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　本年度、伝統と活力ある御殿場ライオンズクラブの会長を務めさせていただきます。

新型コロナウィルス感染症は、今年度も猛威を振るいライオンズの活動にも大きな制約となりました。
コロナ禍での活動は、当たり前の生活を改めて見直す機会となりました。

ライオンズクラブの紋章は「過去と未来」を見つめています。ライオンズの紋章のように来した方を振
り返り、これまでの成果を喜び仲間との関係を深め、お互いから学びあい新たなゴールと新しい奉仕
の方法を、確認する年度になると考えています。

これからもさらに仲間を増やし、楽しみながらWe Serveを推進していきましょう。
五役と共にワンチーム、一丸となってクラブ運営に精進してまいります。
メンバー皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

会長方針の挨拶

伝統をつなぎ 新しい風で
”We Serve”

2022～2023年度 会長スローガン

会 長　L.勝又 明彦
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新役員の挨拶

今年度、幹事の大役を拝命いたしました黒﨑一嘉です。
私たち5役の願いは、例会やメークアップ、委員会活動を含む飲にケーションなど普通に
ライオンズ活動ができることです。
普通に物事ができる喜びがこれほどまで素晴らしい事は、世界中の誰もが知る事となり
ました。まだまだ気の抜けない世の中ですが、メンバー皆さまのお力をお借りして頑張り
たいと思います。
会長方針にもあります『伝統をつなぎ 新しい風で ”We Serve”』の言葉を胸に刻み伝統
を守りながらも新しい活動やアクテイビティを5役で考えて行きたいと思います。会計Ｌ.
髙杉憲市、ライオンテーマＬ.杉山忠親、テールツイスターＬ.勝間田賢治共に、会長Ｌ.勝
又明彦を支え、5役で一丸となって邁進する所存でございます。
微力ではございますが、精一杯頑張りますので１年間、皆様からのご指導、ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。

幹 事　L.黒﨑  一嘉

本年度テールツイスターを担当致します勝間田賢治でございます。
ライオンズクラブに入会して約７年が宣ち諸先輩方から勉強させて頂きました。「奉仕の
心・we serve」を常に考え行動したいと思います。
今年度は、地域社会やメンバーの皆様方に貢献出来るよう、精一杯務めさせて頂きます。
心のこもったテールツイスターであります様、努力いたしますので今後ともよろしくお願
いいたします。

テール・ツイスター　L.勝間田 賢治

本年度、Ｌ.勝又明彦会長の下ライオン・テーマーの大役を仰せつかりました杉山忠親です。
諸先輩方から”ライオン・テーマー”のクラブにおける重要性をお聞きし身の引き締まる思
いです。
その様な中、自分なりに御殿場ライオンズクラブの名前を汚さぬよう真剣に例会運営に臨
んでいきます。
五役の一員としてＬ.勝又明彦会長を支えていく所存でございますので、会員皆様方のご
指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。

ライオン・テーマー　L.杉山 忠親

今年度、会計を仰せつかりました髙杉憲市です。
2016年～2017年にはライオン・テーマーを仰せつかりその中で、例会運営や例会時間の
厳しさを学びました。5年が経ち今年度は会計という大役を仰せつかる事になり、身の引
き締まる思いで一杯です。皆さんの大切な会費をクラブ運営に使用させて頂くことは、大
変重要な役目だと思っています。
又、クラブ運営には欠かせない財務である事を忘れずに、Ｌ.勝又明彦会長を支え、クラブ
活動が楽しく進められるよう、微力ではございますが精一杯努力し、適正な会計に努め
て参る所存です。
会員皆様からのご指導ご協力のほど宜しくお願いいたします。

会 計　L.髙杉 憲市
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「百年の計 富士山に緑を返そう運動」2022年６月１日（水）於：富士山新五合目富士山例会

メンバー72名、西中学校生徒113名他、総勢214名で富士山例会を行いました。
好天に恵まれ皆さまのご協力の下、無事に植栽活動ができました。

今年度の予定は未定ですが、富士山で作業後の美味しい豚汁がいただけたらと思います。
環境保全委員会の皆さま、担当理事をはじめメンバーの皆さまご協力ありがとうございました。

参加者の前で挨拶　会長 L.勝亦 政文 真剣な眼差しで聞くメンバーの皆さま

感染対策もバッチリ バッコヤナギ植樹風景

しっかり作業してるか　お目付役の L.芹沢 邦夫 ちゃんとやってますョ　L.長嶋 晃一

カメラ目線が決まってます　L.関　豊 お腹が減って立てません　L.勝又　薫



No.576 御殿場ライオンズクラブ　05

06 04 ミニ情報03

献血運動

会長挨拶 準備風景 受付

三献委員会の皆さま

C班のメンバー D班のメンバー

A班のメンバー B班のメンバー

三役と三献委員長

2022年７月１日（金）
於：商工会駐車場

新年度事業最初のアクティビティ「献血&献眼登録」を７月１日（金）
御殿場市商工会駐車場に於いて商工会様と共同開催にて行われました。
三献委員会全員の出席をいただき気温30℃？暑さにもめげず精力的に活動
献血者48名、献眼登録者は17名と成果をあげることができました。

大変暑い中、激励にきていただきました会長L.勝又明彦、幹事L.黒﨑一嘉、そして前会長L.勝亦政文
お気遣い大変ありがとうございました。また暑い中での赤いブルゾン着用の活動は体力が消耗します。
できればライオンズユニフォームでポロシャツを作成したらいかがですかの提案に早速、賛同して
いただいた三役の皆さまありがとうございました。クラブメンバーへの配布楽しみにしています。

前年度 献眼者宅へ新盆の供花 2022年７月23日（土）

前年度献眼者宅21名様の新盆の供花を5班に分かれ訪問
会長L.勝又明彦、幹事L.黒﨑一嘉、会計L.髙杉憲市の三役のご協力大変ありがとうございました。
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2022年７月６日（水）　
於：名 鉄 菜 館

会長挨拶　L.勝又 明彦 会計挨拶　L.髙杉 憲市幹事挨拶　L.黒﨑 一嘉

初めてのテーマー 少し緊張ぎみ
L.杉山 忠親

テール ツイスター
L.勝間田 賢治/L.杉山 弘人/L.勝又 茂樹

誓いの言葉　L.勝又 大介

第1488回7月 第一例会

2022年７月20日（水）　
於：名 鉄 菜 館

上半期会費納入　会計 L.髙杉 憲市 例会風景久々の名鉄菜館でにこやか L.勝俣 幸雄

新会員入会式 ローア　L.勝又　薫新会員　誓いの言葉

第1489回7月 第二例会
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　この度、L.黒﨑一嘉よりご推薦頂き令和４年７月より御殿場ライオンズクラブへ入会させて
いただきました勝又茂生と申します。仕事は、小売業を営んでおり、緑茶の製造・販売を行っ
ております。地元森之腰区では数年前から防災リーダーとして活動しております。趣味は読書
(例)現代農業、各週間コミック誌等、20代後半から某経営者の団体に所属しており、正式な
奉仕活動とはやや無縁でした、これからは微力ではありますが可能な限り活動に協力してい
く所存でありますので、諸先輩方には、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

L. 勝又 茂生 スポンサー　L. 黒﨑 一嘉

新 会員 紹介

　私米原誠は、原里小学校近くの『クリーニングのオリーブ』を営んでおります。お気に入
りの洋服を長く着ていただくことでお客様の魅力を引き出すお手伝いが出来ればと日々
励んでおります。御殿場のお客様には開店から12年間、たくさんご利用いただき誠に感謝
しております。ライオンズクラブ入会にあたり先輩達から『自分磨きの場』とアドバイスい
ただきこの度入会を決意致しました。先輩会員の皆様のご指導いただきながら内面の自
分を成長させていただ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. 米原　誠 スポンサー　L. 勝亦 政文
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2022年８月３日（水）　
於：名 鉄 菜 館

ライオンズの誓い LCIF100アワード贈呈 久々の名鉄菜館での食事

ゲストスピーチ
御殿場市長 勝又正美 様

ローア　L.横山 英樹テール ツイスター
今月もがんばっている３人組

８月誕生ライオン

第1490回 8月 第一例会

　この度、御殿場LCに入会しました勝間田賢一と申します。今回、父であるL.勝間田一
博が優待会員に変更するのに伴い、入れ替わりで正式会員として迎え入れていただきま
した。御尽力くださったスポンサーのL.根上武久を始め、多くの先輩ライオンの皆様に
感謝を申し上げます。私も本年度会長L.勝又明彦ほか三役の皆様、理事や委員長のもと
で“We Serve”を実践し、御殿場LCの一員として活動していきますので、L.勝間田一博
同様、末永く仲良くして下さい。

L. 勝間田 賢一 スポンサー　L. 根上 武久



　　年　月　日
会長　L.勝又 明彦広報発行人
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御殿場ライオンズクラブ事務局 334-C地区 3R・3Z

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

TEL.0550-84-0804

人 生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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委員会担当者

今年度 人目1人目765 令和 4年 日5月7 仁杉御殿場市様故 土屋　敞功

L.塩川　講吉　／　L.井上　将人　／　L.根上　徳夫

委員会担当者

今年度 人目2人目766 令和 4年 日16月7 新橋御殿場市様故 鈴木　孝昭

L.塩川　講吉　／　L.井上　将人　／　L.根上　徳夫

委員会担当者

今年度 人目3人目767 令和 4年 日17月7 西田中御殿場市様故 勝又　教雄

L.勝又　博司　／　L.根上　徳夫

委員会担当者

今年度 人目4人目768 令和 4年 日25月7 川島田御殿場市様故 山口　つる子

L.井上　将人　／　L.田代　孝男　／　L.勝又　博司

尊い献眼をしていただきました。
心から謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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