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国際会長テーマ

www.gotemba-lions.jp

ミニ
情報

将来を見据え
　　　　奉仕と変革の能動者となろう
愛と和の心の奉仕で、
　　  夢と希望に満ちた未来を拓こう！

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

奉仕の力で
明るい社会と輝く未来を！

御殿場LC会長  L.勝亦 政文  スローガン

No.

月号

575
20226

ライオンズクラブ国際協会
334-C地区第68回年次大会

2022年4月24日（日）静岡市グランシップ・中ホール
【御殿場LC 年次表彰受賞項目】
●MC賞：MCレポート集計得点1番の実績を評価
●献眼・献腎・献血運動推進賞：献眼者28名 地区内1番の実績
●環境保全推進賞：
　継続事業「100年の計　富士山に緑を返そう」運動を評価
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第1474回12月 第一例会 2021年12月１日（水）
於：御殿場高原ホテル

L.勝亦 政文会長　挨拶

薬物乱用防止教育認定講師
認定証 交付　L.土屋 雅人

12月誕生ライオンの皆さま

ZC例会訪問　L.井出 輝夫（清水町ＬＣ所属） メンバースピーチ　L.関　豊

ローア　L.杉山 弘人

L.勝亦 政文会長　挨拶

みんなで　じゃんけん サイクリング部活動報告　L.土屋 建城

クラブ会長賞・幹事賞ピン　贈呈 メンバースピーチ　L.矢後 芳博

ローア　L.勝又 親男

第1475回12月 第二例会 2021年12月15日（水）
於：御殿場高原ホテル
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3Z5クラブ合同新年例会 2022年１月12日（水）
於：御殿場高原ホテル

第1477回1月 第二例会 2022年１月19日（水）
於：御殿場高原ホテル

L.勝亦 政文会長　挨拶

幹事報告 テールツイスター登場

年男　L.勝又 博司　L.勝又 大介 年男の皆さま

事務局員へ感謝の心

L.勝亦 政文会長　挨拶

１月誕生ライオンの皆さま テールツイスターの皆さま

中間決算報告　L.横山 英樹 年男　L.坪口 榮二　L.太田　勲

ローア　L.勝又 大介
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入会式

３月誕生ライオンの皆さま ４月誕生ライオンの皆さま

新会員　誓いの言葉 2月誕生ライオンの皆さま

ローア　L.外山 恵市

L.勝亦 政文会長　挨拶

メンバースピーチ　L.庄司 政史 しょうゆ博士登場

ヘアドネーション提供者へ記念品贈呈 次期委員長・副委員長の発表

ローア　L.南雲 浩之

第1483回 4月 第二例会 2022年４月20日（水）
於：御殿場高原ホテル

第1482回 4月 第一例会 2022年４月６日（水）
於：御殿場高原ホテル
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第1485回 5月 第二例会

第1484回 5月 第一例会

2022年５月18日（水）
於：御殿場高原ホテル

L.勝亦 政文会長　挨拶

例会風景 ５月誕生ライオンの皆さま

メンバースピーチ　L.勝又 博司 メンバースピーチ　L.勝又 充夫

ローア　L.勝又 茂樹

フードドライブ贈呈式

メンバースピーチ　L.益山 嘉寛 最終例会について　L.松岡 健二

目録の贈呈 プロジェクターを使ってご説明

ローア　L.野村 弘徳

2022年５月11日（水）
於：御殿場高原ホテル
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厚生労働大臣感謝状伝達式 及び
献眼者名簿奉安式

2021年11月４日（木）　
於：御殿場中央公園

ご遺族代表　挨拶 三献委員会の皆さま

会場準備 献眼顕彰碑

L.勝亦 政文会長　挨拶 静岡県アイバンク 常務理事　渡邊 康一様　挨拶

ご遺族の皆さま 厚生労働大臣感謝状伝達式
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　この度、Ｌ.外山恵市にスポンサーになっていただき入会させていただきました。本来は、2
月に入会させていただく予定となっておりましたが、まん延防止等重点措置の期間と重なり入
会式が開催されず、4月に晴れて入会させていただける運びとなりました。その間の2月に、会
員でありました父：立道幸男が他界したこともあり、入会前から、御殿場ライオンズクラブの
皆様には大変お世話になりました。
　「奉仕の心」を念頭に置き、父の名に恥じぬよう努めてまいりたいと思いますので、これか
らもどうぞよろしくお願い申し上げます。

L. 立道 浩幸 スポンサー　L. 外山 恵市

新 会員 紹介

　この度、L.根上武久にスポンサーになっていだたき、伝統ある御殿場ライオンズクラブの一
員に入会させて頂きました「八十島 正起」と申します。心温まる入会式を行って頂き心より感
謝申し上げます。　
　仕事は「社会医療法人 青虎会（フジ虎ノ門病院グループ）」の展開する介護施設「菜の花
の丘（小山町）」に勤務しております。まだまだ人生経験が浅く、どのような貢献ができるか自
信がありませんが、諸先輩方にご指導を受け賜わりながら、「WE SERVE」の精神を持って、
活動に参加させて頂きたいと思います。御殿場ライオンズクラブの社会貢献活動を通じて、私
自身の成長にも繋がるよう精進したいと思います。何卒、宜しくお願い致します。

L. 八十島 正起 スポンサー　L. 根上 武久

一人暮らし高齢者ふれあい会食会 2021年12月９日（木）
於：御殿場市民交流センターふじざくら

プレゼント品とケーキ三役サンタクロース

直接取りに来てくれた方に YCE社会福祉委員会の皆さま
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　　年　月　日
会長　L.勝亦 政文広報発行人

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

月　　日 金　　額例会数

例会の奉仕 ファイン・ドネーション

総会
員数

終身
会員

優待
会員

不在
会員

公務
病欠

届出
欠席

無届
欠席正会員 出席者 出席率例会数

回

回

回

回

例会出席報告

月　　日 金　　額例会数

回

回

円

円

月

月

日

日

回

回

円

円

月

月

日

日

15 62022

1482
1483

4
4

6
20

277,000
74,285

1484
1485

5
5

11
18

66,660
116,350

1482
1483
1484
1485

91
91
91
91

91
91
91
91

4
4
4
4

0
0
0
0

3
3
3
3

1
1
4
2

13
25
22
20

78
66
69
71

92.9 %
78.6 %
82.1 %
84.5 %

0
0
0
0
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御殿場LC忘年ゴルフコンペ・最終ゴルフコンペ

個人
優　勝　L．渡邊　功
準優勝　L．勝又　親男
第３位　L．石川　昭

2021年12月2日（木）富士小山ゴルフクラ
ブにて忘年コンペが開催されました。
参加者34名。成績は以下の通りです。

個人
優　勝　L．勝又　大介
準優勝　L．勝亦　政文
第３位　L．天野栄太郎

2022年5月12日（木）太平洋クラブ御殿場
ＷＥＳＴにて最終コンペが開催されました。
参加者19名。成績は以下の通りです。


