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第 44 代会長  L.小林和好    幹事  L.犬塚純子  

日時 2016 年 6 月 22 日（水）14：00～ 場所 （株）建築設計稲吉 事務所 

 

このたび、諸先輩が労力と叡智と奉仕の心をもって築き上げてこられ

ました岡崎竜城ライオンズクラブの第４４代会長に就任することになりま

した。 

我がクラブは、長年「中学生のためのクラシックコンサート」及び「教

育文化賞」の主催を継続事業とし、青少年育成に力を入れてきました。 

また、その時々の会長によるメインアクティビティを通し、幅広い分野

で奉仕の活動をしてきています。 私もできうる限りの力を尽くし、当クラ

ブの伝統と活動精神を引き継いでいく所存です。 

 

基本運営方針 

（１） 奉仕を楽しみ、奉仕を喜ぶクラブ活動をする。 

（２） 青少年の育成を推進し、障がい者への援助に目を向ける。 

（３） 例会に工夫をこらし、全員出席例会の実現を目指す。  

会長スローガン 「力を合わせ、心をひとつにして奉仕する」 

2016 年度 幹事方針 

・ 会長方針『力を合わせ、心をひとつにして奉仕する』を目標に、全

クラブ員が活動の成果を実感し、また共有できるよう心掛けてクラ

ブ運営を行って参ります。 

・ クラブ運営が円滑に行える様、ウェブサイトによる情報共有の仕

組みや、クラブ運営に関する必要な書類等が後世へと引き継がれ

るように致します。 

 

 

岡崎市長表敬訪問  

日時 2016 年 7 月 6 日（水）10：00～ 場所 岡崎市役所 

 

いよいよ 44 年度の岡崎竜城ライオンズクラブが始まりました。初例会

はこれからとなりますが、先立って岡崎市長 内田康宏様へ表敬訪問

を行なってまいりました。 

表敬訪問への参加は、1Zの8クラブから各会長・幹事、1Zのゾーン・

チェアパーソン、1Z8 クラブの合同会報編集長となります。岡崎竜城 LC

からは会長 L.小林和好・幹事 L.犬塚純子、今年度はゾーン・チェアパ

ーソン等も担当してますので、ゾーン･チェアパーソン L.黒部勝利、合

同会報編集委員長 L.稲吉康雄も参加致しました。 
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アクティビティにおいて地元である岡崎

市との連携が多く、また長く協力し合って

おります。今年度においても教育文化賞、

中学生のためのクラシックコンサート、岡崎

東公園植樹など多くございます。 

表敬訪問では意見交換を行い、また和

気藹々とした懇談会を行ないました。   

 

 

第 1048 回初例会  

日時 2016 年 7 月 13 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

今年度最初の例会となります。来賓には岡崎市長の内田康宏様、岡

崎市教育監の安藤直哉様、岡崎信用金庫専務理事の上野正彦様。上

野様は、当クラブにおいては L.上野正彦でもありライオンズマンとして

活躍しておられます。市長並びに教育監におかれましては教育文化賞

や中学生のためのクラシックコンサート、更に薬物乱用防止教室や薬

害キャンペーン等で御世話になっております。 

他に中部経済新聞社様並びに東海愛知新聞社様の各代表にご臨

席頂きました。各社アクティビティ等を毎回掲載して頂き、岡崎竜城ライ

オンズクラブの名を広める為に御支援を頂いております 

会長による挨拶及び所信表明では、今

年度のメインアクティビティにジャズによる

チャリティコンサートを計画を発表し、且つ

岡崎竜城ライオンズクラブの財政におい

て、未来を見据えた運営を掲げ会員へ意

気込みを伝えました。   

 

挨拶後は役員バッヂの授与、役員は 20 名以上に及

びますので結構な数が壇上前に並びました。その次は

前年度三役への感謝状等の授与となり、前年度の会

長 L.時々輪忠正、幹事 L.山田健一、会計 L.松井太に

慰労を表しました。しかし残念ながら L.山田健一は多

忙の為に欠席となり後日渡す事となりました。 

その後懇親会となり、今年度の活動に対する意見交

換や意思疎通を図り、結束を固めました。 
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岡崎南 LC 第 1254 回地区役員訪問例会  

日時 2016 年 7 月 21 日（木）12：30～ 場所 岡崎ニューグランドホテル 

 

地区役員の務めとして岡崎南ライオンズクラブの地区役員訪問例会

へ L.黒部勝利と L.山本静男が出席してまいりました。両名とも本年度

最初の地区役員訪問例会と言う事もあり気合が入っておりました。 

例会後半にて地区役員三名、ZC L.黒部勝利、LCIF・国際関係委

員 L.山本静男、FWT L.武田清美（岡崎さくら LC）が岡崎南 LC の L.

小戸森憲の先導にて入場を致しました。 

4R1Z ゾーン・チェアパーソン L.黒部勝

利からは今年度も継続して行なわれる防

犯カメラ設置について、重要性を説き、且

つその為の協力を求めるべくチャリティゴ

ルフの案内を行ないました。 

  

LCIF・国際関係委員 L.山本静男はライオンズクラブ国際財団（LCIF）にてどの様に寄付された基金が活かされ、

また熊本地震等の対応、今後の災害の為にも必要とされる事を説明しました。またその様な奉仕のためにも寄付が

重要である事を強く訴えました。 

 

 

 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン 

日時 2016 年 7 月 25 日（月）10：30～ 場所 イオンモール岡崎 

 

「ダメ。ゼッタイ。」は薬物乱用防止のための合言葉として国を挙げて

の運動となっています。主催は厚生労働省、各都道府県及び公益財

団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターです。  

岡崎市内でもライオンズクラブの他に様々な団体が参加し、薬物乱

用防止の啓蒙活動を行なっています。市内の団体は主にイオンモール

岡崎にて活動をし、市民へ薬物の怖さ等を広めました。 

岡崎竜城ライオンズクラブでも恒例であり、会長 L.小林和好、幹事 L.

犬塚純子、青少年育成委員長 L.鈴木豊が参加致しました。 
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第 1049 回例会  

日時 2016 年 7 月 27 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

会長 L.小林和好の開会のゴングで始まり、国旗に敬礼、国歌並びに

ライオンズヒム斉唱、ゲスト並びにビジター紹介では名古屋イーストライ

オンズクラブのL.高阪登司、岡崎中央ライオンズのL.山田 篤を紹介さ

れました。会長 L.小林和好は昨日有った相模原市の障害者施設「津

久井やまゆり園」の死傷事件の話を自分の関係する障害者への気持ち

を考えて話されました。 

会食後、L.高阪登司よりライオンズクラブ

の歴史から ソング、会員の呼び方、ロー

アの仕方など日本での地域での違い、L・

T、T・T の事、ウｲ・サーブ、ライオンズ必

携、ライオンズデー、ライオンズクラブの始

まりから現在の問題点、元気な会員になる

には、メルビン・ジョーンズの決意・発明か

らタイトルの『なぜ今、家族会員なの

か！！』の説明がされました。 

 

  

 

 

前年度三役及び地区役員慰労会  

日時 2016 年 7 月 29 日（金）18：00～ 場所 六本木（定例会場） 

 

本慰労会はライオンズクラブとしての公式行事ではありませんが、岡

崎竜城ライオンズクラブでは定例行事となっており、前年度の三役や地

区役員をその前の年度の会長幹事が世話人となって皆で労をねぎらう

会となっております。 

司会 L.竹内桂子にて開会を告げ、会長 L.小林和好の挨拶、世話人

L.鈴木の挨拶と進みました。共に前年度三役や地区役員に労いの言

葉をかけ、これからのライオンズマンとしての活躍を希望いたしました。 

次に記念品や花束の贈呈があり、その

後前年度三役より挨拶がありました。前年

度会長 L.時々輪忠正は平穏無事に年度

が終了した事に安著し、前年度幹事 L.山

田健一は逆に幹事が終わった事に寂しさ

を御感じる様でもありました。   
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前年度会計 L.松井太、前年度 FWT コーディネータ

ーL.小泉素子は今年度も継続して役職についてるた

め、まだまだこれからといった感じでした。 

挨拶も終わり懇親会の宴へと移ります。ウィ･サーブ

は次年度で会長を務める、第一副会長 L.犬塚哲雄が

執り行いました。L.犬塚哲雄は次年度が周年でもある

為、今後の意気込みも語っておりました。 

懇親会では L.竹内桂子が手配した下さったフルート

奏者の彩愛（sara）の演奏が行なわれました。彩愛は双

子の姉妹がそれぞれフルートにて演奏するユニットで

市内を中心に活動をされ、定期的に演奏会が行なわ

れております。音楽をアクティビティに取り入れる竜城

に合った催し物でした。 

 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2016 年 9 月 4 日（日）5：55～ 場所 菅生川河川敷 

［ 菅生川草刈清掃奉仕活動 ］ 

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 2016 年 9 月 17 日（土） 場所 エルエルタウン 

［ 第 1 回 献血アクティビティ ］ 

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。  
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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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