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2020-2021 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。

就任メッセージ

ぐ」、「拡げる」。創立以来“60年”還暦を迎えた我がクラブの
歴史と伝統を、間違いなく受け継ぎ次の世代に引き継いででい
く、そして時代とともに変わっていく奉仕のかたちにもしっか

りと対応していきたい。そんな気持ちで今年度のスローガンを掲げさせ
ていただきました。
　創立以来のメンバーの皆様が営々と築き上げてきた実績・信用・栄誉
を毀損することなく更に発展継承させることが私の使命だと考えており
ます。何卒会員皆様のご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。
　想定外の会員減少、「コロナと共存する生活」での会長就任、不安は募
りますが、幹事も、会計も努力を惜しまず事の処理に当たってくれてい
ます、委員長をお願いした皆様は能力と情熱に溢れています。経験豊富
な先輩が理事を引き受けてくださいました。チーム力は充分です。
　とは言いながら感染の状況によっては、事業や例会の突然の中止、変更、
延期等もある、ブレーキから足を離せない覚束ない運営になる可能性も
あります、是非ご理解ご容赦いただきたく存じます。
　一年間、メンバーの皆様の安全、健康を第一に、できうる限りの努力
をいたしますので是非皆様のお力添えおねがいいたします。

「繋

M E S S AG E

新三役

幹事 Ｌ清水 英一郎

会計 Ｌ中村 信

年度幹事を仰せつかりました清水英一郎です。
　昨年度60周年を迎え、周年誌の「会員のあしあと」を読み、自分が2010年

8月入会してから沼津ライオンズクラブに入会以来、多くの経験を積ませてもらいまし
たこと、楽しく活動したことをあらためて確認できました。
　今年度は幹事という重要で、やりがいのある役職を受けるにあたり「感謝と笑顔と
柔軟さ」を忘れずに、まずは塩崎会長の補佐として、中村会計のバックアップのもと
三役で足並みを揃えて明るく元気に活動します。
　昨年の後半からの武漢熱によるクラブ運営の変化、リモートによる役員会、例会の
休会や会場運営の工夫など、前年度が示してくれた多くを生かして今年度も運営しま
す。昨年に引き続き見直しできるものは見直し、守るべきものは護る、そんなスタン
スで最終役員会を迎えたいと思います。
　最後に、皆様に伝えたいことは、今年度は沼津ライオンズクラブが沼津 5ライオン
ズクラブの幹事クラブであり、5クラブの職務・合同例会も担当年であり、忙しくな
るかと思います。どうぞご協力お願いいたします。役員の皆様、会員の皆様、一年間
よろしくお願いします。

本

年度会計を担当させて頂きます中村信です。
　会費の送金等のご協力ありがとうございます。会計は初めての担当です。

　従前とおり、沼津ライオンズの明朗・迅速な会計処理を次年度会計に繋げることが目
標です。
　昨年度、若くして永眠された稲野ライオンは、「休む年は休み、活動する年は活動す
る。」と話していたことが思い出されます。
　稲野ライオンの言葉を思い出しつつ、今年は、個人的には、ライオンズ活動をする年
なのだろうと、観念しております。
　ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

本

M E S S AG E
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時代とともに変わっていく奉仕。
しっかりと対応したい
会長 Ｌ塩崎 享一

「灯」を高く掲げて
進んでいきます

コロナ感染拡大の勢いが収まらない 2020 年
初夏。混迷の中、塩崎新体制がスタートしまし
た。感染対策をとりながらの活動を余儀なくさ
れる中、新しい奉仕の形を模索します。

会員増強の推進
明るく楽しい
安全な例会運営
視力福祉事業の
継承と展開
環境保全事業の展開
青少年育成事業の展開
IT・デジタル化の
研究と実験

「基本方針」

1

2

3

4

5

6

7 月第 1例会にて
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第２副会長 服部　厳一郎

２年理事 芹澤　明寛

委員会 委員長 副委員長

視力福祉 小澤　敦広 長橋　良

環境保全 川口　博永 杉澤　教人

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芦澤 剛彦
塩崎会長の基本方針にあります
「明るく楽しく安全な例会運営」
になるよう、Ｌ清水幹事からご指
導を頂戴し副ライオン・テーマー
のＬ石原さんにご協力頂きながら
力を合わせ、明るく！楽しく！安
全に！例会運営を精一杯務めて参
ります。
今年の例会席次スタイルは、月に
二回開催されます例会で月に一回
は委員会別のテーブル席次にして
いきたいと思っております。な
かなか委員会を開催される事が難
しい中、例会を通じて委員会メン
バー同士話される場の機会に出来
ましたら良いなと思います。
是非とも委員会メンバーをお互い
お誘いの上、例会にご参加をお待
ちしております。

環境保全委員長

Ｌ川口 博永
本年度、環境保全委員長を仰
せつかりました川口です。
本年度の活動は、一昨年、昨年
と同様に三月第一アクテイビ
ティー例会として、沼津市植
田の最終処分場にて芝桜の植
栽を行いたいと思います。今
までと同様にたくさんの人手
が必要になると思います。杉
沢副委員長、委員会メンバー
と協力して一年間勤めさせて
頂きますので、大勢の会員の
皆様に参加して頂きご協力を
お願い致します。

ＭＣ委員長 
Ｌ石垣 優子
今期ＭＣ委員長を仰せつかっ
た石垣です。
沼津ライオンズクラブがこれ
まで行ってきた活動、そして
これから行う新たな活動を内
外問わず広く知っていただく
ために何をするべきか。会報
の拡充に加えて、新しい広報
の形を考えていくタイミング
でもあると考えています。何
事も急速に変化を起こすので
はなく、「正しく伝える」と
いうことを重点におき、慎重
にそして確実に情報を届ける
新たな形を模索して参りたい
です。

テール・ツイスター　

Ｌ長岡 重弘
本年度、テールツイスターを務
めさせていただきます長岡重弘
です。
テールツイスターとは例会やそ
の他の会合で種々のアイディア
によって会合を盛り上げ会員間
の親睦を図るのがその任務であ
るとライオンズ必携に記載され
ております。
皆様よりドネーションをいただ
き、例会最後に会員よりいただ
いたドネーションを報告するこ
とを基軸としながら、例会を盛
り上げクラブ内の融和を図り、
活性化につとめてまいります。
非常な大役にて自分が務まるか
心配ではございますが、皆さま
のお力をいただき1年間頑張り
たいと思います。どうぞ宜しく
お願い致します。

青少年委員長　

Ｌ松田 一哉
本年度、青少年委員会の委員長を仰せ
つかりました、松田一哉と申します。
青少年委員会の活動としては、沼津
市市民憲章、沼津野球連盟学童部へ
の協力と支援活動といった、奉仕を
通じて青少年の健全育成に努めて
いく事を目的に活動する事が、この
委員会の意義だと思います。しかし
ながら、先行きの見えないコロナ禍
という、世界的にも大変な時期に、
どのような活動をして行けば良い
のか？子供たちを通しての事業に
て安全に行えるのか？と、答えの出
ないまま、時が過ぎてしまっており
ます。教育委員会の方針等もござい
ますので、大々的な事業はできぬや
もしれぬですが、このような時だか
らこそ、少しでも子供達が豊かな心
を育てられるような活動を、委員会
メンバーと共に、力を合わせて参り
たいと思いますので、一年間どうぞ、
宜しくお願い申し上げます。

財務会則委員長　

Ｌ名取 正純
先ずは、2020-2021年度の予
算承認ありがとうございます。
本年度は過去に例のない新型
コロナ禍の中での一年となり
ます。前年度の繰越金処分な
どのコロナ対応の予算編成だ
けでなく、今後の状況によっ
ては、さらに会則変更などの
必要が出てくる可能性もあり
ますので、一年間緊張感をもっ
て与えられた役割を果たして
参りたいと思います。一年間
よろしくお願い致します。

出席委員長 
Ｌ藤川 一郎
本年度出席委員長を務めさせ
て頂きます藤川一郎です。
出席委員会は毎月2回の例会
と役員会の出席を確認し出席
率の向上に向け会員の皆様に
連絡をするといった業務にな
ります。
まず、諸先輩や会員の顔と名
前を把握し、多くの会員の皆
様に参加頂けるよう確実に連
絡しますので、どうぞ1年間
よろしくお願い申し上げます。

ＬＣＩＦ委員長 
Ｌ大川 祐輝
本年度 LCIF 委員長を仰せつ
かりました大川です。
ライオンズ国際財団(LCIF)は、
世界中のライオンズの人道奉
仕を支えるため、視力、青少
年育成、災害援助、人道的支
援の各分野で交付金を出し支
えてきました。
今期もMJF(個人1000ドル )
献金は6名を目標としていま
す。20ドル献金はメンバー全
員です。また、今期もガバナー
より一人でも多くの100ドル
献金の要請があります。
どうか皆様のご理解で協力を
お願い申し上げます。

会員 (GMT) 委員長 
Ｌ小原 嘉弘
本年度、会員委員長を仰せつ
かりました小原です。
ＧＭＴ (会員増強 )は、会員
の維持と増強が主な課題で
す。新会員５名の入会を目標
に、特に女性会員の入会を促
進します。また退会者の防止
に努めます。ＧＬＴ（指導力
育成）は、担当の第一副会長
と共に、最近入会したメン
バーを中心にライオンとして
の意識と資質の向上を図りま
す。会長・幹事と連携を密に
して職務を努めて参ります。
会員の皆様のご協力を宜しく
お願い致します。

計画大会委員長 
Ｌ金子 俊道
本年度、計画大会委員長を仰
せつかりました金子俊道です。
塩崎会長の方針のもと、多くの
皆様に出席していただけるよ
うな例会、そしてなにより楽し
んでいただける例会を目標に、
委員会メンバー全員で企画、運
営をしていきたいと思ってお
ります。現在、新型コロナウイ
ルス感染症の収束が見通せな
い中、例会事業の進め方も不確
定な要素があると思いますが、
会長、幹事、役員の皆様のご
意見をいただきながら１年間
努めてまいりますので会員皆
様方のご指導、ご協力の程よ
ろしくお願い申し上げます。

ＹＣＥ委員長 
Ｌ北村 清一郎
本年度、YCE委員長をさせて
いたたきます。
2020年8月第2例会をYCE
ｾﾐﾅｰを担当させていただきま
す。YCE派遣経験者による、
体験談を聞き、YCE派遣の意
義を会員の方に認知していた
だき今後のYCE派遣者募集へ
の積極的な取り組みにいかし
たいと思っております。今期
は沼津LCでは派遣生の受け入
れはありません。
他2021年新年例会YCE委員会
が担当となりました、常峯副委
員長を含めた委員会メンバーに
て企画してまいりますので、今
期1年間宜しくお願い致します。

視力福祉委員長 
Ｌ小澤 敦広
本年度、視力福祉委員長を務
めさせていただきます小澤　
敦広です。どうぞよろしくお
願いいたします。
沼津ライオンズクラブの献眼
運動は歴史ある重要な活動で
す。Ｌ .長橋良副委員長、委
員の皆さんと共に、献眼運動
を広くＰＲしていき、一人で
も多くの方に献眼の理解をし
ていただき献眼の登録しても
らえるよう一年間元気いっぱ
いで活動をしていきます。皆
様のご協力の程よろしくお願
いいたします。

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

2020-2021 年度役員及び
委員会構成表

沼津ライオンズクラブ

会　　　長 塩崎　享一
前　会　長 井上　孝喜
第１副会長 大川　祐輝
第２副会長 服部　厳一郎
幹　　　事 清水　英一郎
会　　　計 中村　信

ライオンテーマー 芦澤　剛彦
テールツイスター 長岡　重弘
会員理事 小原　嘉弘
２年理事 芹澤　明寛
２年理事 赤堀　肇紀
１年理事 市川　洋一
１年理事 前田　利定
監査委員 杉山　由博
監査委員 土屋　英治

第１副会長 大川　祐輝

２年理事 赤堀　肇紀

委員会 委員長 副委員長

出　席 藤川　一郎 市川　道隆

計画大会 金子　俊道
橋本　賢一

小林　太郎

ＭＣ 石垣　優子 榊原　晃

第１副会長 大川　祐輝

１年理事 市川　洋一

委員会 委員長 副委員長

財務会則 名取　正純 高橋　覚

会員 (GMT) 小原　嘉弘 井上　孝喜

第 2副会長 服部　厳一郎

１年理事 前田　利定

委員会 委員長 副委員長

青少年 松田　一哉 伊東　亨

LCIF 大川　祐揮 外　信之

YCE 北村清一郎 常峯　孝幸

NUMAZU LIONS CLUB 2020 年 08月号 NUMAZU LIONS CLUB 2020 年 08月号 43



第２副会長 服部　厳一郎

２年理事 芹澤　明寛

委員会 委員長 副委員長

視力福祉 小澤　敦広 長橋　良

環境保全 川口　博永 杉澤　教人

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芦澤 剛彦
塩崎会長の基本方針にあります
「明るく楽しく安全な例会運営」
になるよう、Ｌ清水幹事からご指
導を頂戴し副ライオン・テーマー
のＬ石原さんにご協力頂きながら
力を合わせ、明るく！楽しく！安
全に！例会運営を精一杯務めて参
ります。
今年の例会席次スタイルは、月に
二回開催されます例会で月に一回
は委員会別のテーブル席次にして
いきたいと思っております。な
かなか委員会を開催される事が難
しい中、例会を通じて委員会メン
バー同士話される場の機会に出来
ましたら良いなと思います。
是非とも委員会メンバーをお互い
お誘いの上、例会にご参加をお待
ちしております。

環境保全委員長

Ｌ川口 博永
本年度、環境保全委員長を仰
せつかりました川口です。
本年度の活動は、一昨年、昨年
と同様に三月第一アクテイビ
ティー例会として、沼津市植
田の最終処分場にて芝桜の植
栽を行いたいと思います。今
までと同様にたくさんの人手
が必要になると思います。杉
沢副委員長、委員会メンバー
と協力して一年間勤めさせて
頂きますので、大勢の会員の
皆様に参加して頂きご協力を
お願い致します。

ＭＣ委員長 
Ｌ石垣 優子
今期ＭＣ委員長を仰せつかっ
た石垣です。
沼津ライオンズクラブがこれ
まで行ってきた活動、そして
これから行う新たな活動を内
外問わず広く知っていただく
ために何をするべきか。会報
の拡充に加えて、新しい広報
の形を考えていくタイミング
でもあると考えています。何
事も急速に変化を起こすので
はなく、「正しく伝える」と
いうことを重点におき、慎重
にそして確実に情報を届ける
新たな形を模索して参りたい
です。

テール・ツイスター　

Ｌ長岡 重弘
本年度、テールツイスターを務
めさせていただきます長岡重弘
です。
テールツイスターとは例会やそ
の他の会合で種々のアイディア
によって会合を盛り上げ会員間
の親睦を図るのがその任務であ
るとライオンズ必携に記載され
ております。
皆様よりドネーションをいただ
き、例会最後に会員よりいただ
いたドネーションを報告するこ
とを基軸としながら、例会を盛
り上げクラブ内の融和を図り、
活性化につとめてまいります。
非常な大役にて自分が務まるか
心配ではございますが、皆さま
のお力をいただき1年間頑張り
たいと思います。どうぞ宜しく
お願い致します。

青少年委員長　

Ｌ松田 一哉
本年度、青少年委員会の委員長を仰せ
つかりました、松田一哉と申します。
青少年委員会の活動としては、沼津
市市民憲章、沼津野球連盟学童部へ
の協力と支援活動といった、奉仕を
通じて青少年の健全育成に努めて
いく事を目的に活動する事が、この
委員会の意義だと思います。しかし
ながら、先行きの見えないコロナ禍
という、世界的にも大変な時期に、
どのような活動をして行けば良い
のか？子供たちを通しての事業に
て安全に行えるのか？と、答えの出
ないまま、時が過ぎてしまっており
ます。教育委員会の方針等もござい
ますので、大々的な事業はできぬや
もしれぬですが、このような時だか
らこそ、少しでも子供達が豊かな心
を育てられるような活動を、委員会
メンバーと共に、力を合わせて参り
たいと思いますので、一年間どうぞ、
宜しくお願い申し上げます。

財務会則委員長　

Ｌ名取 正純
先ずは、2020-2021年度の予
算承認ありがとうございます。
本年度は過去に例のない新型
コロナ禍の中での一年となり
ます。前年度の繰越金処分な
どのコロナ対応の予算編成だ
けでなく、今後の状況によっ
ては、さらに会則変更などの
必要が出てくる可能性もあり
ますので、一年間緊張感をもっ
て与えられた役割を果たして
参りたいと思います。一年間
よろしくお願い致します。

出席委員長 
Ｌ藤川 一郎
本年度出席委員長を務めさせ
て頂きます藤川一郎です。
出席委員会は毎月2回の例会
と役員会の出席を確認し出席
率の向上に向け会員の皆様に
連絡をするといった業務にな
ります。
まず、諸先輩や会員の顔と名
前を把握し、多くの会員の皆
様に参加頂けるよう確実に連
絡しますので、どうぞ1年間
よろしくお願い申し上げます。

ＬＣＩＦ委員長 
Ｌ大川 祐輝
本年度 LCIF 委員長を仰せつ
かりました大川です。
ライオンズ国際財団(LCIF)は、
世界中のライオンズの人道奉
仕を支えるため、視力、青少
年育成、災害援助、人道的支
援の各分野で交付金を出し支
えてきました。
今期もMJF(個人1000ドル )
献金は6名を目標としていま
す。20ドル献金はメンバー全
員です。また、今期もガバナー
より一人でも多くの100ドル
献金の要請があります。
どうか皆様のご理解で協力を
お願い申し上げます。

会員 (GMT) 委員長 
Ｌ小原 嘉弘
本年度、会員委員長を仰せつ
かりました小原です。
ＧＭＴ (会員増強 )は、会員
の維持と増強が主な課題で
す。新会員５名の入会を目標
に、特に女性会員の入会を促
進します。また退会者の防止
に努めます。ＧＬＴ（指導力
育成）は、担当の第一副会長
と共に、最近入会したメン
バーを中心にライオンとして
の意識と資質の向上を図りま
す。会長・幹事と連携を密に
して職務を努めて参ります。
会員の皆様のご協力を宜しく
お願い致します。

計画大会委員長 
Ｌ金子 俊道
本年度、計画大会委員長を仰
せつかりました金子俊道です。
塩崎会長の方針のもと、多くの
皆様に出席していただけるよ
うな例会、そしてなにより楽し
んでいただける例会を目標に、
委員会メンバー全員で企画、運
営をしていきたいと思ってお
ります。現在、新型コロナウイ
ルス感染症の収束が見通せな
い中、例会事業の進め方も不確
定な要素があると思いますが、
会長、幹事、役員の皆様のご
意見をいただきながら１年間
努めてまいりますので会員皆
様方のご指導、ご協力の程よ
ろしくお願い申し上げます。

ＹＣＥ委員長 
Ｌ北村 清一郎
本年度、YCE委員長をさせて
いたたきます。
2020年8月第2例会をYCE
ｾﾐﾅｰを担当させていただきま
す。YCE派遣経験者による、
体験談を聞き、YCE派遣の意
義を会員の方に認知していた
だき今後のYCE派遣者募集へ
の積極的な取り組みにいかし
たいと思っております。今期
は沼津LCでは派遣生の受け入
れはありません。
他2021年新年例会YCE委員会
が担当となりました、常峯副委
員長を含めた委員会メンバーに
て企画してまいりますので、今
期1年間宜しくお願い致します。

視力福祉委員長 
Ｌ小澤 敦広
本年度、視力福祉委員長を務
めさせていただきます小澤　
敦広です。どうぞよろしくお
願いいたします。
沼津ライオンズクラブの献眼
運動は歴史ある重要な活動で
す。Ｌ .長橋良副委員長、委
員の皆さんと共に、献眼運動
を広くＰＲしていき、一人で
も多くの方に献眼の理解をし
ていただき献眼の登録しても
らえるよう一年間元気いっぱ
いで活動をしていきます。皆
様のご協力の程よろしくお願
いいたします。

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

2020-2021 年度役員及び
委員会構成表

沼津ライオンズクラブ

会　　　長 塩崎　享一
前　会　長 井上　孝喜
第１副会長 大川　祐輝
第２副会長 服部　厳一郎
幹　　　事 清水　英一郎
会　　　計 中村　信

ライオンテーマー 芦澤　剛彦
テールツイスター 長岡　重弘
会員理事 小原　嘉弘
２年理事 芹澤　明寛
２年理事 赤堀　肇紀
１年理事 市川　洋一
１年理事 前田　利定
監査委員 杉山　由博
監査委員 土屋　英治

第１副会長 大川　祐輝

２年理事 赤堀　肇紀

委員会 委員長 副委員長

出　席 藤川　一郎 市川　道隆

計画大会 金子　俊道
橋本　賢一

小林　太郎

ＭＣ 石垣　優子 榊原　晃

第１副会長 大川　祐輝

１年理事 市川　洋一

委員会 委員長 副委員長

財務会則 名取　正純 高橋　覚

会員 (GMT) 小原　嘉弘 井上　孝喜

第 2副会長 服部　厳一郎

１年理事 前田　利定

委員会 委員長 副委員長

青少年 松田　一哉 伊東　亨

LCIF 大川　祐揮 外　信之

YCE 北村清一郎 常峯　孝幸
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6 月 17 日（水）沼津リバーサイドホテルにて、6月第 2
例会が行われました。新型コロナウィルス拡大により多
くの例会・式典が中止となったため、最終例会前半の部、
ＣＮ 60 周年記念の部、最終例会後半の部、と３部構成
での異例の開催となりました。

ＣＮ 60 周年記念視力福祉事業として 250 万円の角膜移
植用機器をアイバンクとの共同で順天堂大学医学部附属
静岡病院に寄付他、常日頃からの献眼推進活動への積極
的な取り組み、円満なクラブ運営等、3R のリーダークラ
ブとしての素晴らしい活動を評価して。

献眼者取り扱い 7 名。地区
内 3番目の実績。

ＣＮ 60 周年植樹梅 10 本、
市内公共施設への芝桜植栽
等。総費用 70 万円。

万全の感染対策の中行われた最終例会。出席者への検温、
アルコール消毒、ソーシャルディスタンスが保たれるよ
う座席の配置。そして出席できない会員のためにリモー
トでの例会中継も実施されました。

例会と同日開催となったCN60周年記念。規模を縮小し、
ゲストは無し。コンサートや祝宴も中止とし、会員だけ
で CN60 周年を祝い実施された記念事業の報告がなされ
ました。

4月第 1例会（CN60 周年記念式典）中止
4月第 2例会（沼津千本 LC 合同例会）中止
5月第 1例会（5LC 合同例会）中止
5月第 2例会（出席委員会担当例会）中止
6月第 1例会（委員会活動報告例会）中止

S C E N E

ＣＮ60周年記念最終例会

6 月第 2 例会

1  通常、円卓にて行われる例会も、感染防止の観点からスクール形式に。
席を空けることで間隔を保ちながらの開催　 2  2019-2020 年度井上会
長による年度最後の開会宣言　 3  会場入り口にて検温と消毒を実施
4  例会初となるリモート中継　 5  井上会長から新年度会長Ｌ塩崎へライ
オン旗の引継ぎ　 6  三役、新三役とともにローア。お疲れさまでした！

9  直前に逝去されたＣＮ 60 周年名誉実行委員長であるＬ土屋誠司ととも
に　 10第 54 回ラスベガス国際大会にて受賞した、アイバンク活動をまと
めた書「闇に光を」も飾られました　 11ＣＮ 60 周年記念として実施され
た事業について説明する記念事業部会長Ｌ森　 12実施事業について、記念
事業副部会長Ｌ清水によるスライドを使った事業説明　 13記念事業実行委
員会によるローア　 14実行委員長Ｌ土屋達郎、事務局長Ｌ後藤、会長Ｌ井
上。お疲れさまでした。
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65

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
コロナ感染拡大により、多くの例会が中止となり、
今期は最終例会6月第2例会のみの開催となりま
した。最終例会では60周年事業の報告もなされ、
充実した例会を執り行うことができました。

クラブ表彰者※新型コロナウィルス感染防止の
　観点から開催中止となりました

7  CN60 周年実行委員長、Ｌ土屋達郎による挨
拶　 8  当日、全員に配布された CN60 周年記念
誌。2010年から2019年、沼津ライオンズが行っ
た数々の奉仕活動が紹介されています

地区年次表彰（2019年3月～2020年2月）

地区ガバナー特別賞

献眼推進・献腎・献血運動推進賞

環境保全推進賞

チャーターナイトメンバーとし
て 58年に亘り沼津ライオンズク
ラブの発展に尽力され、またアイ
バンク運動の先駆者として沼津か
ら全国にアイバンク運動を広め日
本・スリランカ・中国で数々の献
眼事業を成し遂げました。（感謝
状は勧山光明様に渡されました）

1998 年 11 月入会以来 22 年に
亘り例会に皆出席され、沼津ライ
オンズクラブの活動に貢献されま
した。

アイバンク運動と 58 年に亘るクラブへの功績

20 年以上例会皆出席

在籍 30 年以上の会員

MJF5 回以上の会員

故Ｌ勧山 弘

Ｌ市川 洋一

Ｌ鈴木 善之助
（チャーターメンバー）60年
Ｌ土屋 誠司 45 年 Ｌ服部 行眞 40 年
Ｌ足立 吉松 39 年 Ｌ森 幹生 31 年
Ｌ大古田 一郎 31 年 Ｌ土屋 達郎 31 年
Ｌ野田 金次郎 31 年 Ｌ芹澤 明寛 30 年
Ｌ前田 利定 30 年

Ｌ土屋 誠司 24 回
Ｌ服部 行眞 10 回
Ｌ足立 吉松 10 回
Ｌ大古田 一郎 10 回 Ｌ赤堀 肇紀  8 回
Ｌ森 幹生  7 回  Ｌ芹澤 明寛  6 回
Ｌ土屋 達郎  5 回 Ｌ後藤 行宏  5 回

Ｌ大古田 一郎 Ｌ赤堀 肇紀
Ｌ小原 嘉弘 Ｌ金井 隆直
Ｌ市川 洋一 Ｌ名取 正純
Ｌ大川 祐輝 Ｌ外 信之
Ｌ服部 厳一郎 Ｌ髙橋 覚 Ｌ横山 政遵
Ｌ土屋 英治 Ｌ榊原 晃 Ｌ土井 宣博
Ｌ渡邊 豊 Ｌ杉澤 教人

感謝状

長期在籍表彰

MJF 寄付表彰

親子継承会員表彰
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6 月 17 日（水）沼津リバーサイドホテルにて、6月第 2
例会が行われました。新型コロナウィルス拡大により多
くの例会・式典が中止となったため、最終例会前半の部、
ＣＮ 60 周年記念の部、最終例会後半の部、と３部構成
での異例の開催となりました。

ＣＮ 60 周年記念視力福祉事業として 250 万円の角膜移
植用機器をアイバンクとの共同で順天堂大学医学部附属
静岡病院に寄付他、常日頃からの献眼推進活動への積極
的な取り組み、円満なクラブ運営等、3R のリーダークラ
ブとしての素晴らしい活動を評価して。

献眼者取り扱い 7 名。地区
内 3番目の実績。

ＣＮ 60 周年植樹梅 10 本、
市内公共施設への芝桜植栽
等。総費用 70 万円。

万全の感染対策の中行われた最終例会。出席者への検温、
アルコール消毒、ソーシャルディスタンスが保たれるよ
う座席の配置。そして出席できない会員のためにリモー
トでの例会中継も実施されました。

例会と同日開催となったCN60周年記念。規模を縮小し、
ゲストは無し。コンサートや祝宴も中止とし、会員だけ
で CN60 周年を祝い実施された記念事業の報告がなされ
ました。

4月第 1例会（CN60 周年記念式典）中止
4月第 2例会（沼津千本 LC 合同例会）中止
5月第 1例会（5LC 合同例会）中止
5月第 2例会（出席委員会担当例会）中止
6月第 1例会（委員会活動報告例会）中止

S C E N E

ＣＮ60周年記念最終例会

6 月第 2 例会

1  通常、円卓にて行われる例会も、感染防止の観点からスクール形式に。
席を空けることで間隔を保ちながらの開催　 2  2019-2020 年度井上会
長による年度最後の開会宣言　 3  会場入り口にて検温と消毒を実施
4  例会初となるリモート中継　 5  井上会長から新年度会長Ｌ塩崎へライ
オン旗の引継ぎ　 6  三役、新三役とともにローア。お疲れさまでした！

9  直前に逝去されたＣＮ 60 周年名誉実行委員長であるＬ土屋誠司ととも
に　 10第 54 回ラスベガス国際大会にて受賞した、アイバンク活動をまと
めた書「闇に光を」も飾られました　 11ＣＮ 60 周年記念として実施され
た事業について説明する記念事業部会長Ｌ森　 12実施事業について、記念
事業副部会長Ｌ清水によるスライドを使った事業説明　 13記念事業実行委
員会によるローア　 14実行委員長Ｌ土屋達郎、事務局長Ｌ後藤、会長Ｌ井
上。お疲れさまでした。
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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
コロナ感染拡大により、多くの例会が中止となり、
今期は最終例会6月第2例会のみの開催となりま
した。最終例会では60周年事業の報告もなされ、
充実した例会を執り行うことができました。

クラブ表彰者※新型コロナウィルス感染防止の
　観点から開催中止となりました

7  CN60 周年実行委員長、Ｌ土屋達郎による挨
拶　 8  当日、全員に配布された CN60 周年記念
誌。2010年から2019年、沼津ライオンズが行っ
た数々の奉仕活動が紹介されています

地区年次表彰（2019年3月～2020年2月）

地区ガバナー特別賞

献眼推進・献腎・献血運動推進賞

環境保全推進賞

チャーターナイトメンバーとし
て 58年に亘り沼津ライオンズク
ラブの発展に尽力され、またアイ
バンク運動の先駆者として沼津か
ら全国にアイバンク運動を広め日
本・スリランカ・中国で数々の献
眼事業を成し遂げました。（感謝
状は勧山光明様に渡されました）

1998 年 11 月入会以来 22 年に
亘り例会に皆出席され、沼津ライ
オンズクラブの活動に貢献されま
した。

アイバンク運動と 58 年に亘るクラブへの功績

20 年以上例会皆出席

在籍 30 年以上の会員

MJF5 回以上の会員

故Ｌ勧山 弘

Ｌ市川 洋一

Ｌ鈴木 善之助
（チャーターメンバー）60年
Ｌ土屋 誠司 45 年 Ｌ服部 行眞 40 年
Ｌ足立 吉松 39 年 Ｌ森 幹生 31 年
Ｌ大古田 一郎 31 年 Ｌ土屋 達郎 31 年
Ｌ野田 金次郎 31 年 Ｌ芹澤 明寛 30 年
Ｌ前田 利定 30 年

Ｌ土屋 誠司 24 回
Ｌ服部 行眞 10 回
Ｌ足立 吉松 10 回
Ｌ大古田 一郎 10 回 Ｌ赤堀 肇紀  8 回
Ｌ森 幹生  7 回  Ｌ芹澤 明寛  6 回
Ｌ土屋 達郎  5 回 Ｌ後藤 行宏  5 回

Ｌ大古田 一郎 Ｌ赤堀 肇紀
Ｌ小原 嘉弘 Ｌ金井 隆直
Ｌ市川 洋一 Ｌ名取 正純
Ｌ大川 祐輝 Ｌ外 信之
Ｌ服部 厳一郎 Ｌ髙橋 覚 Ｌ横山 政遵
Ｌ土屋 英治 Ｌ榊原 晃 Ｌ土井 宣博
Ｌ渡邊 豊 Ｌ杉澤 教人

感謝状

長期在籍表彰

MJF 寄付表彰

親子継承会員表彰
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達ちゃん幹事をやってくれ」と言われ、当然、飯田さんがキャビネッ
ト幹事を引き受けてくれるものと信じていましたから、「元々、飯田
さんがキャビネット幹事をやるものと思っていましたから、是非やっ
てください。その方が私が幹事をやるよりも、ずっと据わりがいいで
すよ」と説得して、なってもらいました。
　ガバナーになる年の春、名
古屋で複合地区の役員セミ
ナーがありました。この直前
に誠司さんは大腸がんの手術
を受け、退院したばかりなの
で、ひょっとしたらセミナー
には参加できないかもしれな
いと、飯田さんと危惧してい
ましたが、何と真っ青な顔を
していましたが、しっかりと
セミナーを受けていた姿を見て、すごい気力だなと感心しました。
　6月、ガバナーエレクトが集まるデトロイトの国際大会に出席、私
も飯田さんとともに後から行きましたが、誠司さんはまだ人工肛門を
つけたままの体で頑張っていました。
　7月から新ガバナーとしてスタートし、各種セミナー、ゾーン毎
のクラブ訪問を行い、忙しい日々を 9月末までこなしていきました。
この間、ガバナーは元気でしたが、キャビネット幹事の飯田さんは体
調を崩し、ガバナーのクラブ訪問中、聖隷病院に入院して、病院から、
訪問先のクラブに直接来て、又、病院に戻るという有様でした。最後
の訪問ゾーンでは私がキャビネット幹事を代行しました。10月にな
り、キャビネットも一段落というところで、誠司さんは人工肛門を戻
す手術を行い、一時容体も悪い時もありましたが、無事退院され、そ
の後元気に活躍されました。
　だが、飯田さんの病状が思わしくなく、キャビネットの会合に出ら
れなくなってしまい、顧問会議からもクレームが出るようになり、や
むなく後半はキャビネット幹事とキャビネット会計を交代することに
なりました。
　2009 年クラブの 50周年の時の誠司さんは大会委員長、私がクラ
ブ会長となり、さらに今回の 60周年では私が実行委員長、誠司さん
が名誉実行委員長と言うことで、クラブのいろいろな節目で、誠司さ
んとはいつも一緒だったと強い縁を感じます。
　ライオンズ人生を語る時、いつも身近に誠司さんがいて、様々なこ
とを教えて頂きました。今年5月21日に開催した60周年実行委員会、
WEB会議の前に誠司さんの携帯に電話した時、奥さんが出られ、あ
れっと思ったら、5月 4日聖隷病院に入院したこと知りました。新型
コロナウィルス感染予防のため、お見舞いにも行けないので、実行委
員会の決めるべき方向性をお伝えしていただくよう娘さんにお伝えし
ました。今まで何度も病気の危機を乗り越えられてきましたので、今
回もしばらくすれば退院して元気な姿を見せてくれるものと楽観視し
ていましたが、5月 28日訃報が入り、愕然としました。
　私の入会の時から、この 60周年の今日まで、私のライオンズ人生
のいつの時でもあなたを抜きに語ることはできません。公私ともに大
変お世話になり、まだまだ語り尽くせない思い出が一杯あります。安
らかにお眠りください。                     合掌

　土屋誠司さんと私はライオンズ人生の中で、節目節目でいつも一緒
だったという印象があります。それは私がライオンズに入会する時か
ら始まります。私が入会した時、会員委員長が土屋誠司さんでした。
2年後、久松さんが会長の時に会計をやってくれと言われ、4月に静
岡で次期三役セミナーがありましたが、この時会長予定だった久松さ
んが病気で調子が悪いということで、代わりに第一副会長候補の土屋
誠司さんと幹事予定の原さんと 3人でセミナーを受けてきました。6
月、久松さんの体調が回復せず、次期会長を断念することとなり、こ
の時点では次期役員が既に全て決まっていたのをそのまま引き継ぐ形
で、誠司さんは会長を受けられました。誠司さんの度量の大きさを感

じました。
　クラブ三役となり、誠司さ
んとはいつも行動を一緒にし
ていました。最初の役員会の
終了後、「達っちゃん、行く
ぞ」「え、どこに行くんですか」
「決まってるんだろ、飲みに行
くぞ」「でも車で来てるもん
で」「車なんか乗ってきちゃあ
だめだ。今日は置いてけ」以
後、誠司さんと会合が一緒の

時は車に乗っていかなくなりました。この時代、バブルの最盛期は過
ぎたとはいえ、まだ景気のよかった時代で、夜の巷は酔客で賑わって
いて、夜遅くタクシーを呼んでも 1時間以上待たされる時代でした。
そんなとき誠司さんがタクシーを呼ぶとものの 5分もしない内に来
て、誠司さんの自宅経由で帰っていました。もちろんタクシー代は誠
司さん持ちで、誠司さんが自宅で降りる際には運転手にチップをやっ
ていましたのでこれが効いていたのでしょう。
　この時の三役の端くれだったことが、その後のライオンズで土屋誠
司さんとの繋がりがより強固なものとなりなりました。誠司さんが会
長の時の役員の結びつきは非常に強いものがあり、誠司さんの誠と幹
事の原照雄さんの照を合わせて「誠照会」という会を創って転勤で退
会した人を含めて、現在まで、親睦を深めてきました。海外旅行をし
たり、楽しい思い出が詰まっています。3年後、誠司さんが 334-C・
3R・RCになった時、クラブでは飯田会長の時で、私は幹事でしたの
で、3R、キャビネットの会合の時良く一緒になりました。
　1999 年誠司さんが 40周年大会委員長になられた時、私に事務局
長をやれということになり、お役にたつならばと引き受けた次第です。
2004年誠司さんが 334-C 地区のガバナーになる予定で、この前年、
第一副地区ガバナーの時、アセアンフォーラムでクラブメンバーを

募って 10数名台湾に行っ
てもらいました。来年のガ
バナー就任を控えキャビ
ネット幹事、キャビネット
会計と飯田さんと達ちゃ
んやってくれという事で、
飯田さんから「俺は今、県
の建築士会の会長をやっ
ていて、他にもいろいろ
と役が多くて忙しいので、

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

“わかちあおう！
  奉仕の喜び”
2019-2020 年最後となりましたが、新型コ
ロナウィルス感染防止の観点から予定されてい
た事業は中止となりました。

訃　報

青少年 334 複合地区、334- Ｃ地区 献　眼

ライオン歴

334- Ｃ地区名誉顧問・元地区ガバナー、
Ｌ土屋誠司が5月28日に逝去されました

（中止）沼津市中学校野球選手権大会 （中止）第 66 回 334 複合地区年次大会、
（中止）第 66 回 334- Ｃ地区年次大会

（中止）第31回公益財団法人静岡県アイバンク評議会　※4月～6月の事業は新型コロナ感染防止の観点から中止となりました。

入会年月日　1974 年（昭和 49 年）10 月 1 日

土屋誠司さんとの想い出
L 土屋達郎

献　眼 5 月 28 日献眼、5月 29 日感謝状が贈呈されました

「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」

故　Ｌ土屋誠司 生年月日 :1930 年 3 月 5 日
逝去日 :2020 年 5 月 28 日（享年 90 歳）

年度 役職 年度 役職

クラブ

1980年 幹　事

334複合地区

2009年 会計監査委員

1990年 会　長 2011年 会則委員長 (2年）

1999年 40周年大会委員長 2014年 国際理事推薦委員

2009年 50周年大会委員長 NPO日本
アイバンク運動
推進協議会

2005年12月～
2009年 10月　 理事長 

2019 年 60周年名誉実行委員長

334-Ｃ地区

1984年 334-Ｃ地区キャビネット副幹事
公益財団法人
静岡県

アイバンク　

2008年 6月 27日～
2011年 6月 24日　 監事

1993年 334-Ｃ地区3R・RC

2004 年 334-Ｃ地区ガバナー

2005年 同　名誉顧問会議長

LCIF・
MJF 1987 年～ 2018年までにＭＪＦ＄１，０００を 24回献金

2004 年 11 月 7 日・伊東庁舎にて
義捐金を贈呈する

第 50 回年次大会にて次期キャビ
ネット幹事、会計を紹介する土屋
地区ガバナー

2005年2月18日　クレメント・
クジアク国際会長公式訪問
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達ちゃん幹事をやってくれ」と言われ、当然、飯田さんがキャビネッ
ト幹事を引き受けてくれるものと信じていましたから、「元々、飯田
さんがキャビネット幹事をやるものと思っていましたから、是非やっ
てください。その方が私が幹事をやるよりも、ずっと据わりがいいで
すよ」と説得して、なってもらいました。
　ガバナーになる年の春、名
古屋で複合地区の役員セミ
ナーがありました。この直前
に誠司さんは大腸がんの手術
を受け、退院したばかりなの
で、ひょっとしたらセミナー
には参加できないかもしれな
いと、飯田さんと危惧してい
ましたが、何と真っ青な顔を
していましたが、しっかりと
セミナーを受けていた姿を見て、すごい気力だなと感心しました。
　6月、ガバナーエレクトが集まるデトロイトの国際大会に出席、私
も飯田さんとともに後から行きましたが、誠司さんはまだ人工肛門を
つけたままの体で頑張っていました。
　7月から新ガバナーとしてスタートし、各種セミナー、ゾーン毎
のクラブ訪問を行い、忙しい日々を 9月末までこなしていきました。
この間、ガバナーは元気でしたが、キャビネット幹事の飯田さんは体
調を崩し、ガバナーのクラブ訪問中、聖隷病院に入院して、病院から、
訪問先のクラブに直接来て、又、病院に戻るという有様でした。最後
の訪問ゾーンでは私がキャビネット幹事を代行しました。10月にな
り、キャビネットも一段落というところで、誠司さんは人工肛門を戻
す手術を行い、一時容体も悪い時もありましたが、無事退院され、そ
の後元気に活躍されました。
　だが、飯田さんの病状が思わしくなく、キャビネットの会合に出ら
れなくなってしまい、顧問会議からもクレームが出るようになり、や
むなく後半はキャビネット幹事とキャビネット会計を交代することに
なりました。
　2009 年クラブの 50周年の時の誠司さんは大会委員長、私がクラ
ブ会長となり、さらに今回の 60周年では私が実行委員長、誠司さん
が名誉実行委員長と言うことで、クラブのいろいろな節目で、誠司さ
んとはいつも一緒だったと強い縁を感じます。
　ライオンズ人生を語る時、いつも身近に誠司さんがいて、様々なこ
とを教えて頂きました。今年5月21日に開催した60周年実行委員会、
WEB会議の前に誠司さんの携帯に電話した時、奥さんが出られ、あ
れっと思ったら、5月 4日聖隷病院に入院したこと知りました。新型
コロナウィルス感染予防のため、お見舞いにも行けないので、実行委
員会の決めるべき方向性をお伝えしていただくよう娘さんにお伝えし
ました。今まで何度も病気の危機を乗り越えられてきましたので、今
回もしばらくすれば退院して元気な姿を見せてくれるものと楽観視し
ていましたが、5月 28日訃報が入り、愕然としました。
　私の入会の時から、この 60周年の今日まで、私のライオンズ人生
のいつの時でもあなたを抜きに語ることはできません。公私ともに大
変お世話になり、まだまだ語り尽くせない思い出が一杯あります。安
らかにお眠りください。                     合掌

　土屋誠司さんと私はライオンズ人生の中で、節目節目でいつも一緒
だったという印象があります。それは私がライオンズに入会する時か
ら始まります。私が入会した時、会員委員長が土屋誠司さんでした。
2年後、久松さんが会長の時に会計をやってくれと言われ、4月に静
岡で次期三役セミナーがありましたが、この時会長予定だった久松さ
んが病気で調子が悪いということで、代わりに第一副会長候補の土屋
誠司さんと幹事予定の原さんと 3人でセミナーを受けてきました。6
月、久松さんの体調が回復せず、次期会長を断念することとなり、こ
の時点では次期役員が既に全て決まっていたのをそのまま引き継ぐ形
で、誠司さんは会長を受けられました。誠司さんの度量の大きさを感

じました。
　クラブ三役となり、誠司さ
んとはいつも行動を一緒にし
ていました。最初の役員会の
終了後、「達っちゃん、行く
ぞ」「え、どこに行くんですか」
「決まってるんだろ、飲みに行
くぞ」「でも車で来てるもん
で」「車なんか乗ってきちゃあ
だめだ。今日は置いてけ」以
後、誠司さんと会合が一緒の

時は車に乗っていかなくなりました。この時代、バブルの最盛期は過
ぎたとはいえ、まだ景気のよかった時代で、夜の巷は酔客で賑わって
いて、夜遅くタクシーを呼んでも 1時間以上待たされる時代でした。
そんなとき誠司さんがタクシーを呼ぶとものの 5分もしない内に来
て、誠司さんの自宅経由で帰っていました。もちろんタクシー代は誠
司さん持ちで、誠司さんが自宅で降りる際には運転手にチップをやっ
ていましたのでこれが効いていたのでしょう。
　この時の三役の端くれだったことが、その後のライオンズで土屋誠
司さんとの繋がりがより強固なものとなりなりました。誠司さんが会
長の時の役員の結びつきは非常に強いものがあり、誠司さんの誠と幹
事の原照雄さんの照を合わせて「誠照会」という会を創って転勤で退
会した人を含めて、現在まで、親睦を深めてきました。海外旅行をし
たり、楽しい思い出が詰まっています。3年後、誠司さんが 334-C・
3R・RCになった時、クラブでは飯田会長の時で、私は幹事でしたの
で、3R、キャビネットの会合の時良く一緒になりました。
　1999 年誠司さんが 40周年大会委員長になられた時、私に事務局
長をやれということになり、お役にたつならばと引き受けた次第です。
2004年誠司さんが 334-C 地区のガバナーになる予定で、この前年、
第一副地区ガバナーの時、アセアンフォーラムでクラブメンバーを

募って 10数名台湾に行っ
てもらいました。来年のガ
バナー就任を控えキャビ
ネット幹事、キャビネット
会計と飯田さんと達ちゃ
んやってくれという事で、
飯田さんから「俺は今、県
の建築士会の会長をやっ
ていて、他にもいろいろ
と役が多くて忙しいので、

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

“わかちあおう！
  奉仕の喜び”
2019-2020 年最後となりましたが、新型コ
ロナウィルス感染防止の観点から予定されてい
た事業は中止となりました。

訃　報

青少年 334 複合地区、334- Ｃ地区 献　眼

ライオン歴

334- Ｃ地区名誉顧問・元地区ガバナー、
Ｌ土屋誠司が5月28日に逝去されました

（中止）沼津市中学校野球選手権大会 （中止）第 66 回 334 複合地区年次大会、
（中止）第 66 回 334- Ｃ地区年次大会

（中止）第31回公益財団法人静岡県アイバンク評議会　※4月～6月の事業は新型コロナ感染防止の観点から中止となりました。

入会年月日　1974 年（昭和 49 年）10 月 1 日

土屋誠司さんとの想い出
L 土屋達郎

献　眼 5 月 28 日献眼、5月 29 日感謝状が贈呈されました

「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」

故　Ｌ土屋誠司 生年月日 :1930 年 3 月 5 日
逝去日 :2020 年 5 月 28 日（享年 90 歳）

年度 役職 年度 役職

クラブ

1980年 幹　事

334複合地区

2009年 会計監査委員

1990年 会　長 2011年 会則委員長 (2年）

1999年 40周年大会委員長 2014年 国際理事推薦委員

2009年 50周年大会委員長 NPO日本
アイバンク運動
推進協議会

2005年12月～
2009年 10月　 理事長 

2019 年 60周年名誉実行委員長

334-Ｃ地区

1984年 334-Ｃ地区キャビネット副幹事
公益財団法人
静岡県

アイバンク　

2008年 6月 27日～
2011年 6月 24日　 監事

1993年 334-Ｃ地区3R・RC

2004 年 334-Ｃ地区ガバナー

2005年 同　名誉顧問会議長

LCIF・
MJF 1987 年～ 2018年までにＭＪＦ＄１，０００を 24回献金

2004 年 11 月 7 日・伊東庁舎にて
義捐金を贈呈する

第 50 回年次大会にて次期キャビ
ネット幹事、会計を紹介する土屋
地区ガバナー

2005年2月18日　クレメント・
クジアク国際会長公式訪問
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コロナ禍の混迷のなか
新・塩崎体制、始動。
コロナ禍の混迷のなか
新・塩崎体制、始動。
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