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セカンドセンチュリー
　　　　組織と奉仕に魂を！

　の精神で
地域に誇れる感動の奉仕を！
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伝えよう、
受け継がれた奉仕の心と力！

御殿場LC会長  L.根上 武久  スローガン
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01 ミニ情報

第1446回10月 第一例会 2020年10月７日（水）
於：御殿場高原ホテル

第一副会長 L.勝亦 政文　先導／ZC L.関口　章　入場 L.根上武久　会長挨拶

10月誕生ライオンの皆様 ZC　L.関口　章　挨拶

L.田山 直喜　幹事報告 テールツイスター　L.小野 盛久

委員会報告　L.南雲 浩之 ローア　L.佐藤　章
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2020年10月７日（水）
於：黒﨑圃場・根上圃場ライオンズ奉仕デー

環境保全委員会の皆様

根上圃場での作業

黒﨑圃場での作業

2020年10月11日（日）
於：サン・ベネフィット㈲駐車場

2020年10月７日（水）
於：御殿場高原ホテル横駐車場

YCE・社会福祉委員の皆様

休日での作業お疲れさまでした ゾーン内寄贈品収集

クラブ内寄贈品収集

10月11日（日）「334-C地区76クラブ統一奉仕の日」のアクティビティとし保存食品等の収集活動を行いました。
当クラブでもメンバー皆様からご協力を頂き、多くの寄贈品を集めることが出来ました。集まった寄贈品は5クラ
ブ分を合わせ無事フードバンクふじのくに様へお渡しいたしました。皆様ご協力ありがとうございました。

フードドライブ・334-C地区76クラブ統一奉仕の日

02 ミニ情報

今年は富士山に苗木の採取に行けない状態でもあり、
今後を見据えて「親木」を圃場で育てる事としました。
昨年からＬ．黒﨑のハウスで育成した苗木を、環境保
全委員会のメンバーで黒﨑圃場に10本、根上圃場に
5本植えました。成長して「親木」となり、採取できるま
で数年は掛かりますが、委員会で管理して育てていき
ます。　　　　　　環境保全委員長　L.松岡 健二

YCE・社会福祉委員長　L.南雲 浩之



三献委員会の皆様 献  眼  顕  彰  碑

来賓の皆様 参列されたメンバー

L.根上 武久会長　挨拶 厚生労働大臣感謝状伝達式

遺族挨拶　L.勝間田一博
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厚生労働大臣感謝状伝達式
　　　　　　　　　及び名簿奉安式

2020年10月21日（水）
於：御殿場市中央公園

10月21日(水)御殿場市中央公園にて、前年度の献眼
者に対する献眼者名簿奉安式及び厚生労働大臣より
の感謝状伝達式を行いました。献眼者16名のうちご
遺族のご出席は5名様で勝又正美副市長より感謝状
を伝達しました。公益法人静岡県アイバンク常務理事
の渡邊康一様よりご挨拶をいただき、ご遺族を代表し
てクラブメンバーの勝間田一博様よりご挨拶をいただ
きました。当日ご欠席のご遺族の方には三献メンバー
より感謝状等をお届けしました。クラブの出席者は理
事、三献委員会、MC委員会で合計40名でした。

三献委員会より 三献委員長　L . 山本 裕司
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04 ミニ情報

第1447回10月 第二例会 2020年10月21日（水）
於：御殿場高原ホテル

L.根上 武久会長　挨拶

委員会報告　L.山本 裕司

モナーク・シェブロン及び
25年在籍者エンブレム贈呈

委員会報告　L.鎌野 純一

ご子息結婚祝贈呈　L.勝又 充夫

ローア　L.長島 晃一

第1448回11月 第一例会 2020年11月４日（水）
於：御殿場高原ホテル

L.根上 武久会長　挨拶

サイクリング部長　L.勝又 明彦

11月誕生ライオンの皆様

出席率の報告　L.鈴木 克行

メンバースピーチ　L.芹沢 年洋

ローア　L.三輪　卓
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この度、L.根上武久様をスポンサーとして入会させて頂きました「永井誠一」と申します。
伝統ある御殿場ライオンズクラブの一員として、皆様とご一緒に活動させて頂きますことに
心より感謝申しあげます。この2月より御殿場市議会議員として、少しでも御殿場市民の皆
様のお役に立てますようにと、日々活動をしている所でございます。ライオンズクラブにおき
ましても、諸先輩の皆様にご指導を頂きながら、「奉仕の精神」を養い実践していきたいと
考えております。今後ともよろしくお願い致します。

L. 永井 誠一 スポンサー　L. 根上 武久

新 会員 紹介

祖父の勝又春一が、御殿場ライオンズクラブの初代会長という縁で、入会のお声がけを頂戴してい
ましたが、社長に就任して未だ３年と日も浅く、また、単身赴任者という事で一歩踏み出せない状況
が続いておりました。しかしながらこの度、60周年の節目の年にL.根上武久様から背中を押して頂き
まして入会のご承認を頂戴いたしました。祖父は常 「々人は良かれ、我は良かれ」と自分本位になら
ず、他人に尽くす事が自分の幸福に繋がると一種の「奉仕の精神」を説いておりました。今となっては、
「奉仕の精神」が根本にあってライオンズクラブ設立に至ったのか？ライオンズクラブの活動を通し
て「奉仕の精神」を説くようになったのか？知ることはできませんが、奉仕活動を通して祖父の精神を
少しでも受け継ぎ、精進する所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

L. 勝又 惠一郎 スポンサー　L. 根上 武久

第1449回10月 100%ナイト例会 2020年11月18日（水）
於：御殿場高原ホテル

L.根上 武久会長　挨拶

メンバーからの質問　L.永井 誠一

ゲストスピーチ
子供食堂　てとてと広場
広報　菅沼 香代様

LCIFコーディネーター　L.外山 恵市

ゲストスピーチ
 ㈳生活福祉環境相談センター
代表理事　矢地 信行様

ローア　L.服部 貢己
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御殿場LC忘年ゴルフ大会 2020年12月３日（木）
於：富士小山ゴルフクラブ
懇親会：つぼぐち本店

優　勝：L．三輪　卓
準優勝：L．黒﨑 一嘉
３　位：L．勝又　薫

L．三輪　卓
L．勝又 明彦

L．杉山 忠親
L．小野 盛久個人 団体

優勝

12月3日富士小山ゴルフクラブにて、参加者35名で忘年ゴルフコンペが開催されました。

スタート前の集合風景 優 勝　L.三輪　卓

準優勝　L.黒﨑 一嘉 第３位　L.勝又　薫

第10位　L.勝俣 幸雄 第30位　L.渡邊　功

富士小山ゴルフクラブ賞　L.鎌野　忠 ゴルフ部役員の皆様設営お疲れさまでした

06 ミニ情報



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

　　年　月　日
会長　L. 根上 武久広報発行人

発  行  日 静岡県御殿場市萩原515　商工会館内
TEL. 0550-84-0804　FAX. 0550-83-9923

〒412-0042

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

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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例会出席報告

委員会担当者

今年度 人目4 人目730 令和 2年 日23月10 中畑御殿場市様故 諸橋　秀雄

L. 勝又 博司　／　L. 塩川 講吉

委員会担当者

今年度 人目5 人目731 令和 2年 日13月11 竈御殿場市様故 井上　直𠮷

L. 関　　豊　／　L. 天野栄太郎

16122020

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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