LC100周年記念事業　沼津ライオンズクラブ準備会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

   8月  1日㈫　5LC幹事会　幹事出席

   8月  2日㈬　100周年記念事業　沼津ライオンズクラブ実行委員会　L.後藤（行）、L.小原出席

平成29年8月17日㈭18:30　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席63名　欠席11名　出席率85.1％）

計   105,OO0 円
      1,OO0 円

計   13４,000 円
         0 円

7月度ドネーション

8月度ドネーション

合計 106,000 円

合計 13４,000 円

9月度ドネーション

【ファイン】

【ファイン】

【ファイン】

8月6日㈰8月第1例会（納涼家族移動例会）

2017

8
月

2017

29年9月14日㈭17:10　5ライオンズクラブ合同例会　於：ホテル沼津キャッスル
（総員74名　出席62名　欠席12名　出席率83.8％）

第2例会 平成29年9月21日㈭18:30　結成例会　於：沼津リバーサイドホテル
（総員74名　出席62名　欠席12名　出席率83.8％）幹事報告

   9月16日㈯　第1回会員委員会　L.森、L.大川、L.大古田、L.横山（業）、L.後藤（行）、L.鈴木（善）出席

   8月22日㈫　8月第2役員会（休会）

   8月23日㈬　第1回ガバナー諮問委員会　会長、幹事、会計、L.後藤（行）、L.小原出席

   8月24日㈭　第1回YCE、環境保全委員会　L.清水出席

   8月30日㈬　第2回100周年記念事業　沼津LC　献眼アイバンク部会
  L.後藤、L.小原、L.服部（厳）、L.竹村、L.土屋（英）、L.土屋（達）、L.徳田、L.石垣、L.杉澤、L.杉山（由）出席

   9月  2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　会長、会計、L.芦澤、L.森本出席

   9月  3日㈰　YCE夏季派遣青少年帰国報告会　L.清水、L.加藤（元）出席

   9月  5日㈫　5LC幹事会　幹事出席

   9月  7日㈭　青少年委員会　L.芦澤、L.松田、L.渡邊、L.川口（博永）、L.伊籐、L.北村出席

   9月  8日㈮　視力福祉委員会　三役、L.石垣、L.徳田、L.服部（厳）出席

   9月12日㈫　9月第1役員会

   9月12日㈫　第13回100周年記念事業　沼津5LC実行委員会　L.後藤（行）、L.小原、L.服部（厳）出席

9
月

2017

L.土屋誠司
L.杉山由博
L.市川洋一
L.小林龍司
L.井上孝善
L.後藤行宏
L.森　幹生
L.清水英一郎
L.土井宣博
L.中村　信
L.前田利定
L.清水英一郎
L.大川祐輝
L.外　信之
L.土屋英治
L.市川洋一
L.森　幹生
L.森　幹生
L.中村　信
L.村林婦人
L.小林龍司
L.赤堀肇紀
L.赤堀肇紀
L.外　信之
L.杉山由博
L.森本耕太郎
L.大城一真
L.國武賢一
L.松田一哉
L.森　幹生

経済産業省表彰状（局長）・沼津商工会議所表彰をいただきました
長女挙式
会計監査無事終了しました
1年間お世話になりました。ありがとうございました
会計無事に終了しました。1年間お世話になりました
100周年記念会員増強賞アワードをいただきました
終身会員になりました
前年度　皆出席賞受賞しました
第27回全国菓子大博覧会観光庁長官賞受賞しました
4月にTV放送されました
6月度ゴルフ部優勝
6月度ゴルフ部準優勝
今年1年間宜しくお願い致します
幹事就任
1年間会計を務めさせて頂きます
静岡県アイバンク理事就任
会員理事就任
7月誕生日
7月誕生日
お通夜ならびに本葬儀大変お世話になりました
本日ホテル「あかり」沼津店オープン致しました
7月度ゴルフ部優勝
7月誕生日
7月誕生日
6月誕生日でした
6月誕生日でした
7月誕生日
7月誕生日
7月誕生日
ゴルフ部年間取切戦優勝しました

【ドネーション】

L.土屋達郎
L.大川祐輝
L.赤堀肇紀
L.小野弘人
L.小林龍司
L.芦澤剛彦
L.井上孝喜
L.小林太郎
L.森本耕太郎
L.橋本賢一
L.大城一真
L.後藤行宏
L.大川祐輝
L.北村清一郎
L.森　幹生
L.土屋達郎
L.服部巌一郎
L.稲野雅信
L.加藤滋幹
L.西田憲正
L.榊原　晃
L.加藤明子
L.杉澤教人
L.西田憲正

本日の移動例会大変たのしかったです。ビンゴ大会景品当たりました
息子夫妻がビンゴ大会景品当たりました
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです。倉敷ライオンズクラブより桃がとどきました
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会大変たのしかったです
本日の移動例会参加ありがとうございました
本日の移動例会参加ありがとうございました
母　故後藤菊枝の葬儀の会葬お礼。献眼をさせていただきました
スポンサーをさせていただきました
スポンサーをさせていただきました
2名の新入会員セミナーと入会式を行いました
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月誕生日
8月結婚記念日

【ドネーション】

L.足立吉松
L.小原嘉弘
L.清水英一郎
L.加藤元章
L.森本耕太郎
L.杉澤教人
L.木村幸男
L.小原嘉弘
L.勧山　弘
L.服部行眞
L.乾　精治
L.小原嘉弘
L.大畑賀康
L.清水英一郎
L.杉山純哉
L.土屋達郎
L.服部厳一郎
L.土屋英治
L.小林太郎

本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションで景品が当たりました
本日の例会アトラクションの景品をL.木村の代わりに頂きました
8月ゴルフクラブ大会　優勝しました
8月ゴルフクラブ大会　準優勝しました
誕生日　1919/8/24　98才になりました
誕生日　1939/8/16　78才になりました
誕生日　1944/9/3　73才になりました
誕生日　1953/9/15　64才になりました
誕生日　9/5　沼津LC入会2度目の誕生日を迎えました。これからもご指導よろしくお願いします
誕生日　1963/9/11　54才になりました
結婚記念日　2008/8/8（9年）
結婚記念日　1975/9/15（42年）
結婚記念日　1984/9/21（33年）
結婚記念日　1993/9/15（24年）
結婚記念日　2006/9/25（11年）

【ドネーション】

計　

計  24,000 円
3,000 円

合計 27,000 円

計　

計　

夏の思い出




