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「We Serve」心を合わせ多様な奉仕
愛と光の身近な奉仕
ライオンズスピリットで未来を築こう

334複合地区
アクティビティスローガン

334-C地区
ガバナースローガン

あした

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
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01 ミニ情報

5クラブ合同新年例会 令和２年１月８日（水）
於：THE GOTEMBAKAN
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02 03 ミニ情報

第1429回 例会 令和２年１月2 2日（水）
於：名鉄菜館

第1430回 例会 令和２年２月５日（水）
於：HOTEL CLAD
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第1431回 例会 令和２年２月1 9日（水）
於：名鉄菜館
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05 ミニ情報

サイクリング部

幾度かの休憩を取りつつ湖の南東端から横利根川沿
いを走り、今日の宿佐原に向かいます。この道から左
には鹿島コンビナートの煙突群が望まれます。本日の
走行距離61Kmでした。
ホテルルートインは新築できれい、夕食は飲んで食べ
て一人3,000円“グッドディナー”に感激！
翌日は昼前から南風との天気予報に、皆安堵して湖畔
のサイクリング道路を快走します。霞ヶ浦の周囲は当
然平坦ですから、久し振りのサイクリングメンバーもロ
ングライドに大した疲労も見せず、昼食は“うなぎ”が
食べたいと言いつつ、“うなぎ”のある食堂に行きつき
ました。
“うなぎ”の活力で残り30Km、土浦を目指します。昨日
に続き快晴の空のもと、対岸には昨日走破した道路
が、上空には成田に向かう大型の旅客機が数分毎に
行きかいます。
スタート・ゴール地点の霞ヶ浦総合公園手前には「陸
自.土浦駐屯地」があり、予科練平和記念館が隣接して
おり、中には予科練記念館（雄翔館）があります。
今回は建物を見て、見学は改めて来ることにしました。
霞ヶ浦の水の色は昨日の強風と水深が浅い為か、田
園の代掻きをした水田の様な状態でした。ただその湖
面には無数の水鳥が浮き、鳥の知識の無い者にもそ
の種類の多さと長閑さに旅を感じさせてくれ、心が和
むものです。本日の走行60Kmでした。
御殿場から土浦までの往復は名ドライバーの運転で
皆リラックス、楽々カーサイクリングに感謝です。

日本にある湖で一番大きいのは『琵琶湖』（面積
669.26K㎡・周囲長241Km）、二番目は茨城県にあ
る『霞ヶ浦』です。
2年前の秋「琵琶湖サイクリング」を成功させて、次は
どこだ“そうだ霞ヶ浦を走ってみよう”『霞ヶ浦』（面積
220K㎡・周囲長249.5Km・最大水深7.1ｍ）とにかく
広い・・・。周囲長は琵琶湖より長い。（ちなみに御殿場
市の面積は194K㎡で地形も霞ヶ浦に似ています）
西高東低の冬型気候では筑波山(877ｍ)からの筑波
颪が強い北西の風となって吹きます。湖の周囲は堤防
で、干拓地が多く守られその堤防の上はサイクリング
道路として管理されており、周辺の町おこしの目玉と
なっています。
干拓地の農地は水田とレンコン水田が多く、この３月
はレンコン収穫作業が見受けられます。

L.土屋 建城

3月11日(水)は前日の低気圧が東海上に去り、早朝よ
り快晴となりましたが冬型の気圧配置のため、北西の
風(筑波颪)が７～10ｍ位吹き、アゲインストにならな
いコース取りのために、土浦発湖の西北湖岸から時計
回りで走りました。
霞ヶ浦のサイクリング道路は、地元の車両がたまに
走ってきますが、幅員は５ｍ位で両サイドには矢印
（自転車マーク）があり、自転車走行のための自転車
専用道路といえる道路です。
御殿場市内にも平坦で車両通行の少ない自転車道が
あったなら事故の心配もなく快適にサイクリング出来
るのだけれど、現実はなかなか困難です。今は昔から
の農道・生活道路を走るのが安全への方策だと思い、
市内にサイクリングルートを作っています。
我々一行は筑波颪強風の霞ヶ浦大橋を渡り、北浦を
カットして湖岸を南下し、昼食は“ばんどう太郎”という
レストランで味量最高のエネルギー補充です。（テー
ブルの上の求人カード、アルバイト時給850円の募集
が茨城県なのだと驚き）

サイクリング部は初心者でも走破可能コースを
設定して、メンバーの参加を待っています。
新しい発見をしませんか？



御殿場LC新会員セミナー 令和２年２月７日（金）
於：つぼぐち本店
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2020年2月7日、つぼぐち本店にて、会長外山ライオン含む5役、第1、第2副会長GLT・GMT委員会、MC委
員会と新会員のスポンサー及び新会員L.遠藤直樹、L.勝又茂樹、L.大窪民主、L.神野義孝の出席で新会員
セミナーを行いました。

等を行い、新会員の皆様の真剣な態度で聞きいる姿を見て、御殿場ライオンズクラブの益々の発展を感じま
した。新会員の皆様の今後10年20年の活躍を期待したいと思います。
　皆様も、新会員を暖かく見守っていただき、1日も早く各委員会の有力メンバーとして育てていって下さい。
　新会員の皆様もあまり気負わずに楽な気持ちで、気になる事や行事の仕方などは先輩に教えていただき、
楽しいライオンズライフを送って下さい。

新会員セミナー報告 GLT・GMT委員長　L . 山本 保男

　会長挨拶の後、GLT・GMT委員会で
①ライオンズクラブの概要　L.小野田良夫
②御殿場ライオンズクラブの歩み　L.矢後芳博
③御殿場ライオンズクラブの内規説明　L.山本保男
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新 会員 紹介

　地域の方に声をかけていただいた事が入会のきっかけでした。５年くらい前に、ふれあ

い広場における献眼運動に登録したことがありましたが、入会は遠い世界の事と思ってお

りました。心温まる入会式を行っていただきありがとうございました。

　現在、新型コロナウイルスの感染が県内外で拡大しております。そのような中、ライオン

ズクラブが、市に250着の防護服を寄贈致しました。医療物資の確保により医療現場の感

染を防ぐことができます。今、最も求められている救援活動です。

　「われわれは奉仕する」がライオンズクラブのモットーです。人の心を引出し物の命を大

切にしていきたいと思います。様々な職業の方がおられますが、一つのモットーに向かって

親睦を深め活動していきたいと思います。よろしくお願い致します。

昨年12月、入会をご承認いただきました大窪民主(おおくぼみもと)と申します。どうぞよろ

しくお願い致します。

　出身地は大分県竹田市、昭和22年１月生まれ、趣味はゴルフ・カメラ・家庭菜園等です。

　陸上自衛隊で約36年間勤務、定年後約５年間富士通特機株式会社にお世話になり、そ

の後、小山町にある特養老人ホーム「徳風園」で５年間朝夕の送迎、その間、東日本大震災

では宮城県気仙沼市へ災害ボランティアとして10日間ほど参加し、気仙沼市の名誉市民

になっています。

小山町の水害では小山・中島・柳島・湯船・上野・須走等へも参加しました。

その他のボランティアとしては御殿場小学校こども見守り隊・御殿場市ボランティア連絡協

議会の一員として各種ボランティアに参加しています。

その他の加盟団体は隊友会御殿場支部・静岡県防衛協会・静岡県災害ボランティアコー

デネータ・運転ボランティア「たんぽぽ」・交通安全協会御殿場支部・御殿場小山家族会等

に所属しています。

　今後も生まれてこの方、何十万何百万人の方々にお世話になったと思いますので少しで

も恩返しできるようボランティア活動をしていきたいと考えています。

　皆様のご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

L. 神野 義孝 スポンサー　L. 鎌野 純一

L. 大窪 民主 スポンサー　L. 芹沢 修治
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委員会担当者

今年度 人目10人目720 令和 2 年 日14月1 新橋御殿場市様故 中川　　守

L. 池谷 光雄　／　L. 芹澤 修治

委員会担当者

今年度 人目11人目721 令和 2 年 日20月1 川島田御殿場市様故 島津　宗祮

L. 池谷 光雄　／　L. 芹澤 修治　／　L. 勝亦 英樹

委員会担当者

今年度 人目12人目722 令和 2 年 日2月2 川島田御殿場市様故 橋本　道二

L. 勝間田邦英　／　L. 勝又 明彦　／　L. 杉山 啓二

委員会担当者

今年度 人目13人目723 令和 2 年 日22月2 新橋御殿場市様故 長谷川 朝子

L. 勝間田邦英　／　L. 勝又 英博　／　L. 杉山 啓二

委員会担当者

今年度 人目14人目724 令和 2 年 日23月2 深沢御殿場市様故 福島　正昭

L. 勝間田邦英　／　L. 勝又 英博　／　L. 杉山 啓二

委員会担当者

今年度 人目15人目725 令和 2 年 日9月3 萩原御殿場市様故 野木　武夫

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16人目726 令和 2 年 日6月4 萩原御殿場市様故 勝亦　央

L. 髙杉 憲市　／　L. 土屋 幸一　／　L. 細谷 淑久
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