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　私たち御殿場ライオンズクラブは、今年度結成60周年を迎えます。
私は、会長として、この節目の時間を多くのメンバーとともに迎えられることを光栄に思い感謝申し上げます。しか
し、反面その職責の重さを痛感せざるを得ません。
　私も入会以来19年目を迎えようとしていますが、この60年間で今年ほどクラブ運営を危惧した年はありません。
まだまだ収束見えぬコロナウイルスの影響によりクラブ運営やメンバー個々の生活・事業活動に多大な影響をも
たらそうとしています。
　しかし御殿場ライオンズクラブは、結成以来60年間幾多の困難に遭遇しても乗り越えて、培われた「We 
Serve」の精神・理念を脈々と受け継いで様々のアクティビティを実践してきました。この先輩ライオンの行動力を
誇りに思います。
　多様化する現代における奉仕のあり方は変貌しつつありますが、創設以来変わらぬメンバーの手から手へぬく
もりの伝わる奉仕の心、素早い行動力・団結力が御殿場の地に、そして人々に着実に浸透していると確信しており
ます。
　今年度の活動は、CN60周年記念事業の一環とし、今年40年目を迎える目の見えない人への明るさを取り戻
す「献眼運動」、また30年目を迎える富士山の砂礫の地に緑を戻す「百年の計　富士山にみどりを返そう運動」等
そして記念事業の成功を目指して推進してまいります。
　結びになりますが、5役の幹事Ｌ．田山直喜、会計Ｌ．池谷光雄、ライオン・テーマＬ．黒﨑一嘉、テール・ツイス
ターＬ．小野盛久そして3R3Z ZC Ｌ．関口章のご指導の下、一致団結して運営していく所存でございます。
　どうかメンバーみなさま、この一年間の活動を通じて会員間のコミュニケーションをより強固にし、御殿場ライ
オンズクラブに在籍して良かったと思う一年にしたいと思います。ご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
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会長方針の挨拶

伝えよう、受け継がれた奉仕の心と力！

CN60周年記念事業の推進
会員増強の推進
会員間のコミュニケーションの
強化の推進
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2.
3.

御殿場LC会長  L. 根上 武久  スローガン

会 長　L. 根上 武久
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新役員の挨拶

　今年度、幹事の大役を拝命致しました　田山直喜です。
　今年はCN60周年という節目の年にあたります。クラブの歴史の重みと、受け継がれて
きた奉仕の精神を、しっかりと胸に刻み、そして、会長スローガン「伝えよう、受け継がれた
奉仕の心と力！」を、具体的に皆様に、お示しすることが出来るようにしっかりと業務に邁
進する所存でございます。
　CN60周年記念事業を成功させるためには、例会運営、委員会活動、そしてアクティビテ

ィと、日々積み上げられる会員同士のコミュニケーションが重要であると考えております。クラブの円滑な運営と会
員間の円滑なコミュニケーションが出来るように、誠心誠意努めてまいります。
　会員皆様には、CN60周年記念大会に向け、お知恵だけでなく、お時間を頂戴することが増えることとなります。
何卒、お力添えをいただき、全員でCN60周年記念大会の成功を味わいたいと思います。
　微力ではございますが、無我夢中の精神で1年間を走り続ける覚悟です。1年間よろしくお願い申し上げます。

幹 事　L. 田山 直喜

　本年度テール・ツイスターを仰せつかりました小野盛久でございます。御殿場ライオン
ズクラブ設立60周年という節目の年にこの大役を仰せつかり身の引き締まる思いです。
　本来であれば７月に2020東京オリンピックが、国内外から多くの観客が集い盛大に開
催されるところでしたが、コロナ渦の中延期され、第二波、第三波の到来が予想される、先
の見えない状態でのライオンズ活動に不安を隠せません。
　そんな中、根上武久会長の掲げる「伝えよう、受け継がれた奉仕の心と力！」というスロ
ーガンのもと、メンバーの皆様から、明るく、楽しく、気持ちよくドネーションして頂けるよう
一生懸命努めさせていただきます。
　メンバーの皆様からの温かいご指導、ご協力を宜しくお願いいたします。

テール・ツイスター　L. 小野 盛久

　本年度、根上武久会長の下ライオン・テーマーの大役を仰せつかりました黒﨑一嘉です。
　諸先輩方から“ライオン・テーマー”のクラブに於ける重要性を、お聞きして武者震いす
るような気持ちではございますが、御殿場ライオンズクラブの名前を汚さぬよう、懇切丁寧
に例会運営を心掛けていきたいと思います。
　幹事Ｌ.田山直喜、会計Ｌ.池谷光雄、テール・ツイスターＬ.小野盛久と共に根上会長を
支えていく所存でございますので、皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

ライオン・テーマー　L. 黒﨑 一嘉

　今年度　会計役を仰せつかりました　池谷光雄です。
　今年度は通常のクラブ活動と共に、特にクラブ創立60周年という節目の年に当り、会計
役を承りますのは一段と身の引き締まる思いです。
　また、社会的にも新しい生活様式への大きな変化が生じております中で、根上会長のス
ローガン“伝えよう、受け継がれた奉仕の心と力！“の下に微力ではございますが諸先輩方
が築き上げられ脈々と受け継がれて来た健全かつ適正な会計を今年度も推進して参りた
いと考えております。
　この一年間、メンバーの皆様のご指導ご協力を頂きますようにどうぞよろしくお願いい
たします。

会 計　L. 池谷 光雄
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　この度、久保田紀之地区ガバナーのもと、3R・3Zのゾーン・チェアパーソンの大役を仰
せつかり、その責任の重大さを改めて痛感しているところでございます。
　2017-18年度にはLCI F・献眼・献腎・献血地区委員を務めさせていただき、キャビネッ
ト構成員ではありませんでしたが、貴重な経験をさせていただきました。
　今年度地区ガバナーのスローガン『“We Serve”の精神で 地域に誇れる感動の奉仕
を！』のもと、5クラブの皆様にガバナー方針を正確にお伝えしご理解いただき、5クラブの
実情・ご意見をガバナー・キャビネットにお伝えし、微力ではございますが精一杯務めさせ
ていただきたいと思っております。
　昨今の新型コロナウイルスの影響により、政治・経済・文化・スポーツなど社会全体の先
行きが不透明となっております。『暗くて長いトンネルの先には必ず出口がある』いずれは
終息するでしょうが、しばらくはこの厳しさ、苦難は続くものと思われます。ライオンズクラブ
活動も自粛を余儀なくされておりますが、奉仕活動を止めるわけにはいきません。
　最後になりましたが、根上会長をはじめ御殿場ライオンズクラブの皆様には特にお世話
になります。1年間、皆様のご指導ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

3R・3Z  ZC　L. 関口　章

　この度はCN60周年実行委員長の大役を仰せつかりました。実行委員の皆様、メンバー
の皆様のご協力を頂きCN60周年を成功裡に実施できます様、一生懸命つとめさせていた
だきます。よろしくお願い申し上げます。
　さて本年1月には準備委員会を発足させ、3回開催し4月には新型コロナ禍の最中でした
が第1回実行委員会を開催することが出来ました。CN60の一番の事業であります記念アク
ティビティは教育関係に貢献できたらときまり、早速、根上会長の後輩でもあります勝亦教
育長へ訪問し、学校側意見をお聞きし、中学校は不登校生徒が増加している為その対策で
癒しができるロボットaiboがどうかとお話をいただき、実行委員会で検討し各中学校へ6
台のaibo寄贈アクティビティが決まりました。また二つ目のアクティビティは駅の乙女口広
場へ木製ベンチ5台を寄贈することが決まり、7月中旬には設置することが出来ました。
　全体的には六つの部会を設置させていただいており、今後は部会ごとの活動に移行しま
す。60年は人にとっても還暦という節目でもあり、御殿場LCも諸先輩方のたゆまぬ努力の
結果がCN60だと思います。
　コロナ禍、自然災害など世の中は大変厳しい状況ではありますが、来年3月28日の
CN60周年記念式典へ向かってメンバー皆様のご協力を心からお願い申し上げます。

CN60周年実行委員長　L. 長島 晃一

3R・3Z  ZC

CN60周年に向けて
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御殿場市へ医療用防護服寄贈 2020年５月８日(金)

新型コロナウィルス感染による問題で、当クラブは
地域医療と市民の生命を守るため、最前線で活動
している医師や看護師などを守る目的で、医療用
防護服250着を御殿場市へ寄贈しました。

コロナ渦による全国的な自粛モードにより、例会や事業も3月より中止や延
期を余儀なくされてきました。最終一泊例会は通常開催となってしまいまし
たが、久々の例会で普段より有意義な時間を過ごせたのではないでしょうか。

市長との懇談防護服寄贈

防護服の目録

第1439回 最終例会
2020年６月17日(水)

L.外山恵市会長挨拶 スポンサーL.坪口榮二
新会員L.小見山茂生

愛と光の奉仕賞［左］　　　ＭＣ賞［右］
献眼・献腎・献血運動推進賞［中］

LCIFキャンペーン
100アワード贈呈の皆様

L.佐藤章テール・ツイスター
公約実現おめでとうございます

L.鎌野純一幹事　ローア

3月誕生ライオンの皆様 4月誕生ライオンの皆様 5月誕生ライオンの皆様 6月誕生ライオンの皆様
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五役退任挨拶　一年を振り返って

会 長　L. 外山 恵市
　過ぎてみれば一年は早いものでした｡緊張感で迎えた7月例会をスタート､2月までは予
定通り各事業をすすめることができました｡
　2月後半から新型コロナウィルスの影響を受け､3月からは過去に前例がない例会を中
止せざる状況になり､書面にての報告例会が続いてしまいメンバー皆様と一同に会する事
ができなく､情報交換もできず非常に淋しい毎日となり大変残念でした｡
　然しながら､このような状況下ではございましたが5月に入り､ライオンズクラブのモットー

｢我々は奉仕する､We Serve｣の精神のもと御殿場市を通じて新型コロナウィルスと最前線で戦っている医療関係
者に対しまして医療防護服の寄贈というアクティビティーができました｡これも偏にメンバー各位のご理解があった
からだと改めて感謝申し上げます｡ありがとうございました｡
　何れにしましても､これからはコロナウィルスと共存して行く中でライオンズクラブ活動も今までとは違った形で
運営されていくように思われます｡次年度はCN60も予定されておる中で試行錯誤しながらのクラブ運営になろう
かと思いますが､根上新会長の元､一致団結して御殿場ライオンズクラブを盛り立てて行きましょう｡
　結びになりますがこうしてすべてのメンバーの皆様のご協力をいただき､無事事業ができましたことに感謝申し
上げ御礼とさせていただきます｡

幹 事　L. 鎌野 純一
　残暑の候、クラブメンバーの皆様に於かれましては益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。
　さて、昨年度のライオンズ活動を振り返り、昨年7月に幹事を拝命し外山会長のスローガ
ン「生かされることに感謝、みんなで咲かせよう奉仕の花」を念頭に取り組んで参りましたが、
2月までは皆様のご協力を頂き計画通りの事業実施となりましたが、3月からの新型コロナ
ウィルス感染拡大防止に伴う人と人との接触自粛政策により、当クラブ事業計画も大幅な
変更縮小という状況となりました。その期間に於きましても、5役・理事会・諸先輩方からの

アドバイスも参考に対応策を検討するも打開には至らず6月を迎え、何としてもと6月17日には最終例会を開催す
ることに至りました。
　一泊例会を予定しておりましたが、日帰りの例会となりメンバーの皆様に十分な御礼をすることも出来ず心苦し
く思っております。
　今年度はCN60周年という一大事業も控えております。皆様のご協力で是非とも成功裡に終わります様ご協力の
程宜しくお願い申し上げます。1年間ご指導ご協力ありがとうございました｡

「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

御殿場LC会長  L.外山 恵市  スローガン

五役の皆様、お疲れ様でした
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五役退任挨拶　一年を振り返って

ライオン・テーマー　L. 山本 裕司

　去年4月に難病である重症筋無力症と診断され1人で運転もできず、ずるずると日々だけ
が過ぎ、7月が近づくに連れこの状態でテーマーの役が務まるのかと悩みまた迷惑を掛け
る事は分かっていましたのでテーマーを辞退したいと思っていました。五役の皆様が協力
するから頑張ってやりなさいと激励され、第1回目のスタートをむかえました。
　式次第もよく見えず壇上もはっきりしない中で、第一声「開始1分前です。ご着席くださ

い。」をふるえる声で話した事がはっきり思い出します。12月になり少しずつではあるが、運転出来る様になり、例会
進行も少し落ち着きを取り戻し、何とかできる様になりました。
　3月になると新型コロナウィルスが流行し、感染拡大防止のため例会を開催できず事前にローアやメンバース
ピーチを依頼したメンバーの皆様には発表の場を提供できずに大変ご迷惑をお掛けしましたこと申し訳なく思っ
ています。
　最終例会が3か月半ぶりに開催でき長時間の例会でしたが、終了する事ができ大変うれしくホッとしました。
　この1年間私を支えてくれた5役の皆様、またテーマー補のお二人には特に感謝申し上げます。メンバーの皆様
にはたくさんのご協力をいただきありがとうございました。
　波乱万丈な1年でしたが、無事テーマーの役目を終える事ができました。ありがとうございました。

テール・ツイスター　L. 佐藤　章
　一年間ライオンズメンバーの皆様ありがとうございました。おかげさまで、目標を達成で
きました。又、外山会長をはじめ、役員の皆様そして、テール・ツイスターとして文句も言わ
ず共に、担当してくれた、L.小野盛久 L.天野栄太郎 お世話になりました。ありがとうござい
ます。

会 計　L. 勝又 親男

　本年度の会計は、コロナウイルスの影響で、収入については献眼者の減、事業の減によ
る減収がありましたが、ファインドネーションがコロナ禍の中予算をオーバーし、雑収入の
増など当初予算とは大きな減収とはなりませんでした。
　支出については当初予定された事業が執行できない状況もありましたが、御殿場市に防
護服を250着寄贈するなどその時の状況により予定された事業費を流用させていただき

ました。また、次年度会費についても決定させていただきました。
　この1年間、会長、幹事を始め会員の皆様には大変なご協力、アドバイス等をいただき誠にありがとうございまし
た。入会してまだ日が浅い中、大役を受け当初は不安が先行しました。しかし事務局鈴木さんの的確な処理により
無事に役を終えることができました。本当に感謝する次第であります。　　　
　三役としての経験を積ませていただきましたが、ライオンズのことが完全ではありませんが勉強できました。特別
な1年でありましたがよい経験となりました。
　これからも一会員として協力させていただきます｡
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委員会担当者

今年度 人目1 人目727 令和 2年 日25月7 板妻御殿場市様故 長田　順子

L. 関　豊　／　L. 天野 栄太郎　／　L. 勝又 義文　／　L. 神野 義孝

委員会担当者

今年度 人目2 人目728 令和 2年 日25月7 北久原御殿場市様故 関　　元男

L. 関　豊　／　L. 天野 栄太郎　／　L. 勝又 義文　／　L. 神野 義孝

1982020

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。




