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2015 年度  第 43 代  会長方針並びに御挨拶  

 
会長 Ｌ.時々輪忠正 

運営基本方針 「 笑顔で明るく楽しいクラブ活動を 」 

会長スローガン 「 全クラブ員で感動と感謝を 」 

この度、伝統と歴史を誇る岡崎竜城ライオンズクラブの第４３代会長を皆様のご

推挙を得て務めさせて頂く事となりました。 

浅学菲才の私ですが全力を賭して会長職を務める所存であります。 

しかしながら、先輩諸氏の方々はじめクラブ員各位のご指導ご協力が必要不可

欠です。皆様方のお力を貸して頂き温かいご支援を原動力に邁進してゆく所存で

ございますので宜しくお願い申し上げます。 
 

2015 年度  岡崎竜城ライオンズクラブ 会員数   2015 年 7 月 1 日現在  

正会員 52 名  終身会員 8 名  不在会員 2 名  賛助会員 1 名  家族会員 36 名 

 

第 98 回ライオンズクラブ国際大会  

日時 2015 年 6 月 26 日（金）～30 日（火） 場所 ホノルル（ハワイ） 
国際大会は世界各 180 カ国のライオンズクラブの

方々が一堂に会するライオンズクラブ最大の会合で

す。我がクラブからも多数参加し、世界のライオンズク

ラブの方々と交流を深めてまいりました。 

次年度の開催地は福岡（日本）となります。 

［参加者］ 

会長 L.時々輪忠正 

L.畔柳伽乙留   L.犬塚哲雄   L.甲村雅彦 

L.黒部勝利   L.太田直樹 

 

 

 

 
 

第 1024 回初例会  

日時 2015 年 7 月 8 日（水）12：30～ 場所 レストラン六本木 
平成 26 年度が終わり、新会長Ｌ.時々輪忠正新会長

のもと平成 27 年度がスタートしました。来賓の方々、多

数の御臨席のもと新年度の始まりに相応しい例会となり

ました。また、来賓を代表して岡崎市教育委員会教育長

高橋淳氏の祝辞を頂戴しました。 

［来賓の方々］ 

岡崎市教育委員会 教育長 高橋淳 様 

中日新聞岡崎支局 支局長 渡辺道彦 様 

中部経済新聞社三河支社支 社長 立松鉄洋 様 

（株）東海愛知新聞社 代表取締役社長 大津一夫 様 

岡崎信用金庫 専務理事 上野正彦 様 
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第 1025 初例会  

日時 2015 年 7 月 22 日（水）12：30～ 場所 レストラン六本木 
平成 2７年度の初例会に引き続き 2 回目の例会が開

催されました。 

会食の後、卓話の時間がもたれ今秋、全国で導入が

決定されている「マイナンバー制度について」と題してＬ.

安江三雄から配布された資料を参照に貴重な説明を聞

くことが出来ました。   

 

「ダメ。ゼッタイ。」 薬物乱用防止キャンペーン 

日時 2015 年 7 月 24 日（金）10：30～ 場所 イオン岡崎 
岡崎市保健所並びにガールスカウトの方々と共に、

薬物使用の危険性を広く認知して頂く為、啓蒙してまい

りました。 

［参加者］ 

会長 L.時々輪忠正  幹事 L.山田健一 

青少年育成委員長 L.長坂宏子 
  

 

前年度三役及び地区役員慰労会  

日時 2015 年 7 月 24 日（金）18：00～ 場所 レストラン六本木 
前年度三役並びに地区役員の方々の労をねぎらう

為、ささやかではございますが慰労会を開催致しまし

た。 

［世話人］ 

2013 年度会長 L.小林吉太郎 

2013 年度幹事 L.畔柳東一 
    

 

Dr.YAMADA 国際会長就任祝賀会  

日時 2015 年 7 月 24 日（金）10：30～ 場所 ウエスティンナゴヤキャッスル 
この度 30 年ぶりとなる日本からの国際会長の輩出を

祝い、祝賀会が執り行われました。ライオンズクラブは世

界約 180カ国に広がり奉仕の輪を築いております。今年

の機会が日本のライオンズマンの励みになる事を願って

おります。 
  

 

ＯＫＡＺＡＫＩＴＡＴSＵＫＩ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ     編集：L.平岩幸一  

ライオンズクラブ国際協会３３４-A地区４R1Z 岡崎竜城ライオンズクラブ 
〒444-0023 岡崎市両町３丁目２１ Tel 0564-64-7280   Fax 0564-64-7281  E-mail info@lctatsuki.com 
 

岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと

努めてまいりました。これからもまた広く活動を行い、多くの方に親しまれるライオンズクラブである様励んでまいります。 
 

mailto:info@lctatsuki.com
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岡崎竜城ライオンズクラブ 写真同好会  展覧会  

日時 2015 年 8 月 1 日（土）～31 日（月） 場所 大垣共立銀行 岡崎支店 
岡崎竜城ライオンズクラブ写真同好会は定期的な

展覧会を行っております。今回は岡崎市内の大垣共

立銀行にて 1 ヶ月の展示を行いました。こちらでの開

催は定番化しており、御馴染みとなっております。 

今回は L.杉山元一、L.畔柳東一が主体となり、そ

れぞれが各地遠方にて撮影された写真を展示致しま

した。 

なお、ライオンズクラブ全体でも写真コンテストが定

期的にあり、L.畔柳東一は受賞経験もあるベテランで

ございます。 

 
 

 
 

 

第 1026 回納涼例会  

日時 2015 年 8 月 5 日（水）18：30～ 場所 出雲殿 岡崎 
ライオンズクラブでは年度内に数回決められた、慰労

や親睦を目的と例会がございます。そのひとつが納涼

例会です。今年度は冠婚葬祭場で名のある出雲殿にて

行われました。 

今例会にて LCIF（ライオンズクラブ国際財団）より、前

年度の功績を称えるアワードの伝達が行われました。我

がクラブより LCIF へ献金された基金が他の地域のライ

オンズクラブの奉仕へ役立てば幸いです。 

納涼例会中の懇親会では L.杉田公平による津軽三

味線の演奏並びに L.竹内桂子による西川流日本舞踊

が披露されました。 

クラブでは一芸に秀でた人も少なからず、場があれば

その才を示していただく事もございます。 

 

 

 

 

 

第 1027 回例会  

日時 2015 年 8 月 26 日（水）12：30～ 場所 岡崎市勤労文化センター 
8 月中 2 回目の例会となります。開会早々ですが、会

長 L.時々輪忠正より、日本赤十字社から頂いた感謝状

の報告がございました。岡崎竜城ライオンズクラブでは

毎年定期的に献血の活動（啓蒙及び実施）を行ってお

り、それを評価して頂いたものとなります。 

毎月 2 回目の例会では結婚記念日の祝い並びに誕

生日の祝いを行っており、会員にはささやかではござい

ますが祝いの品を進呈しております。活動への励みとな

りますよう願っています。 

今例会では新会員の入会式も執り行われました。内

容につきましては別記事となります。 
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新会員入会式    新会員：L.早川綾乃  

日時 2015 年 8 月 26 日（水）例会中 場所 岡崎市勤労文化センター 
この度、岡崎竜城ライオンズクラブに新しい仲間が加

入されました。 

L.竹内桂子がスポンサーとなり、L.早川綾乃の入会と

なりました。スポンサーは新会員候補をクラブに紹介し、

入会となった際に新会員の指導や先輩役等を務める存

在で、紹介者自身が担います。 

L.早川綾乃は岡崎市内の株式会社岡崎交通社にて

取締役を勤めております。 

入会式ではライオンズ宣誓を行い、ライオンズマンの

自覚を身に着けて頂きました。今後の岡崎竜城ライオン

ズクラブの一員としての活躍が期待されます。 

 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2015 年 9 月 6 日（日） 場所 菅生川河川敷 
［ 菅生川草刈清掃奉仕 ］ 

毎年恒例の継続アクティビティです。岡崎竜城ライオンズクラブ以外のライオンズク

ラブや他の多数の団体も参加され、大規模な清掃が行われます。  

日時 2015 年 9 月 26 日（土） 場所 エルエルタウン 
［ 献血活動 ］ 

今年は年 2 回を予定しており、その 1 回目となります。血液は供給量の不足や、保

存期間の短さがあります。いざという時の為の役立てになればと思います。  

日時 2015 年 11 月 21 日（土） 場所 総合学習センター 
［ 第 43 回教育文化賞授賞式 ］ 

岡崎竜城ライオンズクラブの代名詞とも言えるアクティビティです。市内において文

化や教育に多大な寄与をされた方に賞を進呈致しております。。  
 

 

ＯＫＡＺＡＫＩＴＡＴSＵＫＩ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ     編集：L.平岩幸一  

ライオンズクラブ国際協会３３４-A地区４R1Z 岡崎竜城ライオンズクラブ 
〒444-0023 岡崎市両町３丁目２１ Tel 0564-64-7280   Fax 0564-64-7281  E-mail info@lctatsuki.com 
 

岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと

努めてまいりました。これからもまた広く活動を行い、多くの方に親しまれるライオンズクラブである様励んでまいります。 
 

mailto:info@lctatsuki.com
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菅生川草刈清掃奉仕  

日時 2015 年 9 月 6 日（月）6：00～ 場所 菅生川河川敷 
菅生川の河川敷における草刈及び清掃は毎年行

われているアクティビティです。これは、市内のライオ

ンズクラブのみならずロータリークラブや他の団体等

も多数参加して一斉に行われる清掃です。夏場に伸

びた草を刈り取る作業を行います。 

全て手作業でやや重労働となりますが、別の形で

の緑化の意義を知る機会とも思い、毎年励んでおりま

す。 

 

 

 

 

 

第 1028 回地区ガバナー公式訪問例会  

日時 2015 年 9 月 15 日（火）14：00～ 場所 岡崎市図書館交流プラザ「りぶら」 
地区ガバナーとは、我が 334-A 地区を代表するライ

オンです。毎年同地区の全クラブより 1 名選出され、

334-A 地区の代表として活動されております。地区ガバ

ナー公式訪問例会は毎年行われ、同地区内のライオン

ズクラブの活動の一端を見て頂く例会となっておりま

す。 

この例会は 1Z が合同で行うものとなっており、ゾーン

の代表、ゾーン・チェアパーソンを担当するクラブがホス

トとなり行われます。本年度は岡崎葵ライオンズクラブが

勤め、地区ガバナーL. 加藤史典を始め、地区役員の

方々を御招きしました。 

 

 

 

 

 

 

第 1 回ゴルフ同好会  

日時 2015 年 9 月 16 日（水） 場所 葵カントリークラブ 
岡崎竜城ライオンズクラブゴルフ同好会は会員同士

の交流及び親睦を深める為の同好会です。本年度第 1

回は幸田町の葵カントリークラブにて行われました。 

ライオンズクラブにおけるゴルフ活動は、娯楽としての

面だけではなく、チャリティ活動の一環も含まれておりま

す。定期的に多数のクラブと合同にてチャリティゴルフを

行い、青少年への支援や介助犬への支援などの基金

へ役立てております。 
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第 1029 回地区役員訪問例会  

日時 2015 年 9 月 24 日（木）12：30 場所 岡崎市勤労文化センター 
先だった地区ガバナー公式訪問例会に続き、地区役

員訪問例会が行われました。こちらは地区役員が各クラ

ブの例会を巡り、各クラブの近況を知ったり、また地区役

員からの本年度における地区の役割やアクティビティに

ついての御話を頂くものとなります。 

今例会には地区役員における 1Z より輩出された方々

が御参加され、岡崎竜城ライオンズクラブとの情報交換

や交流の場されました。 

 

 

 

 

 

第 1 回献血アクティビティ 

日時 2015 年 9 月 26 日（土）10：00 場所 エルエルタウン（上和田町） 
毎年恒例にとなっております献血アクティビティです

が、本年も1回目を行いました。エルエルタウンにて行き

交う方々に献血への呼びかけ、並びに会員が率先し献

血を行い血液提供への支援を行いました。 

また同時に募金活動も行い、多くの方々からの御協

力を頂きました。募金されたお金につきましては中部さ

い帯血バンクへ収めさせて頂き、役立ててもらいます。 

 

 

 

 

 

第 1 回薬物乱用防止教室  

日時 2015 年 9 月 28 日（月） 場所 岡崎市六ツ美北中学校 
薬物乱用防止教室はライオンズクラブ全体で取り組

んでいるアクティビティです。当教室の講師となるものは

専用の講習を受け、この教室で薬物の危険性を周知出

来る様に学んできております。 

今回は講師を L.鳥居知世、講師補助を L.田中貴志

男が勤め、岡崎市内の六ツ美北中学校にて生徒へ啓

蒙を行う教室を開きました。 
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第 3 回青少年育成チャリティゴルフ 

日時 2015 年 9 月 28 日（月）6：00 場所 中京ゴルフ倶楽部 石野コース 
青少年育成チャリティゴルフは毎年豊田ルネッサンス

ライオンズクラブが主催をしております。 

クラブにより様々な形で事業の為のチャリティ活動を

行っておりますが、ゴルフもまたその一環となっており、

各クラブのゴルフ同好会メンバー等が参加することが

多々あります。 

岡崎竜城ライオンズクラブからも 4 名が参加しており、

好天に恵まれた中プレイを楽しみつつ、ささやかながら

ではありますが、豊田ルネッサンスライオンズクラブへの

援助としてまいりました。 

 
左より 

L．黒部勝利 

L．甲村雅彦 

L．和田誠一 

L．山田健一 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2015 年 11 月 21 日（土） 場所 総合学習センター 
［ 第 43 回教育文化賞授賞式 ］ 

岡崎竜城ライオンズクラブの代名詞とも言えるアクティビティです。市内において文

化や教育に多大な寄与をされた方に賞を進呈致しております。。  
 

 

ＯＫＡＺＡＫＩＴＡＴSＵＫＩ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ     編集：L.平岩幸一  

ライオンズクラブ国際協会３３４-A地区４R1Z 岡崎竜城ライオンズクラブ 
〒444-0023 岡崎市両町３丁目２１ Tel 0564-64-7280   Fax 0564-64-7281  E-mail info@lctatsuki.com 
 

岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと

努めてまいりました。これからもまた広く活動を行い、多くの方に親しまれるライオンズクラブである様励んでまいります。 
 

mailto:info@lctatsuki.com
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世界ライオンズ奉仕デー 
日時 2015 年 10 月 8 日（木）10：00～ 場所 北斗台会館 
世界ライオンズ奉仕デーとは、ライオンズクラブ国際協会の最初の国際大会が

1917 年 10 月 8 日に開かれた事を記念し、毎年大規模な事業が行われている日

です。岡崎竜城ライオンズクラブは 334-A 地区 4R1Z 合同の事業に毎年参加して

おります。ゾーン・チェアパーソン（その年のゾーンの代表者）の主導する事業の

助成を行います。 

本年度は岡崎葵ライオンズクラブ主導となり、岡崎市細川町北斗台へ防犯カメ

ラ設置をする為の助成金を贈呈する事業を行いました。防犯カメラは事故や事件

の証拠になるだけではなく、犯罪への抑止力もあり、地域の安全への助力となると

思います。設置された防犯カメラが活かされる様願っております。 

 
 

 

第 2 回ゴルフ同好会  
日時 2015 年 10 月 14 日（水）9：00～ 場所 吉良カントリークラブ 
本年度 2 回目となり特別な点はございませんが、親睦を深めチャリティゴルフへの予行になるなど、クラブ活

動への励みになりました。 

 

第 1030 回会員親睦一泊例会  
日時 2015 年 10 月 16 日（金） 17 日（土） 場所 京都・下鴨茶寮 
一泊例会は会員同士の親睦を深めるべく、国際協会

より規定された例会です。本年度は京都へと足を延ば

し、下鴨茶寮という老舗の料亭にて例会を開催致しまし

た。 

例会後は宴席が設けられ、歴史ある京料理の懐石を

楽しみました。また宴席では会長 L.時々輪忠正の縁の

ある舞妓さんが招かれ、舞を披露して頂きました。 

翌日は三千院、嵐山等を観光し岡崎へと帰郷致しま

した。 

普段の例会とは違う他の楽しみを設け、会員の励みと

なる様企画するのもライオンズクラブらしさであります。 

 

 

 

 

 

第 8 回介助犬支援チャリティゴルフ大会  
日時 2015 年 10 月 19 日（月）8：30～ 場所 さなげカントリークラブ 
本チャリティゴルフは愛知中央ライオンズクラブによる主催で毎年行われており、今回は8回目となります。岡崎竜

城ライオンズクラブからは、L.甲村雅彦、L.鈴木佐吉、L.竹内桂子、L.山田健一の四名が参加致しました。 

チャリティの収益金は愛知中央ライオンズクラブより、長久手市の介助犬総合訓練センター（愛称：シンシアの丘）

へ支援金として贈呈されます。岡崎竜城ライオンズクラブとしても、チャリティゴルフ参加が活かされます様応援して

おります。 
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第 68 回岡崎美術展表彰式  
日時 2015 年 10 月 25 日（日）14：00 場所 岡崎市美術館 
岡崎市教育委員会並びに岡崎美術協会が主催している美術展です。市内の各団体が後援を行っており、岡崎

竜城ライオンズクラブも同じく後援を毎年行っております。本美術展は市内の 16 歳以上の方なら誰でも参加が出

来、毎年多くの作品が生まれます。絵画、写真、彫刻、工芸品、書画等、幅広く受け付けており、市民の美術意識を

盛り上げております。表彰式には会長 L.時々輪忠正も参列し、美術文化の向上に助力致しました。 

 

334-A 地区 LCIF 親睦ゴルフ大会  
日時 2015 年 10 月 26 日（月） 場所 京和カントリー倶楽部 
当 334-A地区のLCIF（ライオンズクラブ国際財団）委員等の親善ならびに親睦を深めるゴルフ大会です。岡崎竜

城ライオンズクラブからは L.黒部勝利が代表として参加を致しました。 

 

第 1031 回例会  
日時 2015 年 10 月 28 日（水）12：30 場所 レストラン六本木 
今回の例会は通常例会ではありますが、ゲストとして

中部さい帯血バンクより事務部長の数藤弘美様が御越

しになりました。 

卓話にて「中部さい帯血バンクの今」と題し数藤弘美

様から献血等に関わる貴重な御話を御聞かせ頂きまし

た。更に前回の献血における募金を納めさせて頂いた

事により、中部さい帯血バンクから感謝状を頂戴致しま

した。 

輸血に使われる血液が不足する中、岡崎竜城ライオ

ンズクラブの活動が少しでも役立てば幸いと思います。 

 

 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 
日時 2015 年 11 月 21 日（土） 場所 総合学習センター 

［ 第 43 回教育文化賞授賞式 ］ 

岡崎竜城ライオンズクラブの代名詞とも言えるアクティビティです。市内において文

化や教育に多大な寄与をされた方に賞を進呈致しております。  
 

 

ＯＫＡＺＡＫＩＴＡＴSＵＫＩ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ     編集：L.平岩幸一  

ライオンズクラブ国際協会３３４-A地区４R1Z 岡崎竜城ライオンズクラブ  

〒444-0023 岡崎市両町３丁目２１ Tel 0564-64-7280   Fax 0564-64-7281  E-mail info@lctatsuki.com 
 

岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと

努めてまいりました。これからもまた広く活動を行い、多くの方に親しまれるライオンズクラブである様励んでまいります。 
 

mailto:info@lctatsuki.com


334-A 4R 1Z 合同会報  2015年11月度  

岡崎竜城ライオンズクラブ  1 / 3 
 
 

岡崎市麻薬覚せい剤防止運動街頭キャンペーン 

日時 2015 年 11 月 7 日（土）12：00 場所 乙川河川敷 
当キャンペーンは自治体が主体で行われるものですが、毎年全国にて 10 月 1

日から 2 ヶ月間行われる運動の一環です。岡崎市も他の自治体と同じくこの時期

にキャンペーンを行っております。 

岡崎竜城ライオンズクラブからは会長、幹事、青少年育成委員会が参加し、薬

物等乱用防止の啓蒙活動に励みました。 

覚せい剤等の使用はその場限りのものではなく、先々まで身体、生活に対し悪

影響を及ぼし、自身のみならず家族、友人知人等へ大きな害をもたらす物です。

岡崎竜城ライオンズクラブでも長く啓蒙活動を続けており、青少年の健やかな成

長を願っております。 

 

 
 

 

第 1032 回例会  

日時 2015 年 11 月 11 日（水）12：30 場所 洋風懐石料理 六本木 （定例会場） 
今回は定例会場に定まった L.竹内桂子経営による六

本木にて例会を行いました。今例会は特筆すべきイベ

ントが 2 点あり、ひとつは内田啓太様による卓話です。 

内田啓太様は高浜高校教員時代に気力活力をなくし

た生徒達を目の当たりし、若者を支援する団体 JOYELL

（ジョエル）を佐久島にて立ち上げました。卓話では、ニ

ートや引き篭もり等の現状及び彼等の生き方に活力を

持たせる活動を講演して頂きました。 

もう 1 点のイベントは事項に掲載致します 

 

 

 

 

 

 

 

L.黒部勝利  プログレス・メルビン・ジョーンズ・フェロー（PMJF 表彰） 

日時 2015 年 11 月 11 日（水）例会中 場所 洋風懐石料理 六本木 （定例会場） 
今回、L.黒部勝利は17回目の$1,000献金を行い、そ

の旨をライオンズクラブ国際財団から評価されました。

財団へ納められたお金は世界各国にて奉仕のために

活かされています。L.黒部勝利の多くの寄付もまた奉仕

に活かされており、岡崎竜城ライオンズクラブの誇りでも

あります。 
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第 2 回薬物乱用防止教室  

日時 2015 年 11 月 13 日（金）13：30 場所 岡崎市立岩津中学校 
先だった市の薬覚せい剤防止運動街頭キャンペーン

に続き、本年第 2 回の薬物乱用防止教室となります。 

今回の講師は L.小島雅道、岡崎市内の圓福寺にて

住職を務めております。説法に秀でており、岩津中学校

の生徒の皆さんにわかりやすく薬物の危険性を伝えれ

たと思います。 

次回の予定は定まってはいませんが、なるべく多くの

青少年に啓蒙できます様活動してまいります。 

 

 

 

 

 

第 43 回教育文化賞授賞式  

日時 2015 年 11 月 21 日（土）14：00 場所 岡崎市総合学習センター 
教育文化賞は岡崎竜城ライオンズクラブ結成当初より継続して行われている事業

です。岡崎市内における文化や教育への寄与に多大な功績を挙げられた方を選定

し、岡崎市並びに岡崎竜城ライオンズクラブが表彰を致します。 

今回は 43 回となりますが、岡崎竜城ライオンズクラブにおいて最も歴史の長い事業

となっております。 

今年度は岡崎市より内田康宏市長、岡崎竜城ライオンズクラブからは第 43 年度会

長Ｌ. 時々輪忠正が挨拶並びに賞の授与を行いました。受賞者は個人の部 2 名、団

体の部 2 団体となります。 

 

◆ 個人の部 ◆ 

山田美代子氏   読み聞かせボランティア活動 

今泉守代氏   生け花の総合的なフラワーボランティア活動 

◆ 団体の部 ◆ 

岡崎市立秦梨小学校   「ぼくらの里山再生計画」による森林の再生活動 

ピアチェボーレ   チャリティコンサートや児童養護施設等での演奏会 

 

授賞式ではフィギュアスケート元日本代表である 鈴木明子氏 による「ひとつひと

つ。少しずつ。」と言う演題の講演を行って頂きました 

岡崎竜城ライオンズクラブでは以降も変わらず、この事業を継続してまいります。次

年度もまた、新たな文化・教育への貢献者に御会いできると思います。皆様の地域貢

献に深く感謝致します。 
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第 1033 回物故者追悼例会  

日時 2015 年 11 月 25 日（水）12：30～ 場所 圓福寺 
物故者追悼例会は岡崎竜城ライオンズクラブ在籍中

に亡くなられた会員を偲んで行われる法要を含めた例

会です。法要は L.小島雅道が住職を務める圓福時にて

行われました。 

亡くなられた会員は前年度の岡田洋一氏を含め 16

名になります。いずれも岡崎竜城ライオンズクラブを支

えて頂いた大切な仲間でした。各会員、先人の志を受

け継ぎ今後の奉仕へと繋げていく想いを再確認致しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2016 年 2 月 9 日（火） 場所 豊田市民文化会 
［ 第 31 回中学生のためのクラシックコンサート ］ 

岡崎竜城ライオンズクラブの代表的な継続事業です。市内の中学生を招き、プロの

クラシックコンサート開催し音楽文化への関心を促しています。  

日時 2016 年 2 月 10 日（水） 場所 岡崎東公園 
［ 岡崎東公園 植樹式 ］ 

岡崎東公園にて継続して行われている事業です。モミジの若木の寄贈並びに植樹

を行っております。  
 

 

ＯＫＡＺＡＫＩＴＡＴSＵＫＩ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ     編集：L.平岩幸一  
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〒444-0023 岡崎市両町３丁目２１ Tel 0564-64-7280   Fax 0564-64-7281  E-mail info@lctatsuki.com 
 

岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと

努めてまいりました。これからもまた広く活動を行い、多くの方に親しまれるライオンズクラブである様励んでまいります。 
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第 1034 回例会  

日時 2015 年 12 月 9 日（水）12：30～ 場所 洋風懐石料理 六本木 （定例会場） 
今月はアクティビティの予定はなく例会のみとなりまし

た。例会は通常のものとなっておりますが、その中で前

年度の功績者に対する国際協会からのアワード（表彰）

がございました。 

◆ 2014-15 年度 LCIF 理事長感謝状 

L.角谷静男（LCIF（MJF）$1,000 献金年間 3 口以上） 

◆ 2014-15 年度 会員優秀ラベルピン 

L.竹内桂子  L.萩原幸二 

（3 名以上の会員スポンサー） 

◆ 2014－15 年度会員優秀キー賞 

L.鈴木佐吉（少なくとも 2 名の新会員スポンサー） 

◆ モナークシェブロン 25 周年 

L.清水康行  L.松井太  L.畔柳伽乙留 

◆ モナークシェブロン 15 周年 

Ｌ.時々輪忠正 

上記において、新会員入会の為に紹介及び後見を

務めた者をスポンサーと言います。そして、モナークシェ

ブロンはクラブ在籍年数によって表彰される物です。 

上記の方々は当クラブへの貢献だけではなく、ライオ

ンズクラブ全体への貢献へも繋がる仲間である事を表

彰された者だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1035 回クリスマス家族例会  

日時 2015 年 12 月 19 日（土）18：00～ 場所 岡崎ニューグランドホテル 
冬の例会において一番大きなイベントとなるのが、こ

のクリスマス家族例会です。会員のご家族、お子さんお

孫さんを招き団欒を主体としたクリスマスパーティを催し

ます。 

クリスマスパーティに先んじて例会を行いました。その

中で会員の退会発表と次年度の役員の発表が行われ

ました。 

この度退会となりましたのは、L.杉江秀男、L.小林吉

太郎です。御二方とも会長を務め上げ岡崎竜城ライオ

ンズクラブへの多大な貢献をなさってきました。クラブと

しては大きな損失となりますが、御二方のこれからのご

活躍を祈っております。 

次年度役員におきましては、会長に L.小林和好が決

まっており活躍が期待されております。 
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例会終了後はそのままクリスマスパーティ（懇親会）へ

と移りました。 

パーティでは手品やバルーンアートでお子様たちに

楽しんでいただいたり、家族でテーブルを囲み団欒の

時間として過ごして頂きました。 

パーティ後半ではサンタクロースに扮した会長L.時々

輪忠正、幹事 L.山田健一よりお子様たちへクリスマスプ

レゼントが手渡しされました。 

クリスマス家族例会は、ライオンズクラブ活動において

家族への感謝を表す例会であり、今後もまた家族に喜

んで頂ける例会である事を大事にしております。次年度

でも喜んで頂ける良い例会を企画してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2016 年 2 月 9 日（火） 場所 豊田市民文化会 
［ 第 31 回中学生のためのクラシックコンサート ］ 

岡崎竜城ライオンズクラブの代表的な継続事業です。市内の中学生を招き、プロの

クラシックコンサート開催し音楽文化への関心を促しています。  

日時 2016 年 2 月 10 日（水） 場所 岡崎東公園 
［ 岡崎東公園 植樹式 ］ 

岡崎東公園にて継続して行われている事業です。モミジの若木の寄贈並びに植樹

を行っております。  
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岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと

努めてまいりました。これからもまた広く活動を行い、多くの方に親しまれるライオンズクラブである様励んでまいります。 
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第 1036 回新年例会  

日時 2016 年 1 月 13 日（水）12：30～ 場所 岩津天満宮 

 

 

 

年が明けて初めての例会は、新年例会と銘打ち岡崎竜城ライオンズクラ

ブ並びに会員の方々が福を授かるように神社にて祈祷をして頂いておりま

す。 

本例会では毎回その年に長寿の祝い年を迎える会員に対してお祝いを

行なっております。本年は下記の方々となります。 

《米寿》 

《傘寿》 

《古希》 

昭和 3 年生まれ(88 歳) 

昭和 11 年生まれ(80 歳) 

昭和 21 年生まれ(70 歳) 

L.福島雄一郎 

L.宮瀬文夫 

L.竹内桂子 

《申年生まれ》 

昭和 19 年生まれ 

 

昭和 43 年生まれ 

 

L.時々輪忠正 

L.黒部勝利 

L.成瀬和也 

 

L.川渕勝也 

L.太田直樹 

 

L.小泉素子 

L.鋤柄舒昭 

また、その月において結婚記念日並びに誕生日を迎える方々もお祝いを

しました。 

（結婚） 

（誕生） 

L.福島雄一郎 

L.河口庄三 

L.鋤柄舒昭 

L.小島雅道 

L.近藤久子 

L.太田直樹 

L.鳥居知世 

L.黒部勝利 

L.酒井久美子 

L.山田健一 

岡崎竜城ライオンズクラブと共に年月を重ねて参りました会員も多く、その

方々末永い御活躍を願い本例会を執り行いました。 
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第 1037 回例会  

日時 2016 年 1 月 27 日（水）12：30～ 場所 洋風懐石料理 六本木 （定例会場） 

 

 

1 月 2 回目の例会となります。 

本例会では今年度における LCIF（ライオンズクラブ国際財団）への貢献

をされた会員に対して感謝状とバッヂが贈られました。該当者は下記となり

ます。 

 L.角谷静男 

L.清水康行 

L.畔柳加保留 

L.宮瀬文夫 

L.甲村雅彦 

L.小林和好 

 

今回は卓話があり、334複合地区FWTコーディネーターである当クラブの

L.小泉素子に行なって頂きました。FWT コーディネーターとは家族会員及

び女性会員の増強とリーダーシップの育成、奉仕活動への参加促進を目的

としております。今年度は岡崎竜城ライオンズクラブより L.小泉素子がその

責を担っており、精力的に活動をされております。 

正会員のみならず、多くの方々が奉仕への理解や取り組みに参加される

足掛かりになると喜ばしい事です。 

 

   
 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2016 年 2 月 9 日（火） 場所 豊田市民文化会 
［ 第 31 回中学生のためのクラシックコンサート ］ 

岡崎竜城ライオンズクラブの代表的な継続事業です。市内の中学生を招き、プロの

クラシックコンサート開催し音楽文化への関心を促しています。  

日時 2016 年 2 月 10 日（水） 場所 岡崎東公園 
［ 岡崎東公園 植樹式 ］ 

岡崎東公園にて継続して行われている事業です。モミジの若木の寄贈並びに植樹

を行っております。  
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日時 2016 年 3 月 19 日（土） 場所 ウィングタウン 
［ 第 2 回献血アクティビティ ］ 

本年度第 2 回の献血活動となります。多くの方々の献血をお待ち致しております。 
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岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと

努めてまいりました。これからもまた広く活動を行い、多くの方に親しまれるライオンズクラブである様励んでまいります。 
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第 31 回中学生のためのクラシックコンサート 

日時 2016 年 2 月 9 日（火）13：50～ 場所 豊田市民文化会館 大ホール 

 

中学生のためのクラシックコンサートは教育文化賞と並ぶ岡崎竜城ラ

イオンズクラブの主となる継続事業です。岡崎市内の中学生を集め、本

物のオーケストラによるクラシックコンサートを開催致しております。 

本年度は市内の岡崎市民会館が使用できない事情があり、豊田市

民文化会館年へ場所を移し行ないました。移動が例年よりも長くなりま

したが、会場も広く余裕のある収容となりました。 

コンサートに先立って、会長 L.時々輪忠正より音楽教育支援の為の

援助金が岡崎市教育委員会へ手渡されました。 

演奏は名古屋フィルハーモニー交響楽団、指揮は村松貞治氏。名古屋フィルハーモニー交響楽団は初回のコ

ンサートより演奏を続けて頂いており、深く長く親しまれております。 

演奏曲目は歌劇『カルメン』より「前奏曲」（ビゼ

ー）、日本の名曲『四季（早春賦・われは海の子・紅

葉・雪）』（カジノユキ編）、バレエ音楽『白鳥の湖』より

「情景」（チャイコフスキー）、ハンガリー舞曲・第 5 番

（ブラームス）、映画『スター・ウォーズ』メインタイトル

（J・ウィリアムズ）、全員合唱「おかざきの心の歌－夢 

受け継いで－」（EWM 心の歌制作委員会、カジノユ

キ編）。 

おかざきの心の歌は市内の小中学生から歌詞を

公募し、それを基に作り上げた岡崎市の子供たちを

応援する歌です。岡崎市から生まれた、偉大な先人

達の志や岡崎の風土を守り行く願いを込めたものに

なっております。 

 

 

 

【名古屋フィルハーモニー交響楽団】 

愛知県名古屋市を中心に、東海地方を代表

するオーケストラとして、地域の音楽界をリード

し続けている。その革新的な定期公演会のプロ

グラムや、充実した演奏内容で広く日本中に話

題を発信。“名フィル”の愛称で地元住民からも

親しまれ、日本のプロ･オーケストラとして確固

たる地位を築いている。 

楽団結成は 1966 年 7 月。1973 年に名古屋

市の出捐により財団法人に、2012 年に愛知県

より認定を受け公益財団法人となる。 

 

指揮者 村松貞治氏 

愛知県岡崎市生まれ。1991 年葵中学入学、吹

奏楽部入部。1993 年同校吹奏楽部部長。学生

時代は吹奏楽へ熱心な従事をし 1997 年に渡

英。その後、ヨーロッパ・オーストラリア等で研鑽

を積み英国王立北音楽院指揮科、シドニー音楽

院指揮科卒業。その後、各地にて賞を受け指揮

者としての数々の実力・功績を積む。 
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第 1038 回植樹例会  （岡崎東公園  植樹贈呈式） 

日時 2016 年 2 月 10 日（水）11：00～ 場所 岡崎東公園 / 六本木（定例会場） 

 

植樹例会は樹木の苗木を贈呈並びに植樹を行なう例会です。通常

の例会に先立って植樹式を開催します。植樹贈呈は 2011 年度の会長

L.鈴木豊の提案にて始められ、毎年継続をし今年度で 5 回となります。 

本年も岡崎東公園の一角にイロハモミジの苗木を 3 本植えました。ま

ず贈呈式を行い、岡崎市の公園緑地課並びに公園管理事務所の方々

の御紹介、会長の L.時々輪忠正より挨拶、そして植樹作業へと移りまし

た。植樹の下準備は岡崎市内の葵造園様に行なって頂いており、最後

の作業を岡崎竜城ライオンズクラブが担当を致しました。 

最後の作業は会長始め会員にて苗木の

元に土を盛っていくものとなっております。 

前段階までは葵造園様です。根を傷め

ない為にも専門が行なう事が肝要かと思い

ます。 

作業後、目録を公園緑地課の方へ贈呈

致しました。 
  

 

植樹贈呈式後は定例会場である六本木へ場所を移

し、通常の例会を行ないました。例会進行の担当は植

樹事業を担当している環境保全委員会となります。 

委員長の L.坂井久美子は入会後から初の委員長を

務めており、例会の担当も初となります。岡崎竜城ライ

オンズクラブでは年齢を問わず、若手の今後の活躍に

大いに期待するところであります。 

また例会内では会員へ当月の結婚記念日のお祝い

と誕生日のお祝いを贈呈しております。活動への励み

となるイベントもまた大切なものと思っております。 
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第 1039 回岡崎中央ライオンズクラブ合同例会  

日時 2016 年 2 月 23 日（火）18：00～ 場所 岡崎ニューグランドホテル 

 

今回の例会は合同例会となります。合同例会とは他のライオンズクラ

ブとの交流、情報交換、親睦を深める例会となっております。この日、

席を共にしたのは岡崎中央ライオンズクラブです。岡崎中央ライオンズ

クラブは岡崎竜城ライオンズクラブがスポンサーを務め結成されたライ

オンズクラブであります。その為に兄弟の様な繋がりであり、この様に合

同例会を開催致しております。 

例会内容におきましては、通常のものの他に両クラブより輩出されてい

る、地区等の役職の方からの挨拶や、岡崎市長の内田康宏様より御挨拶

を頂きました。ライオンズクラブはまず地元への奉仕を大切にしていますの

で、岡崎市とのつながりもまた大切にしています。その為、岡崎市長にも

御足労を頂きました。一通りの例会業務が済んだ後、懇親会へと内容は

移りました。   

 

懇親会では宴（うたげ）として岡崎市のグレート家康公「葵」武

将隊の演舞と、岡崎竜城ライオンズクラブ L.竹内桂子による日本

舞踊「五万石」が披露されました。 

L.竹内桂子の日本舞踊は活動も古く、また岡崎市内のよさこ

いグループをまとめ上げ、市内の踊りへの活動に多大な貢献を

致しております。周知が狭まりつつある日本舞踊ですが、古典と

して大切なものでもありますので、今後も永く舞って頂きたいもの

です。 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2016 年 3 月 19 日（土） 場所 ウィングタウン 
［ 第 2 回献血アクティビティ ］ 

本年度第 2 回の献血活動となります。多くの方々の献血をお待ち致しております。 
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第 11 回岡崎竜城ライオンズクラブ写真同好会  

日時 2016 年 3 月 7 日（月）～26 日（土） 場所 ギャラリー喫茶メイプる 

 

本年度2度目そして通算 11回目の写真同好会の展覧会となります。

今回は岡崎竜城ライオンズクラブ写真同好会による展覧会のスタート

地点であり、常連開催の場であるギャラリー喫茶メイプるにて展示を行

ないました。 

岡崎竜城ライオンズクラブ写真同好会はメンバー中心に集まった写真

撮影に愛好家で構成されております。各々デジタル一眼レフや、今で

は見る機会も少ないフィルムカメラを用い、思い思いの場で撮影を行な

っております。 

 

当イベントは岡崎竜城ライオンズクラブ写真同好

会と銘打ち定期に行なわれている展覧会です。回数

も 10 回以上を重ね、定例化の形が整って参りまし

た。今回の会場であるギャラリー喫茶メイプる様は初

回の展覧会より御世話になっており、定期的な開催

の場になっています。 

手軽な写真からプロへ歩み寄る写真まで多彩にご

ざいますので、御興味のある方は是非足を御運び下

さいませ 

 

 

 

 

第 1040 回 CN 記念例会  

日時 2016 年 3 月 9 日（水）18：00～ 場所 グランシェル岡崎 

 

CN とはチャーターナイトの略です。チャーターナイトとはクラブを結

成した際に、ライオンズクラブ国際協会よりライオンズクラブであると認

められる認証状を賜る為の式典並びに祝賀を指します。CN 記念例会

はそれを祝い行なわれる記念の例会です。例えるならば岡崎竜城ライ

オンズクラブの誕生祝いと言ったところでしょう。 

CN 記念例会では例会前に集合写真を撮影するのが定例となってお

ります。本年も会員一同を一つの絵に収めました。記念撮影もまた岡崎

竜城ライオンズクラブの歴史であり、その時々に裏であり表でありクラブ

を支えた方々を記すものであります。 
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例会内では岡崎信用金庫常務理事で

ある L.上野正彦より「日本経済の先行きに

ついて」と銘打った卓話を行なって頂きま

した。銀行から見た経済の指針は貴重な

参考となります。 
  

 

 

通常の例会の内容後は懇親会へと移ります。懇親

会では会員同士の交流を深め、これから先の岡崎竜

城ライオンズクラブが歴史を深める為の英気を養いま

した。 

今年は 43 年度ですが、既に 45 周年、そして 50 周

年が先に見えており、これからの躍進並びに新たな会

員、新たな時代へと踏み出して参ります。CN 記念例会

を迎えるたびに深まる岡崎竜城ライオンズクラブの歴

史を礎としまい進致します。 

 

 

 

第 2 回献血アクティビティ 

日時 2016 年 3 月 19 日（土）10：00～ 場所 ウィングタウン 

 

今年度第 2 回目の献血アクティビティですが、今回は場所を岡崎市

内のウィングタウンへ移して行ないました。ウィングタウンで行なうのは

初となります。 

血液は保存出来る期間も短く定期的な採集が必要となります。多くの

場所で啓蒙を行なう事により献血される方の機会を増やし、より多くの

医療現場へ血液が回れば嬉しい事です。 

当日は募金活動も行い中部さい帯血バンクへの寄付も行ないました。

献血への啓蒙や活動への手助けとなれば幸いです。 

献血はクラブ・一般の方を合わせて 42 名の方から

頂戴致しました。その他 18 名の方に申し出がござい

ましたが、残念ながら献血が出来ない状態であり献

血の御意志だけ受け取りました。 

クラブ員含め多数のご参加に感謝致します。 
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第 1041 回例会  

日時 2016 年 3 月 23 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

合同例会、CN 例会と外での例会が続き今回は定例会場へと戻って

参りました。例会の内容自体も通常例会となっております。 

しかし、決算期の為かやや出席率の悪い例会ともなりました。ライオ

ンズクラブの会員は企業経営者などが多く、現役で活躍されている方

が多数を占める為に時期によりましてはこの様な事もございます。両立

もまたライオンズマンの使命であり、また志の内でもあります。 

今回の例会ではゲストに御招きした 334-A 3R-2Z 津島ライオンズクラ

ブの L.岡田貞雄に卓話を御願い致しました。L.岡田は 2014 年に 3R 

LCIF 国際関係委員を務めており、その際に同じ役を務めた岡崎竜城ライ

オンズクラブの L.黒部勝利と交流を持ちました。その為、今回の流れとなり

ました。 

卓話では「尾張津島と信長」と題し、織田信長公を絡めた大変興味深

く、且つ楽しい熱演を行なって頂きました。 

  

 

またご自身が津島神社の前で営んでいらっしゃる和菓子の老

舗「あかだ屋清七」の厄病除けの銘菓『あかだ』と『くつわ』を記念

にと持参され、岡崎竜城ライオンズクラブ全会員にプレゼントされ

ました。 

 

 

薬物乱用防止キャンペーン 

日時 2016 年 3 月 27 日（日）10：00～ 場所 岡崎イオンモール 

 

今年度は 2015年 11月に自治体を主体とした覚せい剤防止キャンペ

ーンをキャンペーンを行ないましたが、こちらはライオンズクラブが主体

で行なう薬物乱用キャンペーンとなります。 

各リジョンごとに人の集まる駅前やショッピングモール、街中などで薬

物の危険性を啓蒙し乱用の防止を訴える活動を行ないます。 

4R のうち岡崎竜城ライオンズクラブを含む岡崎市内のクラブでは岡崎

イオンモールで活動を行ないました。参加者は会長 L.時々輪忠正、幹

事 L.山田健一、委員長 L.長坂宏子、委員 L.和田誠一、委員 L.平岩幸

一でした。 
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この活動が多くの青少年への薬物被害を防ぐもの

となれば幸いです。 

 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2016 年 4 月 29 日（金）8：30～ 場所 サンボウル 

［ 第 49 回 13 クラブ親善スポーツ大会 ］ 

本年度は例年と違いボウリング大会となりました。 
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第 1042 回花見例会  

日時 2016 年 4 月 6 日（水）17：30～ 場所 岡崎ニューグランドホテル 

 

花見例会は春に行なわれる会員の親睦を深める為の例会です。今

年度は岡崎城間近の岡崎ニューグランドホテルにて行いました。 

ライオンズクラブではこの様な例会は大体季節に合わせ春夏秋冬そ

れぞれにございます。ただし、親睦が主体であっても体は変わらず、ま

ず本来の例会を行なってからとなります。今年度も残り３ヶ月となり、次

年度に掛かる議事が入ってまいります。 

今年度の例会ではございますが、内容の半分は次年度の為の例会

でもあります。 

 

今例会中では次年度に関わる骨格を取

りまとめる会議が行なわれ、次年度の方針

や予算、例会の運営計画などが発表され

ました。 

この会議は次年度の主となる、次年度会

長L.小林和好、次年度幹事L.犬塚純子に

よって進められました。   

 

会議後は懇親会絵と移り春を楽しむ宴が催されまし

た。来賓には岡崎市長・内田康宏様、334-A 地区第 2

副地区ガバナー・L.野村善弘、こちらは当クラブ員で

はございますが334複合地区家族及び女性コーディネ

ーターである L.小泉素子が御臨席下さいました。 

懇親会のアトラクションとして市内のよさこいグルー

プである「きらら岡崎」に踊りを披露して頂きました。「き

らら岡崎」は当クラブの L.竹内桂子が取りまとめてお

り、各イベント等に参加し幅広く活動をされております。 

今例会は次年度への円滑な移行のための英気を養

う春の宴になったと思います。 
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第 1043 回例会  

日時 2016 年 4 月 20 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

今回は定例会場に戻り、通常の例会となります。特別な事としては、

LCIF（ライオンズクラブ国際財団）よりメルビン・ジョーンズ・フェローを頂

きました。メルビン・ジョーンズ・フェローは MFJ と略され、LCIF への献

金によって貰える賞です。献金の回数、金額により賞状・バッヂ等が贈

られます。今回受賞されたのは会長 L.時々輪忠正、L.犬塚哲雄となり

ました。 

LCIFの基金は世界各地のライオンズクラブで奉仕のために使われま

す。岡崎竜城ライオンズクラブの会員が納めたものもまた助けとなる事

でしょう。 

他には毎年行われている 13 クラブスポ

ーツ大会の壮行会が行なわれました。 

内容は下記となりますが、市内及び付近

の各団体との交流・親睦を目的とした大会

であります。当クラブの会員代表の方々の

健闘を願うところであります。 
  

 

 

第 49 回 13 クラブ親善スポーツ大会  

日時 2016 年 4 月 29 日（金）8：30～ 場所 サンボウル 

 

13 クラブ親善スポーツ大会は岡崎市及び近辺のライオンズクラブ、ロ

ータリークラブ、JC の親善を目的とした交流会です。 

例年はソフトボールを行って参りましたが、天気に左右される、身体

を動かせる人数の限界等がありまして、今年度はボウリング大会となりま

した。 

手軽に参加でき、更に年齢差も感じさせない競技ですので、皆参加

に心を弾ませておりました。 

岡崎竜城ライオンズクラブからの参加は

以下となります。 

L.佐野政亮   L.山田健一 

L.太田直樹   L.萩原幸二 

L.市川勇   L.加藤紘一 

L.小林和好   L.田中貴志男 

L.大竹いつき   L.坂井久美子 

L.佐野和子 
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成績結果は 

1 位 中央ライオンズクラブ 

2 位 幸田ライオンズクラブ 

ブービー 青年会議所 

岡崎竜城ライオンズクラブは 8 位となりました。 

個人成績では L.小林和好が 4 位をとりました。フォ

ームが安定しており岡崎竜城 LC を引っ張っていくす

ばらしい活躍ぶりでした。他、当日賞 29 位を L.萩原幸

二、とび賞を L.太田直樹、レーン賞を L.田中貴志男が

それぞれ獲得しました。 

大会後は懇親会を行い、それぞれの活躍を称え労

をねぎらいました。 
 

 

 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時  場所  

［ 今年度のアクティビティは終了致しました ］ 

次年度のアクティビティが決定次第掲載を致します。 
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岡崎竜城ライオンズクラブは1972年11月11日結成、1973年3月4日に国際協会から認証状を授与されました。40年以上

の歴史を持ち、教育文化賞、中学生のためのクラシックコンサート等を中心として青少年の育成、文化振興及び奉仕にと
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第 1044 回例会  

日時 2016 年 5 月 11 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

2015年度も残り 2ヶ月となり、例会もまた残り 4回と年度の終わりが見

えてまいりました。この時期になってくると特別な例会も少なくなり、今回

も定例会場にて通常の例会となりました。 

例会自体も卓話もなく、結婚記念日・誕生日の祝いだけとなる簡単な

物ではあります。しかしメインは例会後にあり、次年度合同事業委員会

が開催されました。次年度の事業のために、今年度の活動を踏まえ、あ

らたに編成された委員会で次年度の活動のための話し合いや、 

内容の発表等が行なわれました。 

次年度はまた新しい会長アクティビティ

もあり、継続事業でも変更点があるなど、例

年に負けず濃い内容の委員会会議となり

ました。 

  

 

 

334-A 地区  第 62 回年次大会  

日時 2016 年 5 月 14 日（土）13：30～ 場所 ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

年次大会とは特定エリアにて広域の次年度の活動を話し合う会議や

発表が行なわれる大会です。334-A 地区は主に愛知県下に当たり、岡

崎竜城ライオンズクラブが所属している地区でもあります。 

出席するクラブ代表は地区における議決権も持ち、重要な役目も担

います。クラブからは 23 名が参加しました。 

会場では会議参加や式典参加等にわかれますが、クラブ人の多くは

式典への参加となります。 

式典では今年度のまとめから、次年度の

取り組み等、様々な発表が行われます。 

各クラブの今年度の活動が発表される

中、もちろん岡崎竜城ライオンズクラブもあ

り、教育文化賞や献血、薬物乱用日牛教

室などが取り上げられました。 
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また、次年度の地区役員等の顔ぶれの紹介や挨

拶、次年度の活動内容等も発表がありました。 

岡崎竜城ライオンズクラブもまた、地区と協力をして

いくために大会参加を重要としており、多くの会員の参

加を心掛けております。 

 

 

第 1045 回例会  

日時 2016 年 5 月 25 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

本例会が今年度の通常例会となります。6 月には最終例会や特別例

会も控えており、落ち着いた例会は今回までとなります。 

例会の進行は通常のものではありましたが、卓話にて次年度 334-A

地区 4R1Z のゾーン・チェアパーソンを務める L.黒部勝利が話を行いま

した。ゾーン・チェアパーソンはゾーン（当エリアでは竜城を含む 8 クラ

ブ）の代表となり、取りまとめや更に上の地区への活動を行なう重要な

役職となっております。L.黒部勝利は次年度ゾーン・チェアパーソンと 

しての意気込みや活動内容を発表し、意

思表明を行ないました。 

その他には、前年度においてスポンサ

ーを務めた方へのバッヂ授与もありまし

た。（スポンサーは新会員の勧誘・入会に

動き、新会員の後見人となる方です。）   

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時  場所  

［ 今年度のアクティビティは終了致しました ］ 

次年度のアクティビティが決定次第掲載を致します。 
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334 複合地区  第 62 回年次大会  

日時 2016 年 6 月 5 日（日）～6 日（月） 場所 エコパアリーナ・館山寺 ホテル九重 

 

334-A 地区年次大会に続き、334 複合地区の年次大会となります。

334 複合地区は愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川・福井・長野と 8 県

のクラブの集合体です。400 以上のクラブの代表が一堂に会すという大

規模なもので、年度末の一大イベントであります。今年度は静岡県のエ

コパアリーナが会場となり、沢山の参加者が集まりました。 

会場では記念写真撮影用のパネルもあり、当クラブも撮影をさせて

頂きました。当クラブからは 13 名の参加となりました。 

地区大会と同じ様に、今年度の各クラブ

の報告や地区活動の報告など、そして次

年度の取り組み等の発表もありました。 

更に演奏会など多数のクラブの参加を

歓迎した催し物も行われました。 

  

 

今回は静岡県ではありますが少々遠出となりますの

で、旅行という形となりました。 

大会参加後はホテル九重にて参加の労をねぎらう

宴が行なわれました。今回の複合地区年次大会が初

参加の方もおり、勉強になると共に次年度への活力に

繋がったかと思います。 

 

 

第 1046 回最終例会  

日時 2016 年 6 月 8 日（水）18：00～ 場所 六本木（定例会場） 

 

本来は 6月最後の例会が最終例会となりますが、次回例会が福岡で

の特別例会となるため、繰上げで行なわれました。 

今年度は年度初め早々に事務局の移転や定例会場の移転などで

バタバタしておりましたが、年度も終わり近くなり、大分落ち着いた感じ

となりました。 

例会では、今年度会長を務めた L.時々輪忠正より挨拶、一年を振り

返った深みのあるものとなりました。 
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クラブ表彰は、L.市川勇、L.畔柳加保

留、L.杉山勲、L.犬塚純子の 4 名。会長表

彰は、L.近藤久子、L.大竹いつき、L.長坂

宏子、L.和田誠一の 4名となりました。共に

今年度のクラブ活動にて大きく貢献された

ことを表する物です。 

  

 

その後は懇親会に移り、会長 L.時々輪忠正と幹事

L.山田健一より次年度会長 L.小林和好と次年度幹事

L.犬塚純子へバトンタッチが行なわれました。 

懇親会内のアトラクションでは L.福島雄一郎の企画

により、バイオリニストの堀内久美さんとピアニストの上

原真理さんの演奏会が行なわれました。 

そして出席者表彰も行なわれ、本年度欠かさず例会

出席を成し遂げた方を称えました。 

 

 

 

第 1047 回国際大会記念例会  

日時 2016 年 6 月 27 日（土）18：00～ 場所 嬉野温泉大正屋 会議室 

 

今年度の国際大会が福岡で行なわれるため、皆で参加をし、且つ現

地にて例会を行なおうという発案があった為、今回の例会は国際大会

会場付近にて行なわれました。国際大会も年次大会の一環で、こちら

は世界中の全クラブより参加すると言う最大規模の年次大会となってお

ります。更に国際会長を輩出した国にて開かれるため、日本で行なわ

れるのも稀であります。その為に今回の例会は上記の発案が行なわれ

福岡にて開催となりました。 

国際大会は何日もかけて行われるた

め、当クラブの出席はメインとなる 28 日

（日）として、前日に例会を行ないました。 

本年度の例会においての重要事項は、

前回の最終例会にて殆ど済んでおります。 

本例会では皆で国際大会に出席すると

いう事が主であり、それの再確認となりまし

た。 
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例会後は懇親会へ移り、本例会を企画した大会委

員長の L.畔栁伽乙留より、多くのクラブ員の参加への

謝辞がありました。懇親会では遠き福岡の地の宴を堪

能しつつ、親睦を深め、明日の大会への英気と致しま

した。 

翌日 28 日は大会へ参加をし、滅多に味わえる事が

無い国際大会の雰囲気、特に全世界の人々が会すと

言う場を堪能致しました。次回日本でいつ行なわれる

かは現状想像もつかない事なので、参加した会員には

大きな刺激となりました。 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時  場所  

［ 今年度のアクティビティは終了致しました ］ 

次年度のアクティビティが決定次第掲載を致します。 
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