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叙勲をお祝いする会
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334複合地区スローガン

We Serve

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」
命の尊厳と和
心の平和は 健康への第一歩
ひと
ひと
〜人間から人間へ 心をつなげて〜
感動の輪を築く同志の輪
『温 故 創 新』

クラブスローガン ╱『温 故 創 新』

NUMAZU LIONS CLUB

7 月 第 1 例会

2015〜2016年度初例会

7月2日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて開催された2015〜2016年度の初例会では、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）への助成金の贈呈、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、後藤会長新体制の
もと、
活力あるクラブ運営と地域に根差した奉仕活動の実践をめざして新年度がスタートしました。

地区役員

L.土屋誠司

334-C地区名誉顧問
元地区ガバナー

L.竹村喜次

334-C地区
会計監査委員

2014-2015年度例会100％出席
（メークアップなし皆出席）

▲後藤会長の初挨拶。理路整然と、
かつライオンズへのあふれる愛情を持って、
会員に向けて基本方針と抱負を語った

▲前三役へ記念品贈呈。一年間の大役お疲れさまでした

▲前年度例会皆出席者4名によるローア
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L.市川洋一

L.小原嘉弘

L.竹村喜次

L.森

▲後藤会長よりL.竹村に地区役員委嘱状の伝達

幹生

▲いつになく緊張の面持ちで
初例会の司会進行をつとめた
柏木新幹事

▲L.服部（行）
にゴルフ部への助成金が渡された
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7 月 第 2 例会

委員会別例会

7月16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。
また、4名の新会員の入会式、沼津野球連盟学童部への助成金贈呈式が行わ
れた他、昨年在籍15周年を迎えていたL.名取正純にマイルストーンシェブロンが贈られました。

新会員紹介
ささき

ひろゆき

佐々木宏行様

昭和41年12月8日生

静岡トヨタ自動車㈱ 東部営業部統括部長
スポンサー → L.森幹生
おおしろ かずまさ

大城一真様

▲助成金への御礼の挨拶を述べる
学童部部長・白土吉彦様

昭和41年7月19日生
㈱ライフ 代表取締役

▲4名のフレッシュな新会員。今後の活躍に期待!!

スポンサー →L.橋本賢一
かねこ

としみち

金子俊道様

昭和38年10月24日生
栄久工業㈱ 代表取締役

スポンサー →L.橋本賢一
こばやし

たろう

小林太郎様

▲マイルストーンシェブロンを受けた
L.名取。
おめでとうございます

昭和42年12月7日生
㈲小林花店 代表取締役

スポンサー →L.柏木雅博

▲新委員長全員による力強いローア

8 月 第 1 例会

納

涼

例

会

8月6日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて8月第1例会（納涼例会）が行われました。当夜は334-C地区
3R-1Z・ZC L.芹澤忠久、YCE派遣生ローラ・アシュレイ・ウィッテカーさんとホストファミリーの沼津国際交流協会
理事の池田力様ご一家をお客様としてお迎えし、
メンバーのパートナーも交えてたいへん華やかで楽しい宴が繰り
ひろげられました。村林第1副会長のいつもながらの軽妙な開宴挨拶によって幕を開けた宴は、キャンディーズカ
バーユニット
「スイートポップキャンディ」の懐しいのキャンディーズメドレーで大盛りあがりとなりました。
また、8日
㈯に帰国の途につくYCE派遣生のローラから沼津や日本の印象、今回の体験の感想を含めて感謝のスピーチもあ
りました。
ホットな夏の夜を彩った納涼例会は大川第2副会長の閉宴の辞によって幕を閉じました。
▶
村開
林宴
第の
一挨
副拶
会を
長す
る

▲お客様のZC L.芹澤と
YCE派遣生のローラさん
▲浴衣姿で挨拶する後藤会長。
ちょっといなせなイイ男!?
テールツイスターも▶
大活躍

▲キャンディーズメドレーを熱唱する
「スイートポップキャンディ」
懐かしのキャンディーズの▶
歌声に立ち上がって熱狂
する
（？）
メンバー

▲閉宴の辞は
大川第二副会長
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8 月 第 2 例会

5ライオンズクラブ合同例会（ガバナー公式訪問）
8月20日㈭ザ・グランドティアラ沼津において、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行われ、今
年度のL.松本地区ガバナー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。

▲334-C地区ガバナーL.松本厳（掛川LC）の挨拶と基本方針発表

2015 〜 2016
334-C 地区スローガン

9 月 第 1 例会

▲地区ガバナー歓迎の挨拶をする
▲5LC合同例会において沼津LCの
3R-1ZC L.芹澤忠久（沼津香陵LC） 本年度基本方針を説明する後藤会長

感動の輪を築く同志の輪
セミナー報告例会

9月3日㈭沼津リバーサイドホテルにおいて行われた9月第1例会
セミナー報告
では、セミナーに出席した各委員長より報告がありました。
また、戦後
70年の節目に当たる本年、沼津ライオンズクラブ現役メンバーの中 ●LCIF セミナー
L. 土屋達郎
で唯一、戦地に召集された体験を持つL.勧山弘より
「私の戦争体験と
●YCE セミナー
L. 土井宣博
戦後の復興について」
と題してメンバースピーチがありました。満96
歳となられたL.勧山は昭和18年9月に大学を半年繰り上げ卒業し、昭 ●PR・L 情報・IT セミナー L. 徳田和人
和19年1月に三重県の津連隊に入隊し、その後、北支に派遣されまし
たが、戦地で負傷。その間に連隊の戦友は沖縄で戦死しました。九死に一生を得て復員されたL.勧山はその後、生か
された命を世の中のために役立てようと奉仕の道を邁進されてきたことは、我々沼津LCメンバーすべてが知ること
であり、尊崇の念を禁じ得ません。
「戦争や軍隊は掛替えのない人たちを十把一からげにして死なせてしまう愚かな
もの」
と断じられたL.勧山の貴重な体験。時間の都合で語り尽くせぬものがあったと思います。
また、改めて機会を
設けておうかがいしたいものである。

▲セミナー報告をする土屋（達）LCIF委員長と土井YCE委員長
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▲メンバースピーチにて自身の戦争体験を語るL.勧山
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結

成

例

9月17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56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
シェブロンの贈呈式が行われました。祝宴では元「シモンズ」メンバーの
フォークソングシンガー青木まり子さんによる歌謡ショーのアトラクション
が、メンバーの大半を占める団塊世代の琴線に触れたのか、みんなが熱
かった
「あの時代」
に戻ったかのように、懐かしのフォークソングや名曲を一
緒に口ずさみ、会場はさながら歌声ホールのようになって大いに盛り上が
り、
心地よい一夜となりました。

会
マイルストーンシェブロン
40年…

L.横山

業

35年…

L.足立

吉松

L.渡邊

章

30年…

L.乾

精治

25年…

L.宇野

明彦

20年…

L.赤堀

肇紀

15年…

L.大川 祐輝
L.外

10年…

信之

L.髙橋

覚

L.細沼

信二

L.服部厳一郎
L.横山 政遵
▲後藤会長よりマイルストーンシェブロンを受ける各ライオン

▲乾杯の発声はチャーターメンバー
L.鈴木善之助

第 9回

▲青木まり子さんの唄う懐かしのフォークソングが
メンバーをあの頃の良き時代に引き戻してくれました

▲チャーターメンバーL.鈴木善之助と
チャーターナイトメンバーL.勧山弘に感謝の花束を贈呈

沼津ライオンズカップ争奪
学 童 軟 式 野 球 大 会
▲開会式で挨拶する後藤会長

開会式
8月15日㈯
決勝・閉会式 8月29日㈯
（沼津市営球場）
優勝 原ブルーキッズ
準優勝 金岡少年野球団
3位

沢田少年野球団・大岡少年野球団

▲後藤会長による始球式
▲選手宣誓

◀優勝の
原ブルーキッズと
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祝

勧山弘氏叙勲をお祝いする会

9月30日㈬17時より沼津リバーサイドホテルにおい

の開会の辞、土屋誠司元地区ガバナーの発起人代表挨

て、L.勧山弘の旭日双光章受章を祝う会が250名を越

拶に始まり、L.勧山とともにアイバンク運動に並々なら

える参会者を得て盛大に開催されました。

ぬ情熱をもって活動されたL.鈴木清次の受章までの経

L.勧山は先覚者として、
わが国の「アイバンク運動」
を

緯説明とつづき、厳粛なうちにも華やかで和やかな祝宴

半世紀以上にわたって推進されてきたことは誰もが知

は後藤会長の閉会の辞をもって盛会のうちに幕を閉じ

るところであり、わが沼津ライオンズの奉仕の精神を体

ました。その中でも、開眼者の声としてお祝いの言葉を

現する 至宝 ともいうべきメンバーであります。
した

述べられた渡辺小百合さんは、角膜移植によって光を得

がって、L.勧山のこの快挙を沼津LC会員全員でお祝い

て、結婚、
ご子息を育て上げ、立派な社会人としてご活躍

しようと実行委員会を組織して、案内状の発送から当日

なさっておられ、失明という絶望の渕から立ち上がられ

の企画運営まで全面的にご協力させていただきました。 たその体験談に参会者一同感銘を受け、中には感涙に
L.勧山の叙勲はアイバンク運動が日本国政府よりはじ

むせぶ方もいらっしゃいました。

めて公に認められたことにもなり、
この運動に携わる沼

今回の受章を機に、L.勧山弘にはいつまでもお元気

津ライオンズクラブ他、多くのライオンズクラブ・アイバ

で、私たちの進むべき奉仕の道の道標としてご活躍なさ

ンク関係者にとっても大きな名誉であり、
この活動の崇

れんことを願うとともに、氏のおっしゃられる
「持てるも

高な理念を理解し、今後も沼津ライオンズクラブ会員の

の

力を結集してアイバンク運動を強力に推進し
「献眼」
と

る奉仕の精神に相通ずるものがあると思います。
この言

いう人々の善意の輪を全国津々浦々に広げていこうで

葉の持つ意味を嚙み締めて、会員一同力を合わせて奉

はありませんか。

仕活動に邁進して行こうではありませんか。

人のために」
というお言葉はライオンズの目標とす

さて、当日はL.前田利定の司会により、森幹生前会長

勧山

弘氏

叙勲をお祝いする会

発起人

出口喜男

NPO 法人日本アイバンク運動推進協議会理事長

土屋誠司

ライオンズクラブ国際協会 334-C 地区名誉顧問・元地区ガバナー

鈴木清次

沼津ライオンズクラブ

森

沼津ライオンズクラブ前会長

幹生

後藤行宏

沼津ライオンズクラブ会長

堀田喜裕

公益財団法人静岡県アイバンク理事長

髙地英壽

前読売光と愛の事業団常務理事

小栗

眞楽寺檀家総代

敞

清水妙子

沼津ライオンズクラブ

眞楽寺みのりの会代表
▲旭日双光章受章（平成27年4月29日）

勧 山 弘 氏 叙勲をお祝いする会
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平成 27 年 9 月 30 日（水曜日）
午後 5 時開会
沼津リバーサイドホテル 4 階シャングリラ
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▲受章者と発起人が来会者をお迎えした

▲沼津LCのアイバンク運動で苦労を共にした
L.鈴木清次が受章までの経緯を報告した

NUMAZU LIONS CLUB

▲森前会長による開会の辞

▲お祝いの言葉を述べる出口喜男日本アイバンク運動推進協議会理事長（左）
と
髙地英壽前読売光と愛の事業団常務理事（右）

▲来賓として祝辞を述べられる渡辺周衆議院議員と栗原裕康沼津市長
今回の受章に際してはおふたりのご尽力によるところも大であったとのことである

▲「開眼者の声」
として感動的なスピーチをされた
渡辺小百合さん

▲参会者全員で万歳三唱

▲発起人を代表して挨拶する
土屋元地区ガバナー

▲万感の想いを込めて語るL.勧山の謝辞

▲見事に司会の大役をつとめた
L.前田

▲遠く倉敷ライオンズクラブからも
お祝いにかけつけていただいた

▲後藤会長の閉会の辞により
華やかな祝宴は幕を閉じた

▲受章者を囲んで
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