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TK-X シリーズ写真展  四季色彩  

日時 2016年11月21日（月）～12月10日（土） 場所 ギャラリー喫茶メイプる 

 

今回の写真展は L.畔柳東一の個展となります。L.畔柳東一は岡崎

竜城ライオンズクラブ写真同好会にて長く展覧会を続けております。

TK-X シリーズ写真展はその個人作品を展示致しました。  

写真同好会においてメインで活躍されるメンバーは、撮影数も多く個

展を開けるほどにも成ります。L.畔柳東一には今後も展覧会や同好会

活動にて、多く目を楽しませていただく作品を期待しております。 

 

 

第 2 回  4R1Z ゾーン会議  

日時 2016 年 12 月 13 日（火）16：30～ 場所 岡崎ニューグランドホテル 

 

【会議出席者】 

334 複合地区 

 FWT コーディネーター 家族及び女性委員長 L.小泉素子 

4R1Z ゾーン・チェアパーソン L.黒部勝利 

4R LCIF・国際関係委員 L.山本静男 

4R1Z 合同会報編集委員長 L.稲吉康雄 

岡崎竜城ライオンズクラブ 

 会長 L.小林和好 

岡崎竜城ライオンズクラブ 

 幹事 L.犬塚純子 

  

 

 

第 1058 回例会  

日時 2016 年 12 月 14 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

今回の例会のメインは L.松平裕実の卓話、そして例会後の全体会

議です。  

卓話では L.松平裕実より半生と土地調家屋査士についての御話を

頂きました。土地家屋調査士は認知度が他の業種よりやや低く、目立

たないようです、しかし、土地の正確な面積、家屋の大きさや状況な

ど、新築改築問わず必要な業種であり、その大切さを L.松平裕実は説

きました。 
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例会後の全体会議は上記委員会のチャ

リティーコンサートでの広報ポスター及び

チラシが御披露目されました。ポスターや

チラシは各会員のお店や事業所、更に市

内の関係各所へ配布されます。多くの方

の目に触れられる様に期待しております。 
  

 

 

シーン･ボイスガイド付き映画上映会  

日時 2016 年 12 月 15 日（木） 場所 愛知県立岡崎盲学校 

 

シーン･ボイスガイドとは、視覚に難があるために映画視聴をし難い

方々へ向けての活動です。ボイスケインと呼ばれる団体が行なってお

り、映画等に音声ガイドを付けて各状況をわかり易く伝広く楽しんで頂

こうと努めております。 

今年度のチャリティーコンサートと対になるアクティビティであり、多く

の子供たちに楽しんで貰える様に願っておりました。 

 

午前は小さなお子様向けの上映会でし

た。最初 2 作は人形劇の映画でしたが、ど

ちらも動きが多く解説が無ければわからな

い部分も多く、ガイドがあることで補える躍

動感を感じることが出来ました。 

最後の作品は防災をテーマとしたアニメ

作品でした。防災についてのレクチャーを

アニメにて受けれる新鮮さが子供たちにと

ても受けたようです。 

  

 
 

 

午後は中・高等部の生徒となります。「アナと雪の女

王」、日本では 2014 年に公開された映画です。この作

品の人気は誰もが知っている通りで、王道のエンター

テイメントと言える位に誰もが楽しめる物となっておりま

す。それ故に、視覚が困難であっても楽しんで頂ける

事が大切であると思われます。 作品の中では特にア

ナが活発に動くため、ガイドの解説が重要と成ります。

それ以外のキャラクターもまた、まるでミュージカルの

様に歌い跳ねます。如何にその動きを伝えるか、伝わ

るかによって子供たちの楽しみを左右するため、ボイス

ケインの皆様の努力に感謝致しました。 
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チャリティーコンサート広報活動  

日時 2016 年 12 月 21 日（水） 場所 東部地域交流センター・地域交流センター 

 

第 1058 回例会にて発表のありました、市民チャリティーコンサートの

チラシ及びポスターの配布を開始いたしました。 

主たる配布先は委員会などで割り振られており、PR・IT 委員会では

上記二箇所へ行って参りました。担当は PR・IT 委員長 L.稲吉康雄で

す。 

他の委員会や会長なども市の関連施設等へ御邪魔させて頂きまし

た。皆様方のご協力に感謝致しております。 

 

 

第 1059 回クリスマス家族例会  

日時 2016 年 12 月 24 日（土）18：00～ 場所 岡崎ニューグランドホテル 

 

クリスマス家族例会は会員の御家族、特にお子さんお孫さんを招い

て開かれるクリスマスパーティを兼ねた例会です。会員の中には高齢な

方も多いので、親子三代での出席も多く見られます。 

通常の例会内容が終了後に懇親会、つまりクリスマスパーティとなり

ます。キャンドルサービスではお子さん達がテーブルを回りキャンドル

に火を点けていきました。その流れのまま、ステージに上がり、きよしこ

の夜の斉唱へ。 

会食では各テーブルでの団欒も賑やか

に料理や御酒などを皆楽しみました。アト

ラクションではピエロのコロコロさんの演奏

やバルーンパフォーマンス、そして会長 L.

小林和好のサプライズプレゼントとしてジャ

ズシンガーによるミニコンサートが開かれま

した。 

  

 

その後、会長幹事のサンタによるプレゼント交換会

が開かれました。子供たちはくじを引いてその内容によ

りサンタから様々なプレゼントを手渡されました。毎年、

子供向けに何がいいか頭を悩まされる物ですが、お子

さんたちに好評であり喜ばしい事でした。 
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来月以降のアクティビティなど 

日時 2017 年 1 月 25 日（水） 場所 岡崎東公園 

［ 岡崎東公園植樹贈呈式 ］ 

今回で第 6 回目となる植樹贈呈式でございます。イロハモミジの贈呈となります。 

 

日時 2017 年 2 月 4 日（土） 場所 岡崎市せきれいホール 

［ 第 28 回市民チャリティーコンサート ］ 

Soulful Valentaine Concert と言うタイトルで、行うジャズコンサートです。岡崎市

ではジャズは盛んであり、多くの方の関心を集める事を期待しております。  

日時 2017 年 2 月 7 日（火）14：00～ 場所 岡崎市民会館 あおいホール 

［ 第 32 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メイン継続アクトの一つです。中学生へ本物のオーケ

ストラを体感してもらえる様に活動しております。  

日時 2017 年 2 月 9 日（木）12：45～ 場所 岡崎市立六美中学校 

［ 第 2 回薬物乱用防止教室 ］ 

今年度、第 2 回薬物乱用防止教室は岡崎市立六美中学校です。今年度は岡崎市

内でも事件となる事があり、啓蒙活動は更に重要度を増しております。  
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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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