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M E S S AG E

津ライオンズクラブは、今年度結成以来 60 年のときが経ち
『還暦』を迎えます。そして私自身、入会以来 20 年のとき

が経ち『成人』を迎えます。この年月の廻り合わせに、やはり沼津
ライオンズクラブに入会させていただいたおかげでなんとか一人前
の大人に近づけたのかなと感慨を深くしております。
さて、昨今の時代の流れをふかんしてみますと、私たちの暮らしに
密接に関わる『民法』の改正案が 120 年ぶりに国会で可決成立され、
元号が『令和』となり、『消費税』の増税、『オリンピック』の開催、『紙
幣』の刷新、そして『IPS 細胞』の実用化と、多方面で節目・変革
の時節を迎えています。
当然のことながら、私たち沼津ライオンズクラブの事業もその流れ
に合わせて変化していかなければ、時代にとり残されてしまいます。
もちろん、『We Serve』で表される奉仕の精神・理念は時代を超
えて確固たるものであると思いますが、その奉仕の手段・手法は時
代によって変わるべきものと思います。
今年度は、結成 60 年の節目としての奉仕事業を行うことはもちろ
んですが、加えてライオンズ活動の活性化のために、今後どのよう
な変革・行動が必要なのかを模索する１年間とさせていただきたい
と思います。

沼 基本方針

M E S S AG E

2019-2020 年度クラブスローガン

“わかちあおう！
  奉仕の喜び”
沼津ライオンズクラブがついに結成 60 年を迎
えます。これまでの伝統を守りながら、時代に
合わせた変革が求められる節目の年。井上会長
のもと、新たな１年が幕を開けました。

2019-2020 年度、新たな役員・委員長から
就任にあたって意気込みのメッセージ。

“わかちあおう！奉仕の喜び”
We Serveを胸に、
新たな一歩を
会長 L. 井上孝喜
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CN60周年記念事業の推進

積極的な会員増強の推進

魅力的な例会の企画

視力福祉事業の展開と

今後の方向性の確立

青少年健全育成事業の展開と

今後の方向性の確立

環境保全・改善事業の展開と

今後の方向性の確立

就任メッセージ

幹事 
L. 徳田和人

年度幹事を務めることになりま
した、徳田です。過去の委員長

経験を結集して、「We serve」をモットー
にした活動のやりがいと楽しさを、みな
さまでわかちあっていただけますよう、
幹事として諸活動のお世話をして参りた
いと考えております。
　なかでも例会の運営につきましては、
時間いっぱいまで、楽しくお過ごしいた
だけるよう、橋本テーマー、服部テール
にご協力いただいて進めて参ります。
　また、国際協会やキャビネットからの
要請に沿って、少しずつクラブ内の IT
化を進めて参ります。まずは役員会の
ペーパーレス化です。PC、タブレット
やスマートホンなどを利用した会議資料
の参照など通じて、紙の使用量を削減し

ていきたいと考えております。同時に、
会員相互の連絡や、幹事から会員のみ
なさま向けの同報連絡に、従来の FAX、
メール発信に加えて、ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービスを活用した新た
な連絡網も利用していきたいと考えて
おります。近く国際協会もMY LIONと
いう、世界中の会員一人一人が利用で
きるライオンズクラブ独自のネットワー
クシステムの利用に移行していくようで
す。全国のクラブからの発信も多数投稿
されていますので、みなさまも是非 MY 
LIONにご登録ください。
　みなさまが快適にライオンズ活動を展
開できるよう尽力して参ります。一年間
どうぞよろしくお願い申し上げます。

本

会計 
L.森本耕太郎

年度会計を仰せつかりました森本耕太郎です。
入会後既に 10 年以上経過しておりますが、これ

までは可能な限り目立たず迷惑かけずをモットーにライ
オンズ運営から一歩引いた立場で参加していましたが、
今回、会計という重職の打診を受け、清水の舞台から飛
び降りる覚悟でお引き受けさせて頂きました。
比較的長いライオンズ歴の割には、ライオンズの運営や
会計準則の知識も理解もほとんどなく、既に井上会長や
徳田幹事に色々とご厄介やご負担をお掛けしているとこ
ろでありますが、責任感を持って１年を勤め上げたいと
思いますので、皆さまにおかれましては、何卒ご協力の程、
宜しくお願いします。

本

令和の始まりとともに新三役も始動します

新三役

沼津5ライオンズ事務局にて
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役　員 委員会

ライオン・テーマー 
L. 橋本賢一
本年度、ライオン・テーマーを努
めさせていただきます橋本賢一で
す。昨年度は、3R1Zの地区委員
としてYCE並びにキャビネット
会議等多くの方との出会いと貴重
な経験をさせていただき、ありが
とうございました。他のクラブの
例会出席など沼津クラブとの違い
も経験させていただきました。こ
のような経験を踏まえ3回目のラ
イオン・テーマーではありますが、
井上会長の基本方針にもあります
魅力的な例会になるよう、頼りに
なる副ライオン・テーマーのL.加
藤明子と力を合わせ微力ではあり
ますが精一杯、そして楽しく努め
てまいります。ただ3回目ですの
で馴れ合いになってしまうと困り
ますので何卒厳しいご指導のほど
よろしくお願い申し上げます。

環境保全委員長 
L. 石原敏行
本年度、環境保全委員長を仰
せつかりました石原です。一
昨年以来の２度目の委員長と
なります。本年度の活動は来
年３月１日（日曜）の第１例
会で一昨年、昨年に引き続き
芝桜の植栽と、60周年記念
事業として12月8日（日曜）
に御用邸記念公園において梅
の木の記念植樹を実施する予
定となっています。芝桜の植
栽においては、本年度は昨年
の約1.5倍の広さに2,000本
近くを植える予定です。その
分人手も必要となります。是
非とも皆様のご協力の程宜し
くお願い致します。

MC委員長 
L. 小澤敦広
本年度、MC委員長を務めさせ
ていただきます小澤敦広です。
L. 石垣優子副委員長、委員の
皆さんと共に、会員の皆様を
撮影させていただき、新聞等
のメディアを通じて幅広く沼
津ライオンズクラブの活動を
PRしていくと共に、会報を作
成いたします。
また2月にはMC委員担当の
例会があります。1人でも多
くの方に参加してもらえるよ
うな例会を目指します。1年
間元気いっぱいで活動してい
きます。皆様のご協力の程よ
ろしくお願いいたします。

テール・ツイスター　

L. 服部厳一郎
テール・ツイスターってどういう
意味なのか少し調べてみると、ラ
イオンのテール (尻尾 )をツイス
ト（ひねる）して、例会の途中で
会員の眠気を覚ます役との事で
す。（なるほど）
日本では、ドネーション・ファイ
ンを徴収するのが主な役回り。又
例会を盛り上げる役もあるそうで
すがこちらは合同例会以外では出
来ないのが現状です。
とりあず、会員の皆さまの慶事等
にアンテナを張り、皆さまが寄付
を行うのを助けて行くのが私の役
目だと思い、努力して行きます。

青少年委員長　

L. 小野弘人
2019～ 2020年度　青少年
委員長を担当させていただき
ます。主な活動は、沼津野球
連盟学童部と連携し学童野球
の支援と12月第１例会では
学童部との協働奉仕活動を通
じて青少年の健全育成に取り
組んでまいります。
また、沼津市地域自治課、沼
津市市民憲章推進協議会と共
に浮島地区の小中学校におい
て沼津市市民憲章額の贈呈式
を執り行います。
委員会メンバーと協力して１
年間務めてまいりますので、
皆様のご指導ご協力をお願い
いたします。

財務会則委員長

L. 髙橋覚
発達障害を内に秘めている髙橋でござ
います早口でゆっくりお話しをご提供
することができませんし、息が続き
ません。皆様や役員の方々へは、ご迷
惑でございますがご容赦ください。先
般の予算についても重要な変更部分の
変更点のご提案のお話をすることを忘
れてしまい恐縮でございます。 皆様
や役員の方々にご迷惑をおかけするこ
となく、確認努力していく所存でござ
いますが、ご迷惑の折はご勘弁くださ
い。 会長の意思に従い、楽しいライ
オンズクラブの一助になればと思い、
委員会として身を捧げる所存でござ
いますので、ご理解の程よろしくお
願いいたします。あとは、皆様のご
協力により会員数の増加を頂ければ、
会計のL.森本の肩の荷がおりるのか
なと存じますので、会員増強よろし
くお願いいたします。

出席委員長 
L. 川口博永
井上会長の下で、本年度出席委員
長を務めさせていただきます　川
口博永です。第1例会や第2例
会及役員会など出席率の確認をし
て、またメークアップの告知並び
に確認を行います。5月の担当例
会で出来るだけ多くの人に参加を
して頂けるように　楽しくまた為
になる例会を企画したいと思って
います。
　例会の出席率（80%）を目標
にして、また自分自身の出席も
100%を目指して行きたいと思っ
ています。松田副委員長、委員会
メンバーと協力して1年間務めて
まいりますので、ご指導・ご協力
のほど、よろしくお願い致します。

LCIF 委員長 
L. 後藤行宏
本年度 LCIF 委員長を仰せつ
かりました後藤です。ライ
オンズ国際財団（LCIF）は
昨年 50 周年を迎えました。
視力・青少年・災害援助・
人道支援などの分野で世界
中に交付金を出して支援し
ています。今期もMJF（個
人 1,000 ドル）献金は 6 名
の目標で 20 ドル献金はメン
バー全員です、ご理解ご協
力お願い申し上げます。
また本年度は沼津 LC が 60
周年を迎えます、事務局長を
務めますので皆様のご協力よ
ろしくお願い申し上げます。

会員（GMT/GLT）委員長 
L. 大川祐輝
本年度会員委員長を仰せつか
りました大川です。今年度も
会員の維持増強を主題とし、
新会員5名の入会を目標とし
てまいりました。また、退会
者の防止、新入会員のフォロー
に努めます。沼津ライオンズ
クラブも若いメンバーが増え
てきました。より良いクラブ
になるように私も含めてライ
オンとしての意識・資質の向
上を図りたいと思います。会
員の皆様のご協力をよろしく
お願いします。

計画大会委員長 
L. 土井宣博
本年度、計画大会委員長を仰
せつかりました。納涼例会、
結成例会、クリスマス会、新
年例会を担当いたします。例
年ですと、チャーターナイト
例会の担当もあるのですが、
本年度は60週年なのでほと
んど決まっておりまして、企
画しなくて済みます。会員全
員が参加できて、親睦が図れ
るよう、精一杯楽しい企画を
考えます。ぜひ多くの皆さま
に積極的にご対応いただきま
すようお願いします。

YCE 委員長 
L. 北村清一郎
本年度、YCE委員長をさせて
いただきます。今期は沼津LC
としての派遣性の受け入れ、
送り出しは無いので主な活動
といたしましては、2020年
3月第2例会を担当させてい
ただきます。金子副委員長他
2名の委員共ども1年間宜し
くお願いいたします。CN60
周年部会では倉敷交流部会に
て倉敷ライオンズクラブの皆
様のおもてなしの担当です。
皆様ご指導ご協力宜しくお願
いいたします。

視力福祉委員長

L. 長岡重弘
今年度　視力福祉委員長を仰
せつかりました長岡でござい
ます。沼津ライオンズクラブ
の献眼運動は半世紀を超える
歴史ある重要な活動でありま
す。入会してまだ数年を経て
の未熟な自分にこの大役が務
まるか不安ばかりですが、委
員会メンバーはじめ諸先輩方
の皆様のご協力をいただきな
がら、一人でも多くの献眼登
録者を増やしていきたいと思
います。
１年間どうぞよろしくお願い
いたします。

第 1 運営委員会

第 2 運営委員会

第 1 事業委員会

第 2 事業委員会

2019-2020 年度役員及び
委員会構成表

沼津ライオンズクラブ

会長 井上孝喜
前会長 小原嘉弘

第 1副会長 塩崎享一
第 2副会長 大川祐輝
幹事 徳田和人
会計 森本耕太郎

ライオンテーマー 橋本賢一
テール・ツイスター 服部厳一郎

会長理事 大川祐輝
2年理事 前田利定
2年理事 外信之
1年理事 芹澤明寛
1年理事 赤堀肇紀
監査委員 市川洋一
監査委員 杉山由博

334- Ｃ地区名誉顧問・
元地区ガバナー 土屋誠司

担当
第1副会長 塩崎享一

2年理事 前田利定

出席委員会
委員長 川口博永

副委員長 松田一哉

計画大会委員
委員長 土井宣博

副委員長 大城一真

ＭＣ委員会
委員長 小澤敦広

副委員長 石垣優子

担当
第 1副会長 塩崎享一

1年理事 芹澤明寛

財務会則
委員会

委員長 髙橋　覚

副委員長 中村　信

会員 (GMT/
GLT) 委員会

委員長 大川祐輝

副委員長 小原嘉弘

担当
第 2副会長 大川祐輝

2年理事 外信之

視力福祉
委員会

委員長 長岡重弘

副委員長 土屋恭博

環境保全
委員会

委員長 石原敏行

副委員長 杉山純哉

担当
第 2副会長 大川祐輝

1年理事 赤堀肇紀

青少年
委員会

委員長 小野弘人

副委員長 小林太郎

LCIF委員会
委員長 後藤行宏

副委員長 服部行眞

YCE 委員会
委員長 北村清一郎

副委員長 金子俊道

NUMAZU LIONS CLUB 2019 年 8月号 NUMAZU LIONS CLUB 2019 年 8月号3 4



M E S S AG E M E S S AG E

役　員 委員会

ライオン・テーマー 
L. 橋本賢一
本年度、ライオン・テーマーを努
めさせていただきます橋本賢一で
す。昨年度は、3R1Zの地区委員
としてYCE並びにキャビネット
会議等多くの方との出会いと貴重
な経験をさせていただき、ありが
とうございました。他のクラブの
例会出席など沼津クラブとの違い
も経験させていただきました。こ
のような経験を踏まえ3回目のラ
イオン・テーマーではありますが、
井上会長の基本方針にもあります
魅力的な例会になるよう、頼りに
なる副ライオン・テーマーのL.加
藤明子と力を合わせ微力ではあり
ますが精一杯、そして楽しく努め
てまいります。ただ3回目ですの
で馴れ合いになってしまうと困り
ますので何卒厳しいご指導のほど
よろしくお願い申し上げます。

環境保全委員長 
L. 石原敏行
本年度、環境保全委員長を仰
せつかりました石原です。一
昨年以来の２度目の委員長と
なります。本年度の活動は来
年３月１日（日曜）の第１例
会で一昨年、昨年に引き続き
芝桜の植栽と、60周年記念
事業として12月8日（日曜）
に御用邸記念公園において梅
の木の記念植樹を実施する予
定となっています。芝桜の植
栽においては、本年度は昨年
の約1.5倍の広さに2,000本
近くを植える予定です。その
分人手も必要となります。是
非とも皆様のご協力の程宜し
くお願い致します。

MC委員長 
L. 小澤敦広
本年度、MC委員長を務めさせ
ていただきます小澤敦広です。
L. 石垣優子副委員長、委員の
皆さんと共に、会員の皆様を
撮影させていただき、新聞等
のメディアを通じて幅広く沼
津ライオンズクラブの活動を
PRしていくと共に、会報を作
成いたします。
また2月にはMC委員担当の
例会があります。1人でも多
くの方に参加してもらえるよ
うな例会を目指します。1年
間元気いっぱいで活動してい
きます。皆様のご協力の程よ
ろしくお願いいたします。

テール・ツイスター　

L. 服部厳一郎
テール・ツイスターってどういう
意味なのか少し調べてみると、ラ
イオンのテール (尻尾 )をツイス
ト（ひねる）して、例会の途中で
会員の眠気を覚ます役との事で
す。（なるほど）
日本では、ドネーション・ファイ
ンを徴収するのが主な役回り。又
例会を盛り上げる役もあるそうで
すがこちらは合同例会以外では出
来ないのが現状です。
とりあず、会員の皆さまの慶事等
にアンテナを張り、皆さまが寄付
を行うのを助けて行くのが私の役
目だと思い、努力して行きます。

青少年委員長　

L. 小野弘人
2019～ 2020年度　青少年
委員長を担当させていただき
ます。主な活動は、沼津野球
連盟学童部と連携し学童野球
の支援と12月第１例会では
学童部との協働奉仕活動を通
じて青少年の健全育成に取り
組んでまいります。
また、沼津市地域自治課、沼
津市市民憲章推進協議会と共
に浮島地区の小中学校におい
て沼津市市民憲章額の贈呈式
を執り行います。
委員会メンバーと協力して１
年間務めてまいりますので、
皆様のご指導ご協力をお願い
いたします。

財務会則委員長

L. 髙橋覚
発達障害を内に秘めている髙橋でござ
います早口でゆっくりお話しをご提供
することができませんし、息が続き
ません。皆様や役員の方々へは、ご迷
惑でございますがご容赦ください。先
般の予算についても重要な変更部分の
変更点のご提案のお話をすることを忘
れてしまい恐縮でございます。 皆様
や役員の方々にご迷惑をおかけするこ
となく、確認努力していく所存でござ
いますが、ご迷惑の折はご勘弁くださ
い。 会長の意思に従い、楽しいライ
オンズクラブの一助になればと思い、
委員会として身を捧げる所存でござ
いますので、ご理解の程よろしくお
願いいたします。あとは、皆様のご
協力により会員数の増加を頂ければ、
会計のL.森本の肩の荷がおりるのか
なと存じますので、会員増強よろし
くお願いいたします。

出席委員長 
L. 川口博永
井上会長の下で、本年度出席委員
長を務めさせていただきます　川
口博永です。第1例会や第2例
会及役員会など出席率の確認をし
て、またメークアップの告知並び
に確認を行います。5月の担当例
会で出来るだけ多くの人に参加を
して頂けるように　楽しくまた為
になる例会を企画したいと思って
います。
　例会の出席率（80%）を目標
にして、また自分自身の出席も
100%を目指して行きたいと思っ
ています。松田副委員長、委員会
メンバーと協力して1年間務めて
まいりますので、ご指導・ご協力
のほど、よろしくお願い致します。

LCIF 委員長 
L. 後藤行宏
本年度 LCIF 委員長を仰せつ
かりました後藤です。ライ
オンズ国際財団（LCIF）は
昨年 50 周年を迎えました。
視力・青少年・災害援助・
人道支援などの分野で世界
中に交付金を出して支援し
ています。今期もMJF（個
人 1,000 ドル）献金は 6 名
の目標で 20 ドル献金はメン
バー全員です、ご理解ご協
力お願い申し上げます。
また本年度は沼津 LC が 60
周年を迎えます、事務局長を
務めますので皆様のご協力よ
ろしくお願い申し上げます。

会員（GMT/GLT）委員長 
L. 大川祐輝
本年度会員委員長を仰せつか
りました大川です。今年度も
会員の維持増強を主題とし、
新会員5名の入会を目標とし
てまいりました。また、退会
者の防止、新入会員のフォロー
に努めます。沼津ライオンズ
クラブも若いメンバーが増え
てきました。より良いクラブ
になるように私も含めてライ
オンとしての意識・資質の向
上を図りたいと思います。会
員の皆様のご協力をよろしく
お願いします。

計画大会委員長 
L. 土井宣博
本年度、計画大会委員長を仰
せつかりました。納涼例会、
結成例会、クリスマス会、新
年例会を担当いたします。例
年ですと、チャーターナイト
例会の担当もあるのですが、
本年度は60週年なのでほと
んど決まっておりまして、企
画しなくて済みます。会員全
員が参加できて、親睦が図れ
るよう、精一杯楽しい企画を
考えます。ぜひ多くの皆さま
に積極的にご対応いただきま
すようお願いします。

YCE 委員長 
L. 北村清一郎
本年度、YCE委員長をさせて
いただきます。今期は沼津LC
としての派遣性の受け入れ、
送り出しは無いので主な活動
といたしましては、2020年
3月第2例会を担当させてい
ただきます。金子副委員長他
2名の委員共ども1年間宜し
くお願いいたします。CN60
周年部会では倉敷交流部会に
て倉敷ライオンズクラブの皆
様のおもてなしの担当です。
皆様ご指導ご協力宜しくお願
いいたします。

視力福祉委員長

L. 長岡重弘
今年度　視力福祉委員長を仰
せつかりました長岡でござい
ます。沼津ライオンズクラブ
の献眼運動は半世紀を超える
歴史ある重要な活動でありま
す。入会してまだ数年を経て
の未熟な自分にこの大役が務
まるか不安ばかりですが、委
員会メンバーはじめ諸先輩方
の皆様のご協力をいただきな
がら、一人でも多くの献眼登
録者を増やしていきたいと思
います。
１年間どうぞよろしくお願い
いたします。

第 1 運営委員会

第 2 運営委員会

第 1 事業委員会

第 2 事業委員会

2019-2020 年度役員及び
委員会構成表

沼津ライオンズクラブ

会長 井上孝喜
前会長 小原嘉弘

第 1副会長 塩崎享一
第 2副会長 大川祐輝
幹事 徳田和人
会計 森本耕太郎

ライオンテーマー 橋本賢一
テール・ツイスター 服部厳一郎

会長理事 大川祐輝
2年理事 前田利定
2年理事 外信之
1年理事 芹澤明寛
1年理事 赤堀肇紀
監査委員 市川洋一
監査委員 杉山由博

334- Ｃ地区名誉顧問・
元地区ガバナー 土屋誠司

担当
第1副会長 塩崎享一

2年理事 前田利定

出席委員会
委員長 川口博永

副委員長 松田一哉

計画大会委員
委員長 土井宣博

副委員長 大城一真

ＭＣ委員会
委員長 小澤敦広

副委員長 石垣優子

担当
第 1副会長 塩崎享一

1年理事 芹澤明寛

財務会則
委員会

委員長 髙橋　覚

副委員長 中村　信

会員 (GMT/
GLT) 委員会

委員長 大川祐輝

副委員長 小原嘉弘

担当
第 2副会長 大川祐輝

2年理事 外信之

視力福祉
委員会

委員長 長岡重弘

副委員長 土屋恭博

環境保全
委員会

委員長 石原敏行

副委員長 杉山純哉

担当
第 2副会長 大川祐輝

1年理事 赤堀肇紀

青少年
委員会

委員長 小野弘人

副委員長 小林太郎

LCIF委員会
委員長 後藤行宏

副委員長 服部行眞

YCE 委員会
委員長 北村清一郎

副委員長 金子俊道
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S C E N E
アクティビティを通じて奉仕活動を

4 月-6 月
例会報告

YCE 担当例会

4月第 1例会

チャーターナイト例会

4月第 2 例会

2018-2019年度最後の4月から6月例会はメンバー
ひとりひとりの向上を促す素晴らしい講演例会が続き
ました。経済・金融に関する講演に続き、合同例会で
はこども食堂の方がお話しをされました。5月の例会
では人を惹きつける話し方も学ぶことができました。

4 月 4 日、リバーサイドホテルにて 4 月第 1 例会が行わ
れました。YCE 委員会による担当例会として、講演会が開
かれました。講師に SMBC 日興証券（株）岡部倫和様を
お迎えし、「世界経済、日本経済の動向を金融の世界から
読み解く」と題しご講演いただきました。専門家による貴
重な講演の聴講機会をいただき、会員全員熱心に聴き入っ
ていました。

4 月 18 日、リバーサイドホテルにて 4 月第 2 例会
が行われました。チャーターナイトをお祝し、コン
サートが開かれました。二胡、ヴィオラ、ピアノに
よる 3 楽器のアンサンブルコンサート。3 名の美人
アーティストが例会に華を添えてくれました。また、
例会では 3 名の新会員が紹介され、入会式も同日に
執り行われました。

新入会員
前田邦彦様（清水銀行　沼津支店長）
玉田勝司様（近畿日本ツーリスト）

鈴木光夫様（静岡トヨタ自動車株式会社）

M E S S AG E

しい元号令和の時代を迎え、
沼津ライオンズクラブも結

成以来 60 周年を迎えようとしてい
ます。60 年という長い歴史の中で、
チャーターメンバーの L. 鈴木善之助
は今もって健在であり、親子で沼津
ライオンズクラブに在籍した会員も
多数おり、長い歴史の重みを感じさ
せます。
　この間、沼津ライオンズクラブは

故 L. 宇野紳七郎、故 L. 高村実、L. 土
屋誠司の３人の地区ガバナーを輩出
したのを始めとして、地区ライオン
ズクラブの運営、活動に永年貢献を
してきました。又、故 L. 勧山弘の指
導のもと、アイバンク運動発祥の地
として、献眼推進運動は沼津ライオ
ンズクラブの重要なアクティビティ
として活動してきました。
　さらに今後、アイバンク運動を主

要なアクティビティとして捉えると
共に、未来を担う青少年の健全育成、
私達が暮らす地域社会の環境保全等、
明るい新しい未来のために活動して
いきたいと思います。
  倉敷ライオンズクラブとはアイバン
ク運動をご縁に姉妹提携が結ばれ今
日に至っています。両クラブのこれ
までの良き関係を維持し、末永く交
流を深めていきたいと思います。

実行委員会はすでに前年度より始動しており、役割
分担された各部会で検討された実行案をもとに、当
年度は決定された計画に沿って、記念事業、記念式
典等を実施していきます。皆様もいずれかの部会に
属し、全員参加で行っていきたいと思いますので、
皆様のご協力をお願い致します。ここに改めて基本
方針を掲げさせて戴きます。

新

2

4

3

5

1  費用チャーターメンバーのＬ . 鈴木善之助による乾杯。祝宴が始ま
りました。　 2 コンサートは岩切ちさきさんによるヴィオラの音色で
始まりました。野口杏梨さんのピアノ、酒井和嘉子さんによる二胡と、
3種の音色が響きあう、美しいコンサートとなりました。 3  感謝を
こめて、小原会長より花束が贈呈されます。　 4  例会では入会式も行
われました。3名の新しいメンバーが仲間入りです。　 5  チャーター
メンバーの名前が並ぶ額。

全会員で祝おう60周年

新しい未来へ

CN60 周年実行委員長 Ｌ . 土屋達郎

沼津 LC CN60 周年基本方針

アイバンク運動のさらなる推進のために献眼時の摘出処理を適切迅速に行うための機器として
マイクロケラトローム・アタッチメントを静岡県アイバンクに寄贈し、順天堂大学医学部附属
静岡病院に設置していただき、実際の献眼の角膜移植に役立てて貰う。

沼津視覚特別支援学校に対して視覚障がい者の教育、生活支援に役立つ取り組みを行う。

沼津野球連盟学童部の各チームに新規格のボールを贈呈する。

沼津市植田最終処分場の土手に芝桜の植栽を行い、将来的には
土手を全面的に芝桜で覆う予定。

沼津御用邸記念公園に記念植樹などの検討。

倉敷ライオンズクラブとの関係をより良いものとするための
企画をし、交流を図る。

60 周年の記念事業

N U M A Z U 
L I O N S 

th

1

2

3

4

5

6

SMBC 日興証券（株）より 2 名のお客様が出席されました。講師をつとめ
られたのは、エクイティマーケティング部リテールマーケティング課の岡部
倫和様。今だけではなく、次世代へとつなげていかなければならない日本経済、
というたいへん興味深い講演をしていただいた講師そしてゲストに対し小原
会長より謝辞がのべられました。

1
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S C E N E
アクティビティを通じて奉仕活動を

4 月-6 月
例会報告

YCE 担当例会

4月第 1例会

チャーターナイト例会

4月第 2 例会

2018-2019年度最後の4月から6月例会はメンバー
ひとりひとりの向上を促す素晴らしい講演例会が続き
ました。経済・金融に関する講演に続き、合同例会で
はこども食堂の方がお話しをされました。5月の例会
では人を惹きつける話し方も学ぶことができました。

4 月 4 日、リバーサイドホテルにて 4 月第 1 例会が行わ
れました。YCE 委員会による担当例会として、講演会が開
かれました。講師に SMBC 日興証券（株）岡部倫和様を
お迎えし、「世界経済、日本経済の動向を金融の世界から
読み解く」と題しご講演いただきました。専門家による貴
重な講演の聴講機会をいただき、会員全員熱心に聴き入っ
ていました。

4 月 18 日、リバーサイドホテルにて 4 月第 2 例会
が行われました。チャーターナイトをお祝し、コン
サートが開かれました。二胡、ヴィオラ、ピアノに
よる 3 楽器のアンサンブルコンサート。3 名の美人
アーティストが例会に華を添えてくれました。また、
例会では 3 名の新会員が紹介され、入会式も同日に
執り行われました。

新入会員
前田邦彦様（清水銀行　沼津支店長）
玉田勝司様（近畿日本ツーリスト）

鈴木光夫様（静岡トヨタ自動車株式会社）

M E S S AG E

しい元号令和の時代を迎え、
沼津ライオンズクラブも結

成以来 60 周年を迎えようとしてい
ます。60 年という長い歴史の中で、
チャーターメンバーの L. 鈴木善之助
は今もって健在であり、親子で沼津
ライオンズクラブに在籍した会員も
多数おり、長い歴史の重みを感じさ
せます。
　この間、沼津ライオンズクラブは

故 L. 宇野紳七郎、故 L. 高村実、L. 土
屋誠司の３人の地区ガバナーを輩出
したのを始めとして、地区ライオン
ズクラブの運営、活動に永年貢献を
してきました。又、故 L. 勧山弘の指
導のもと、アイバンク運動発祥の地
として、献眼推進運動は沼津ライオ
ンズクラブの重要なアクティビティ
として活動してきました。
　さらに今後、アイバンク運動を主

要なアクティビティとして捉えると
共に、未来を担う青少年の健全育成、
私達が暮らす地域社会の環境保全等、
明るい新しい未来のために活動して
いきたいと思います。
  倉敷ライオンズクラブとはアイバン
ク運動をご縁に姉妹提携が結ばれ今
日に至っています。両クラブのこれ
までの良き関係を維持し、末永く交
流を深めていきたいと思います。

実行委員会はすでに前年度より始動しており、役割
分担された各部会で検討された実行案をもとに、当
年度は決定された計画に沿って、記念事業、記念式
典等を実施していきます。皆様もいずれかの部会に
属し、全員参加で行っていきたいと思いますので、
皆様のご協力をお願い致します。ここに改めて基本
方針を掲げさせて戴きます。

新

2

4

3

5

1  費用チャーターメンバーのＬ . 鈴木善之助による乾杯。祝宴が始ま
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メンバーの名前が並ぶ額。

全会員で祝おう60周年

新しい未来へ

CN60 周年実行委員長 Ｌ . 土屋達郎

沼津 LC CN60 周年基本方針
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静岡病院に設置していただき、実際の献眼の角膜移植に役立てて貰う。
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60 周年の記念事業
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SMBC 日興証券（株）より 2 名のお客様が出席されました。講師をつとめ
られたのは、エクイティマーケティング部リテールマーケティング課の岡部
倫和様。今だけではなく、次世代へとつなげていかなければならない日本経済、
というたいへん興味深い講演をしていただいた講師そしてゲストに対し小原
会長より謝辞がのべられました。
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C L U B  R E P O R T

クラブスローガンのもと、奉仕活動を

334 -Ｃ地区

献眼

4 月 21日、焼津市民文化会館にて、334- Ｃ地区年次大会
が行われました。沼津ライオンズクラブからは会長以下14
名が出席。会報・ホームページコンテスト「会報の部」に
て優秀賞を受賞し、年次大会にて表彰されました。

静岡市にて開催された、
公益財団法人静岡県ア
イバンク評議会にて、ア
イバンク活動に協力し
た団体として静岡県ア
イバンクより表彰がな
されました。出席者は公
益財団法人静岡県アイ
バンク評議会、監事・L.土
屋（達）。

第 65回 334 -Ｃ地区年次大会開催

334 複合地区

5 月 26日、富山市にて第 65回
334 複合地区年次大会が開催さ
れました。富山市芸術ホール、
オーバード・ホールには愛知県
334- Ａから、岐阜県・三重県
334-Ｂ、静岡県334-Ｃ、福井県・
石川県・富山県 334- Ｄ、長野
県 334- Ｅまで多数のライオン
ズが集結し、代議員会そして式
典が開催されました。沼津ライ
オンズクラブからも会長以下、
多数のメンバーが出席しました。

複合地区大会の日程にあわせ、開催地である富山を満喫。１泊 2
日で懇親を深めました。

第 65 回 334 複合地区年次大会 in 富山

第 30 回公益財団法人
静岡県アイバンク表彰

青少年

4 月 13 日沼津市営球場にて
はじまった沼津市中学校野球
選手権大会（ライオンズ杯）。
青空のもと始まった野球選手
権大会は、同月 20 日に無事
閉会式を迎え、小原会長より
カップ、メダルの授与が行わ
れました。

沼津市中学校野球
選手権大会開催

「尊い献眼をして

 いただきました

 お二方のご冥福を

 お祈りいたします」

故　大嶋俊昭様　献眼
4 月 25 日感謝状贈呈

故　川島とみゑ様　献眼
5 月 12 日感謝状贈呈

C L U B  R E P O R T

BeMyEyes（ビーマイアイズ）とは…
ビーマイアイズは、視力障がい者や低視力者の人々とボランティアの双方で構成されています。現在 180 以上の言語で 100 万人
を超えるボランティアが視覚援助を提供しています。テクノロジーの力と人々の絆を活用して、視覚障がい者や低視力者の人々と
目の見えるボランティアをつなぎ、人々の「目」になります。

献　眼

献眼登録をされていた 2 名の方がご逝
去されました。ご遺族の方により角膜
摘出が行われ、故人のご遺志である献
眼が実施されることとなりました。

2 名の方に尊い献眼を
していただきました

献　眼

「Be My Eyes（ビーマイアイズ）」という
アプリをご存知ですか？　視覚障がい者
と低視力の方々に視覚を提供するために
つくられたボランティアアプリです。ス
マートフォンをお持ちならどなたでも使
用することができ、今からでもボランティ
アに参加することができます。献眼運動推
進チームでは、まずはアプリをダウンロー
ドし、視覚援助を体験してもらうことをお
すすめしております。

献眼運動推進チームよりお知らせ、視覚支援アプリ「Be My Eyes」

ios
iTune App 
Store から
ダウンロード

Androidos
Google Play 
ストアから
ダウンロード

使い方

Step.1 Step.2 Step.3
まずは無料でアプリをダウンロード 支援スタート

【視覚支援例】 【視覚支援を受けた方】 【視覚支援を行ったボランティア】

このアプリは iOS と Android のどちらにも無料
でお使いいただけます。

1支援依頼発生→複数のボラ
　ンティアのスマートフォン
　に通知が入る。
2通知に応じたボランティア
　が「ビデオ通話」を使って
　支援を行う。
3支援が終わったら通話を
　切って完了。て課題を一緒
　に解決します。
4課題が解決したら通話を
　切って終了。

●ライトが点灯しているかの確認
●なくしたものや落としたものを見つける
●食品の消費期限を確認する
●写真や絵の内容を説明する
●ラベルの表示を説明する
●コンピューターの操作を行う
●交通機関の到着や出発の確認　他

（ビーマイアイズ HP より抜粋）

インストー
ルされたア
プリを立ち
上 げ、「 名
前」「言語」
など各種設
定する

上記ＱＲコードからサイトにアクセス

ビーマイアイズが私の人生を変えてくれた。
一番大事なことは、いつも目が見える人が近
くに来てくれるのを待たなくてすむことで
す。今の私はとても独立しています。知りた
い情報がいつでも得られますので。（Nobert
氏、スイスの使用者）

ビーマイアイズを通じて他の人を手伝うことで私自
身が深くインパクトを受けました。誰かの役に立つ
と自分も明るくなり、また自分の毎日にもっと感謝
することを気付くようになりました。ビーマイアイ
ズを使って誰かを手伝えると、自分ももっと幸せに
なります。（Sarah 氏、イギリスのボランティア）

献眼運動推進
チームリーダー

L. 土屋英治

NUMAZU LIONS CLUB 2019 年 8月号 NUMAZU LIONS CLUB 2019 年 8月号

“温故知新”
拡げよう真心の奉仕
2018-2019 年度、最後の奉仕をご報告。尊
い献眼に加え、野球大会では青少年委員会が活
躍しました。心からの奉仕を行うことで地域へ
の貢献を目指します。
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