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生かされていることに感謝、
みんなで咲かせよう奉仕の花

御殿場LC会長 L.外山 恵市 スローガン



会長方針の挨拶
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　昭和35年10月結成、元号も昭和、平成、令和と変わる中、多くの先
輩ライオンが築きあげられた伝統ある御殿場ライオンズクラブの会長
を拝命しその職責の重さを痛感し身の引き締まる思いです。
　御殿場ライオンズクラブ主要アクティビティーであります1980年か
ら始まった『アイバンク献眼活動』は開始後早39年、1991年から始め
た『百年の計 富士山に緑を返そう運動』は28年継続されており奉仕
活動として大変誇れるアクティビティーであります。これも偏にメンバ
ー各位のご理解、ご協力あっての事だと心より感謝申し上げます。
　社会生活を振返れば、すべてが過去という「根」があり、現在という
「幹」があり、未来という「枝葉」があるように、過去「先祖」あっての現
在「自分」であり、現在あっての未来「子孫」ということが一連の流れに
よって成り立つように思います。歴史も伝統も文化もまたライオンズ活
動も同様ではないでしょうか。こうした思いで、今年度会長スローガン
は『生かされていることに感謝、みんなで咲かせよう奉仕の花』とさせ
ていただきました。何かの縁で御殿場ライオンズクラブに入会し、クラ
ブメンバー全員で奉仕活動に携われることに感謝し種を蒔き、水をや
り、だれからも喜ばれる奉仕の花をメンバー全員で咲かせましょう。
　さて、今年度は次年度結成60周年を迎えそれに伴う実行委員会の
立上げ等準備も進めつつ従来からの継続事業を実施し、2019年クラ
ブ活性化計画（CQI）によるワークショップでのメンバー各位の活発な
意見を参考に会員維持、増強等、充実した例会運営に努めさせてい
ただきます。
　結びになりますが、今までに築きあげた御殿場ライオンズクラブの
伝統を汚すことなく、更に飛躍していけるよう５役幹事Ｌ．鎌野純一、
会計Ｌ．勝又親男、ライオンテーマＬ．山本裕司、テールツイスターＬ．
佐藤章と志を一つにしクラブ運営に努力させていただきますので、メ
ンバー皆様方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会 長　L. 外山 恵市

スローガン

生かされていることに感謝、
みんなで咲かせよう奉仕の花

Gotemba Lions Club
2019-2020 Officer
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新役員の挨拶

　今年度、幹事を拝命いたしました鎌野純一です。御殿場ライオンズクラブに入会し20年
目の節目に、この大役を仰せつかり重責を実感しております。
　来年度には当御殿場ライオンズクラブはCN60周年を控え還暦を迎える事と成ります。チ
ャーターメンバーをはじめ多くの諸先輩方が大変なご苦労を重ね築いてこられたこの伝統
をしっかりと受け継ぎ、また今年度会長方針である「生かされていることに感謝、みんなで咲
かせよう奉仕の花」の実現に向け微力ではありますが、全力を傾注していく所存であります。

　具体的な活動の主軸としては、メンバーの増強と会員のクオリティーの向上を図ることです。ライオンズクラブ
の奉仕の精神（ウィサーブ）を自らが考え行動し「生かされていることに感謝する」ことで芯の強いメンバー獲得に
向け取り組んでいく所存です。内容の濃い全員参加の楽しみな例会運営を目指し全力投球して行きます。
　「皆で咲かせましょう！奉仕の花を！」　宜しくお願い致します！

幹 事　L. 鎌野 純一

　会員の皆様からの自主ドネーションをご披露させていただくことにより、喜びは皆で喜び、悲しいことは皆で分
かち合い、強い絆で結ばれたクラブとなるよう、微力ながら尽力する所存です。一年間どうぞよろしくお願い申し上
げます。

　外山会長の元、テールツイスターという大役を仰せつかりました佐藤章でございます。
会長を盛り上げ、例会を盛り上げ、会員の皆様を盛り上げる様、120％の力で頑張ります。
　時代は、平成から令和へ、ライオンズの会長は、芹沢会長から外山会長となりました。こ
のようにさまざまな変化の中に、ドネーションが発生いたします。　　　　　　　　　　
　身近に起きた、うれしいこと、楽しいこと、そして、哀しいことは喜びに変えてドネーション
をお願いできればと思います。

テールツイスター　L. 佐藤 章

　本年度ライオンテーマを仰せつかりました山本裕司です。平成24年に入会し、７年目
の大役で緊張しています。
　新年度に向かい日が経つに連れ不安が大きくなってきましたが自分としてどう出来るか
を考え、また諸先輩方のご指導や助言、経験を踏まえたお話を胸に収め、微力ではありま
すが『基本に忠実』をモットーに、スムーズな例会運営を心掛け、会の運営に支障がない
よう一生懸命頑張っていく所存です。
　一年間メンバーの皆様にはお世話になりますが、ご指導及びご協力をお願いいたします。

ライオン・テーマー　L. 山本 裕司

　健康に気を付けて会長他役員の皆様の足手まといにならないよう一生懸命務めさせてもらい、この責を全うし
たいと思います。よろしくご指導ご鞭撻をお願いいたします。

　本年度会計を仰せつかりました、勝又親男でございます。委員長、三献班長、一年理事
の経験はありますが、会員としての経験は小学２年生ぐらいです。会計という大役をこの
年齢で引き受けることになりましたが、これも経験です頑張ります。
　入りを量りて出ずるを制す。財政の心構えであります。会長の方針「生かされていること
に感謝、みんなで咲かせよう奉仕の花」に沿った有効な利用を図っていきたいと思います。
“至誠・勤労・分度・推譲”

会 計　L. 勝又 親男



最終１泊例会
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前会長 L.芹澤 卓司の挨拶 例会風景

前５役の皆さん 懇親会司会 L.勝間田 賢治

前委員長の皆さん 前幹事 L.野村 弘徳ローア

年間例会皆出席の皆さん

令和元年７月17日（水）・18日（木）
於：熱海 後楽園ホテル



最終１泊例会　懇親会
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会長 L.外山 恵市乾杯【We Serve】 川柳グランプリ L.勝亦 英樹

懇親会中締め

懇親会風景

余興　美女と野獣？

令和元年７月17日（水）・18日（木）
於：熱海 後楽園ホテル



第1416回 例会 令和元年７月３日（水）
於：御殿場 名鉄菜館
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新年度スタートです 名誉顧問元ガバナー L.山﨑 勝正幹事報告 L.鎌野 純一

前ZC L.髙村 秀幸

今年度ガバナー L.大石 淸美

御殿場LC 3役

テールツイスター L.佐藤 章 今年度委員長の皆さん

ガバナー公式訪問例会 令和元年８月６日（火）
於：御殿場高原ホテル



献血活動
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令和元年７月12日（金）
於：御殿場市商工会 駐車場

新 会員 紹介

　伝統ある御殿場ライオンズクラブの一員に加えて頂きましたことに、心より感謝申し上
げます。なにぶん勝手がわからず、ご迷惑をお掛けしてしまう事もあろうかと思いますが、
諸先輩の皆様に、ご指導を頂きながら、“奉仕の精神”を養っていきたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

L. 遠藤 直樹 スポンサー　L. 外山 恵市
有限会社 マルエ 代表取締役

　御殿場ライオンズクラブに入会させていただき皆さまとご一緒に活動させていただく事
を大変光栄に思います。諸先輩方にご指導をいただきながらライオンズクラブ活動に携わ
っていきたいです。
　現在、郵便局長として地域の皆さまに「ここに郵便局があってよかった」と言ってもらえる
郵便局づくりを目指して勤めております。これからも「家族・健康・地域活動」の充実に向か
って精進いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

　過日の報道で「IPS細胞を利用した角膜細胞移植」が掲載されていました。
　大阪大学が、7月に京都大学IPS細胞研究所の協力を得て、角膜損傷し、ほぼ失明状態の患者に移植し、
術後の経過も順調で、視力も徐々に回復している様子です。
　現状、角膜提供者不足が慢性化し、移植を希望する患者は全国に2000～3000人超いるが、角膜提供
者は年間800～1000人台で推移しており、移植には3年程かかる状況との記事でした。
　当クラブでも『献眼登録活動の推進』およびご遺族の方に『献眼のお願い』をしておりますが、より一層活
動の推進拡充に努め、より多くの方に光明をお届けできるよう願っています。

L. 勝又 茂樹 スポンサー　L. 鎌野 純一
御殿場富士岡郵便局 局長

三献委員会より 委員長　L . 横山 英樹



逝去年月日 献眼者名 住　　所 今年度献眼者数献眼者数

尊い献眼

人 間最後の尊い奉仕となります献眼を

御殿場ライオンズクラブ会員は

全員が登録済み。
献眼の登録は随時受付しております。

詳しくは、御殿場ライオンズクラブ

御殿場商工会2階・事務局まで
お問い合わせください。
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　　年　月　日
会長　外山 恵市広報発行人
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TEL. 0550-84-0804　FAX. 0550-83-9923
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御殿場ライオンズクラブMC委員会編　　集 Email：info@gotemba-lions.jp

御殿場ライオンズクラブ事務局 334-C地区 3R・3Z

TEL.0550-84-0804

尊い献眼をしていただきました。
ライオンズクラブ一同、
心から謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。
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委員会担当者

今年度 人目1人目711 令和 元年 日11月7 大坂御殿場市様故 永田　利夫

L. 土泉 清司　／　L. 田代 孝男　／　L. 前原 和敏

委員会担当者

今年度 人目2人目712 令和 元年 日1月8 川島田御殿場市様故 土屋　一雄

L. 髙杉 憲市　／　L. 梶本 徹也　／　L. 土屋 幸一

委員会担当者

今年度 人目3人目713 令和 元年 日20月8 東田中御殿場市様故 齋藤　宣惠

L. 髙杉 憲市　／　L. 梶本 徹也　／　L. 土屋 幸一

委員会担当者

今年度 人目4人目714 令和 元年 日10月9 竈御殿場市様故 湯山　  要

L. 池谷 光雄　／　L. 勝亦 英樹
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