
発足例会
７月 3日　出雲殿 

７月活動報告Activity Report

 　ライオンズクラブでは新年度を７月に迎ます。会長，副会長などすべての役員が１年で替わります。

岡崎南ライオンズクラブは毎月第１第３木曜日に例会を開催しているため，今日７月３日が新年度のスタ

ートとなります。今年はライオンズクラブにご興味をお持ちの方を含め広くわかりやすい活動報告をさせ

ていただきます。はじめに一般には馴染みのないクラブ固有の表現をご説明いたします。クラブ内では個

々を○○ライオンと呼び合い L.○○と表記します。通常の生活ではこのような呼び方はいたしませんが，

クラブ内ではみなお友達という紳士的な理念で○○ライオンと呼び合っています。

　７月３日出雲殿で発足例会を開催いたしました。開会式のようなものです。当クラブの執行部のメンバ

ーを紹介いたします。

　会長は L. 佐々木保明です。クラブのあり方、活動の理念を重視するまじめで理論派のキャラクターです。

副会長は第１～第３までの３名で構成されます。第１副会長は通常次期会長になるのか当クラブの慣例で

す。第１副会長は L. 小戸森憲です。会計分野を専門にしますがあらゆるジャンルに精通する博識辛口メン

バーです。第２副会長は L. 加藤眞司です。気さくでまじめな甘口メンバーです。第３副会長は L. 村上雅郁

です。温厚，誠実で各活動を誠実にこなすメンバーです。幹事は L. 野畑裕司です。だれにでもすかれるナ

イスガイです。その他様々な活動の拠点となる各委員会およびその委員長につきましては今後順次ご紹介

させていただきます。今年度の岡崎南ライオンズクラブは相当楽しく、しかも様々な奉仕活動を積極的に

楽しく行うクラブとなりそうです。是非当クラブに興味を持っていただき、ご一緒に活度してみませんか。



第５１代　佐々木保明　会長

小戸森憲第１副会長 加藤眞司　第２副会長

村上雅郁　第３副会長 野畑裕司　幹事



楽団ホットアンサンブル 七夕まつり　ふれあいコンサート
７月６日　藤花荘

７月活動報告Activity Report

７月６日　藤花荘にて岡崎南ライオンズ

クラブホットアンサンブルによる七夕ま

つり　ふれあいコンサートが行われまし

た。佐々木保明会長の挨拶に続き全 15 曲

の楽しく暖かい演奏が続きました。

オープニングは「世界に１つだけの花」で

はじまりました。

　参加されました皆様とのふれあいを通じ

楽しい時間を過ごすことができました。佐々木会長

L. 木野 瀬清隆

司会をする L. 服部有哉とホットアンサンブルのメンバー

約２時間疲れを感じさせない L. 杉浦

民扶と L. 近藤信行。

今回は楽器搬送のお手伝いをした西島三郎こと L. 山本

隆義が飛び入りでボーカルとして参加。

「祭り」を熱唱し、

会場が一段と盛り上

がりました。

今年度も元気に、明

るくスタートした楽

団ホットアンサンブ

ル。音楽好きのメン

バーの入会をお待ち

いたしております。



夏期 YCE　派遣

活動報告Activity Report

夏期YCE派遣生

　岡崎南ライオンズクラブスポンサ
ー川本沙弥香さんのフランス派遣
先が決まりました。

　写真は6月15日(日)に名古屋キャッ
スルプラザホテルで行われた334-A
地区の夏期YCE派遣候補生オリエン
テーション時に撮影(昨年度 4ＲＹＣ
Ｅ委員 L.乗松佳代子撮影)しました。
当クラブからは昨年度副幹事L.原とY
CE委員長L.古澤も出席いたしました。

　フランス派遣は３名でしたが、オ
リエンテーション当日派遣先が決ま
っていない派遣生は川本さんだけで
した。

　ライオンズ国際ユースキャンプ及
び青少年交換プログラムは、人生を
変える経験をもたらすプログラムで
す。参加者は、自国であれ、外国の
訪問先であれ、ホスト・ファミリー
との生活であれ、またはキャンプに
参加しながら、ユニークな文化に触
れて学ぶことを体験できます。
　派遣前のホストファミリーとのメ
ール交換なども非常に貴重な体験と
なるため、派遣先が決まらず心配い
たしましたが、７月３日にホストフ
ァミリーが決まりました。関係各位
の皆様、ありがとうございます。

派遣先　フランス Bordeaux  and Moirax

川本沙弥香　さん

L. 古澤
L. 原

川本沙弥香　さん





第 1206 回　卓話例会
７月 17 日　定例会場 

７月活動報告Activity Report

今年度定例会場で初めての例会です。司会は担当委員長 (会
則・付則及び GMT 委員会 )L. 飯田　朗です。委員長自らの司
会、当クラブは自由で明るい雰囲気を特徴としていますので、
新しく入会されたメンバーから会長経験者のメンバーまで広
く活躍されています。

このような雰囲気ですので、出席報告
は第 44 代会長 L. 小林数生が出席委員
代表として出席報告をいたしました。

当クラブでは岡崎市小中学校読書感想文感想画コンク
ールの後援をさせていただいております。
本日の例会では同コンクールを主催されます岡崎市教育
委員会から代表として広幡小学校学校長　渥美久美子様
がご挨拶にみえました。

今回の例会における卓話は、当ク
ラブメンバーの L. 杉田幸久が「も
の作りと特許」をテーマに話され
ました。
L. 杉田は、株式会社岡杉巧作所の
代表取締役社長で、特殊ではなく
「かわったもの」を何でも作ってい
ますという結びの言葉でお話をさ
れました。

メンバーは配布された資料を読みながら真摯に耳をかたむけてい
ました。

司会 L. 飯田　朗

出席報告をする L. 小林数生

広幡小学校校長　渥美久美子様

卓話をされる L. 杉田幸久

特許証

後姿で分かります L. Y



「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭キャンペーン
７月 24 日　イオン岡崎南 

７月活動報告Activity Report

薬物乱用防止キャンペーン
「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動街頭キャンペーンに参加
いたしました。当日は岡崎
保護区更生保護女性会、岡
崎市学校薬剤師会、ライオ
ンズクラブ、ボーイスカウ
ト、ガールスカウトの皆さ
んと一緒にイオンでパンフ
レットの配布と募金を通し
て薬物乱用防止活動を行い
ました。 ガールスカウト

L. 長谷川

委員長 L. 山本隆義

第１副会長 L. 小戸森　憲

第１副会長 L. 小戸森　憲、委員長 L. 山本隆義、幹事 L. 野畑裕司 ,L. 長谷川 (今月入会 )がイオン
正面入口でパンフレットを配り普及運動を行いました。

ガールスカウトが募金活動も同時に行いました。ご協力をいただきました市民の皆様、ありがとうこ
ざいました。

幹事 L. 野畑裕司



8 月活動報告Activity Report

夏期 YCE　派遣生出発 夏期YCE派遣生がフランスに向かっ

て中部国際空港から出発しました。

　岡崎南ライオンズクラブスポンサ

ー川本沙弥香さんほかヨーロッパ派

遣生が8月４日朝7時にセントレアに

集合し、出国手続きを行いました。

　フランス派遣生は334A地区では

３人で、フランクフルト経由でシャ

ルル・ド・ゴール国際空港まで同じ

便でのフライトです。

　ホームステイ先で多くの経験をし、

元気に帰国することを祈るばかりで

す。川本沙弥香　さん

　当日セントレアではYCE委員長L.

松井広児と副委員長L.原孝広が川本

さんを見送りました。

　夏休みに入り、空港は人であふれ

ていましたが、お揃いの清潔な青い

ジャケット姿の派遣生が一際目立ち

ました。

　川本さんのフランスでの滞在は

 Bordeaux  とMoiraxです。

　帰国後の体験談が楽しみです。

L. 松井広児

L. 原　孝広

川本さんからL.原孝広に無事パリに

到着したとのメールがありました。

パリでライオンズクラブのメンバー

と合流し、ホテルで一泊し翌日午前

中はパリを見学し午後に高速列車で

ボルドーへ移動するそうです。

フランスのライオンズクラブメンバ

ーの皆様、暖かいおもてなし、あり

がとうございます。



第 1207 回　卓話例会
8 月 7 日　定例会場 

8 月活動報告Activity Report

　前年度決算承認例会を定例会場で行いま

した。司会は担当委員長 (財務委員会 )L. 内

田文夫です。

　当クラブで決算といえば予算を知り尽くし

た L. 畝部泰則です。清流の流れのように説

明される財務報告でした。

　第１例会では誕生日、

結婚記念日などの祝福

を行いますが、L. 渡邊

征勝が古希をむかえら

れました。おめでとうご

ざいます。

　当クラブのメンバーは

皆さん実年齢より相当若

く見えます。

L. 畝部泰則

古希の祝福を受ける L. 渡邊征勝

　今年度新しくメンバーにな

られた L. 渡瀬栄一は、入会

とほぼ同時に長女が誕生され

たことを例会で紹介されまし

た。例会ではいつも新鮮な話

題が耐えないクラブです。

L. 畔柳真吾

L. 石川　敏

ファイン・ドネーション報告。L. 石川敏まだまだ現役です。

L. 渡瀬栄一



第 1208 回　納涼例会
8 月 21 日　フォレスタヒルズ 

8 月活動報告Activity Report
岡崎市のお隣，豊田市のフィレス

タヒルズにおきまして納涼例会を

行いました。気温 30℃を超える暑

い一日でしたが、緑が美しく市内

より涼しい会場で、気分爽やかに

例会を行うことができました。

　担当はレクリェ－ション委員会。

委員長 L. 中川貴史、担当委員会の

メンバーの努力が実り、明るく、

楽しい例会となりました。会場に

はタロット占いのコーナーや似顔

絵師による似顔絵コーナーを設け

非常に充実した一日となりました。

L. 伊藤勝嘉 L. 永井孝一

似顔絵は短時間 (数分 )で描かれますが、なるほどと感心する作品ばかりで、好評でし

た。

例会の司会は担当委員会副委員長 L. 中村孝。メンバーのほかレディー、ご家族も参加

され、和やかな雰囲気いっぱいでした。



L. 山田敏博 L. 中根正人 L. 杉浦民扶

L. 齋藤孝夫 L. 黒部忠勝

L. 渡邊征勝

L. 鈴木邦太

L. 小戸森憲

似顔絵

Garden Restaurant

Ruscello

L. 大原憲一

L. 内田文夫



第 1209 回　地区ガバナー公式訪問例会
9 月 4 日　リブラ 

9 月活動報告Activity Report

ガバナー L. 加藤助太郎の笑顔が印象的でした。

地区ガバナー L. 加藤助太郎をお招きし、リブラにてガバナー公式訪問合同例会を開催し

ました。当クラブが担当するためメンバーが協力して準備をしました。司会は当クラブ

幹事 L. 野畑裕司がつとめました。

ガバナー L. 加藤助太郎



菅生川草刈一斉清掃
9 月 7 日　菅生川 

9 月活動報告Activity Report

９月７日朝６時から菅生川河川敷にて草刈奉仕を行いました。当日は明け方まで雨が降

り続き、中止になるのではと心配しましたが、５時には雨も上がり、草刈りをすること

ができました。６時前にはメーバーが続々と集まり、自主的に草刈りをはじめました。

誰一人手をとめることもなく作業を進め、開始の挨拶が遅れたこともあり、挨拶が終わる

ころには綺麗に草を刈ってしまいました。早朝からメンバー揃って元気に活動できるたこ

とに感謝いたします。



楽団ホットアンサンブル 第 22 回敬老芸能祭
9 月 11 日　岡崎市社会福祉事業団　高年者センター岡崎

9 月活動報告Activity Report

９月 11 日　岡崎市社会福祉事業団高年者

センター岡崎におきまして、敬老芸能祭が

開催されました。岡崎南ライオンズクラブ

ホットアンサンブルが 13:00 から生オケ大

会で演奏を行いました。また、L. 近藤が熱

唱され、楽しい活動を行うことができまし

た。
L. 木野 瀬清隆

　司会をする L. 服部有哉とホットアンサ

ンブルのメンバー。

　毎年恒例の演奏会ですが、今年も出演依

頼をいただき、無事演奏をさせていただく

ことができました。関係者の皆様に感謝い

たします。

疲れを感じさせない L. 杉浦民扶と L. 近藤信行。

L. 服部有哉

L. 杉浦民扶L. 近藤信行



薬物乱用防止教室
９月 16 日　岡崎市立矢作南小学校 

９月活動報告Activity Report

９月 13 日火曜日、岡崎市立矢作南小学校で薬物乱用防

止教室を開きました。学校の入り口にはクラブの活動を

歓迎していただけるすばらしいご案内を用意していただ

きました．

挨拶する佐々木会長

６年１組 (担任牧令子先生 )、６年２組 (担任川田真基

先生 )、６年３組 (担任国本桃枝先生 )、６年４組 (担

任尾山和昭先生 )の児童さんを対象に L. 山本隆義、L.

飯田朗、L. 中川貴史 L. 松井広児が薬物の怖さについて

お話をいたしました。

教室を始める前に、校長先生にお話の内容をまとめた

レジュメと使用する画像についてご説明をいたしました。

大きな声が特徴の L. 飯田

担任の先生と生徒さんにご協力いただく L. 松井

手作りの資料で教室を進める L. 山本
L. 飯田とは対照的にとにかく真面目な L. 中川

教室はあっという間に終了しました。最近では薬物により様々な事件が発生しています。身近に潜む違法薬物

の怖さが伝わればと、クラブを上げてがんばっています。



第 1210 回　卓話例会
9 月 18 日　旧定例会場 

9 月活動報告Activity Report
今年度は、まともな例会運営がスタート

以降ほとんど無い。会場は定例会場が使

用できず、急遽昨年度まで使用していた

定例会場 (岡崎信用金庫中央支店 3F) を

使い、例会を開催した。全くのお粗末で

ある。マイク無しのひどい状況で、LT を

初めとする関係者が必死になって例会を

開催することができた。

　はじめに故 L. 林明良のご家族が訪問さ

れ、丁寧なるご挨拶をいただいた。昨年

の 50 周年記念式典で、実に重みのある、

まさにライオンの鏡と心打たれるご挨拶を

いただいたことを思い出し、全員が黙祷を

捧げた。

　司会の L. 鈴木啓介にはマイクの無い中、

大声で必死に進行を進めていただいた。

　旧会場に懐かしさを感じる反面、これ

までに経験したことのない粗末な例会に

寂しさを覚えた。

　例会ではチャリティー芸能際の取りやめ

について会長から長々と説明があった。今

年度会長のメインアクトの１であるチャリ

ティー芸能際の取りやめが例会にて全体承

認された。これでまた１つ南ライオンズの

顔が失われた。

　一方、卓話は非常に興味深いお話となっ

た。講師は我がクラブのメンバー L. 松井

公児である。今年の作柄、田畑で起こる

異常な現象などを的確にお話いただいた。

　このようなメンバーとして尊敬できる

お話をしていただいた L. 松井が冒頭、入

会してから何度やめようと思ったか実直に

お話いただいた。楽しいクラブ？委員長だ

けが大変で、方向性も個性も見えてこない

昨今。ライオンズの誓いを毎回唱えながら

そのような言動・行動がほとんど感じられ

ない。

マイクなしでがんばる副幹事 L. 鈴木

「農業と私」と題して卓話いただいた L. 松井



第 1211 回　地区役員訪問例会
10 月  2 日　定例会場 

10 月活動報告Activity Report

　10 月第１例会は地

区の役員の皆様をお

招きしての「地区役

員訪問例会」でした。

4R・1Z ZC の L. 神尾

昌夫、4R 環境保全委

員 L. 河合幹夫、4R

検眼・献腎・献血・

骨髄移植推進・聴覚

委員 L. 尾山　剛を

お迎えし活動につい

てお話をしていただ

きました。

ZC L. 神尾昌夫

L. 尾山　剛 L. 河合幹夫

ZC には主に LCIF への献金についてその重要性

をお話頂きました。

LCIF の交付金は、平均で年 3,000 万ドルです。

206 か国 135 万人のライオンズ会員からの献金

が、LCIF の収入の大部分を構成しており、これ

によって LCIF は人道奉仕団体の世界的なリー

ダーとなっています。 ライオンズは自らの献金

が重要な意味をなし、すべての献金が 100%、支

援を必要とする人々のために直接活用されるこ

とを知っています。 ここがユニセフ募金などと

大きく異なります。ユニセフ (日本 )では、ホームページに記載されていますように「預か

りする募金の最大 25% の範囲内で、募金活動 （領収書 /寄付控除申請書類の印刷・発送費や

振込 /決済に係る費用などを含む）、広報・啓発活動など、日本国内での活動に関わる費用

に充てさせていただいております。2013 年度は、皆さまからお預かりした募金の 81.5% が

ユニセフ本部に拠出され、子どもたちを支援する活動にあてられました。」と 100% が奉仕活

動にあてられていません。81.5% はユニセフ本部に拠出されるということは、さらにこの拠

出金から活動自体に関わらない費用が発生していることになります。

　L. 河合幹夫には地球環境の保護につきお話をいただきました。

　L. 尾山　剛には最近検眼が非常に少なくなっていることをお知らせいただきました。

私たちライオンズクラブのメンバーは常に、さらなる奉仕活動の発展を目指し、日々奉仕

活動に邁進すべきことを再認識した例会でした。



世界ライオンズ奉仕デー合同アクティビティ
10 月 8 日　岡崎市樫山町夏山　おおだの森 

10 月活動報告Activity Report

　2014 年度「世界ライオン
ズデー合同アクティビティ」
1Z 合同アクティビティーと
して岡崎市樫山町夏山「お
おだの森」に山桜の苗を植
樹しました。
　当クラブからは 4R・1Z　
ゾーンチェアパーソン L. 神
尾昌夫、会長 L. 佐々木保明、
1Z 合同会報誌編集委員 L. 倉
橋崇が参加し、植樹をいたし
ました。
　おおだの森までのアクセス
には厳しいものがありました
が、里から眺める桜は非常に
きれいで、植樹した苗が無事
花を咲かすことを期待します。

幹事 L. 野畑裕司

L. 倉橋　崇

L. 野畑裕司

４R/１Z　ZC L. 神尾昌夫

会長 L. 佐々木保明

追記　本年度植樹した 10 月

には、日本人が３
人もノーベル賞を
受賞しました。青
色 LED の発明によ
る受賞です。LED
は非常にエネルギ
ー効率が良く、C
O2 の削減に著し効
果があります。地
道な植樹活動に加
え、LED による環
境対策にも是非活
動を広げたいもの
です。



第 1212 回　10 月第２卓話例会
10 月 16 日　定例会場

10 月活動報告Activity Report

卓話例会でしたが、新入会員を紹介する例会も兼ねました。３名の方が新しくラ

イオンとなられました (L. 山本直人、L. 高柳英幸 ,L. 仲住元伸 )。３名とも非常

にお若く、今後のご活躍を期待いたします。

ガバナー L. 加藤助太郎

L. 仲住元伸
L. 山本直人

L. 高柳英幸

卓話は「家康公に学ぶ」と題して岡崎塾・歴史教室　主宰一橋章男様にお話いただきま

した。岡崎城の地図なども拝見でき、その大きさに驚きました。

「歴史に学べ」。古今東西において言われ続けられていますが、その重要性を考えさせて

いただき、大変勉強になりました。一橋様ありがとうございました。

講師　一橋章男　様



第 1213 回　11 月第 1卓話例会
11 月  6 日　定例会場

11 月活動報告Activity Report

例会担当が YCE 委員会というこ

とで、YCE 地区役員　L. 石伊正

憲、YCEF 副会長 田中智子さん、

YCE 夏期派遣生 川本沙弥香さん

をお招きし、それぞれの活動お

よび今回のフランス派遣での経

験をお話いただきました。

YCE 地区役員　L. 石伊正憲には

YCE 奉仕活動全体のお話を中心

にお話いただきました。

YCEF 副会長 田中智子さんには、

YCEF の活動全般を詳しくお話い

ただきました。短い時間の中、

非常に内容の濃いお話をお聞き

でき、大変有意義な時間を過ご

すことができました。

冬季を含め益々のご活躍を期待

しております。

YCE 地区役員　L. 石伊正憲

YCEF 副会長　田中智子さん

YCE 夏期派遣生　川本沙弥香さん

YCE 夏期派遣生 川本沙弥香さんには、フラ

ンス南部２家族での派遣経験談をお話いた

だきました。パリ到着からボルドーまでの

不安に満ちた出発からボルドーでの有意義

な経験、日本とフランス南部との文化の違

いなど楽しく聞かせていただきました。ボ

ルドーから移動した先の家庭で、パリ観光

など滞在先ライオンの多大なる奉仕活動を

受けられたことをお聞きし、同じライオン

として感動を受けました。



ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

11 月活動報告Activity Report

　2014-2015 年度「ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト」に、岡崎市立矢作西、

大樹寺、三島、広幡、緑ヶ丘小学校様のご協力ををいただき、参加いたしました。

　緑ヶ丘小学校様と矢作西小学校様からお預かりした作品が、４リジョン優秀賞をいた

だきました。ご参加いただきました皆様と、学校長様、各学校関係各位の皆様に心より

お礼申し上げます。

岡崎市立緑ヶ丘小学校 岡崎市立矢作西小学校

岡崎市立矢作西小学校長後藤充人様 岡崎市立大樹寺小学校教頭片桐徹様 岡崎市立三島小学校長後藤充人様

岡崎市立広幡小学校長渥美久美子様 岡崎市立緑ヶ丘小学校長山本知子様



第 1214 回　11 月第 2卓話例会
11 月  20 日　定例会場

11 月活動報告Activity Report

例会担当は会則・付則及び GMT

委員会。

　「入ってよかった！　その保険」

と題して株式会社エリアサポート

トヨオカ　代表取締役　高橋英二

氏をお迎えしてお話をしていただ

きました。

　当日はカラー刷りの資料も用意

していただき、良い勉強となりま

した。

高橋様、ご多忙のところ貴重なお

話をいただき、、ありがとうござ

いました。

YCE 地区役員　L. 石伊正憲高橋　英二様

　しかし、今年度の例会会場は、

開催会場がよく変わります。例会

を担当していただいたメンバーの

皆様ありがとうございます。

　昨年度までの歴史ある威厳に満

ちた例会を思いだし、寂しいくな

りました。

実際は、書くことがありません。



薬物乱用防止教室
11 月 28 日　岡崎市立福岡中学校 

11 月活動報告Activity Report

会長 L. 佐々木保明が率先して教室に参加しました。

分かりやすい丁寧な説明を心がけた教室となりました。

挨拶する佐々木会長

L. 野畑裕司は生徒さんに親しみやすい話術で、薬物の怖

さをお話をしました。

いつものように L. 石川光昭の巧みな話術で、生徒さん

は話しに引きこまれます。

11 月 28 日、岡崎ライオンズクラブさんが４教室同時

では薬物乱用防止教室を開けないとのことで、急遽

当クラブが教室を開きました。

委員長 L. 山本隆義はとにかくまじめに薬物の怖さを訴え

、教室全員が参加する講義となりました。

L. 松井公児の教室では、担任の先生の熱心なご協力の基、

容易に身近に薬物と接することができてしまう怖さについ

てお話をしました。

なお、先日 11 月 27 日には岡崎高校定時制で

薬物乱用防止教室を開きました。



実践体験文発表会
11 月 29 日　甲山会館 

11 月活動報告Activity Report

挨拶する佐々木会長

11 月 29 日、[明るい社会づくり岡崎地区推進協議会

」主催による、第 31 回実践体験文発表会および表彰

式が行われました。当クラブでは岡崎南ライオンズク

ラ賞を設け、活動に協賛いたしました。

当日は会長および幹事が参加し、岡崎南ライオンズク

ラブ賞を授与いたしました。



献血活動
11 月 29 日　イオンモール岡崎　１F 

11 月活動報告Activity Report

　イオンモール岡崎にて
献血を呼びかける活動を
行いました．
　副会長 L. 小戸森憲、
副会長 L. 加藤眞司、委員
長山田敏博 ,L. 渡邊征勝
L. 江山義雄 ,L. 多々内文
雄 L. 松山純大をはじめ、
朝 9:30 から準備をはじめ、
16:00 まで、献血にご協力
いただけるよう、呼びかけ
をいたしました。
　多くのメンバーが休日返
上での活動、お疲れ様で
した。

幹事 L. 野畑裕司

第２副会長 L. 加藤眞司

第１副会長 L. 小戸森憲

L. 江山義雄

L. 松山純大

L. 山田敏博

L. 渡邊征勝L. 多々内文雄



第 1215 回　12 月第 1  T・T 例会
12 月  4 日　定例会場

12 月活動報告Activity Report

例会担当は T・Tという珍しい企

画での例会となりました。

L. 小林繁三郎、L. 畔柳勝、L. 斉

藤文夫、L. 松下克己、L. 米津定

之、L. 加藤眞司、L. 松岡聡道、L.

山本隆義が誕生日の祝福を受けま

した。

ライオンズクラブ国際協会の正式

な慈善組織であるライオンズクラ

ブ国際財団（LCIF）に献金された

メンバーが紹介されました。非常

に多くのメンバーが献金されまし

た。

YCE 地区役員　L. 石伊正憲高橋　英二様

　T・TL. 石川敏、副 T・TL. 中川

貴史、L. 畔柳真吾の企画により、

楽しくドネーションをするという

少し変わった例会となりました。

きれいな女性がカクテル (ノンア

ルコール )を作るパフォーマンス

の後、そのカクテルを購入し、ド

ネーションするという企画でした。

ライオンズクラブのありかたにつ

いて大いに考えさせられる例会と

なりました。



石垣島マングローブ植栽助成事業
12 月 5 ～ 7 日　沖縄県石垣島 

12 月活動報告Activity Report

　恒例となりました石垣島マングローブ植栽助成事業。

八重山 L.C. との交流を図り、環境保全活動を行うため，12 月

5 ～ 7 日の３日間 ,沖縄県石垣島に総勢 12 名 ( 会長 L. 佐々木

保明、第一副会長 L. 小戸森憲、幹事 L. 野畑裕司・同婦人野畑

恵、L. 伊藤勝嘉、L. 石川敏、L. 多々内丈雄、、L. 米津定之、L.

松山純大、L. 田中正実、L. 中川貴史、L. 畔柳真吾 )でマング

ローブ植栽活動を行いました。

 中部国際空港を 10:35 に出発し、13:35 に石垣空港に到着。

　夕食を八重山 L.C. のメンバーとご一緒いたしました。八重

山 L.C. の皆様、毎年ありがとうございます。

　マングローブ植栽を終えた二日目の夜に

はホテルミヤヒラ開かれた八重山ライオン

ズクラブ第 1250 回例会に参加いたしまし

たました。同例会で開いていただきました

歓迎懇親会では、八重山ライオンズクラブ

会長 L. 岡部厚志へ岡崎南ライオンズクラ

ブ会長 L. 佐々木保明より、マングローブ

植栽事業助成金が手渡されました。

一本一本の苗を大切に育てていただき本当

にありがとうございます。

　マングローブ約 500 本、植栽いたしました。苗が流

出しないよう竹を用いた添え木を L. 田中正美が用意

しました。

八重山 L.C. 会長　L. 岡部厚志

会長　L. 佐々木保明



楽団ホットアンサンブル 愛厚ホーム岡崎苑クリスマスコンサート
12 月５日　社会福祉法人　愛厚ホーム岡崎苑

12 月活動報告Activity Report

12 月 5 日　社会福祉法人愛厚ホーム岡崎苑

主催のクリスマスコンサートが開催されま

した。

岡崎南ライオンズクラブホットアンサンブ

ルが 14:00 から演奏を行いました。

ホットアンサンブルの演奏で皆さんととも

に歌いながら楽しい時間を過ごすことがで

きました。

L. 木野 瀬清隆

　前半はホットアンサンブルの演奏による

生おけとなりました。

　毎年恒例の演奏会ですが、今年も出演依

頼をいただき、無事演奏をさせていただく

ことができました。関係者の皆様に感謝い

たします。

L. 杉浦民扶L. 近藤信行

L. 近藤信行

L. 近藤信行

L. 杉浦民扶。

L. 木野瀬清隆



薬物乱用防止教室
12 月 9 日　岡崎市立北野小学校 

12 月活動報告Activity Report

第一副会長 L. 小戸森憲が教室開催冒頭でライオンズ

クラブの活動について紹介をしました。

挨拶する佐々木会長

普段は裁判所法廷で弁護士として堅い話ばかりの L. 牧野

守ですが、教室では生徒さんに親しみやすい話術で、薬

物の怖さを伝えました。

温和な話し口で薬物の怖さを語る L. 太田利男。

12 月 9 日、岡崎市立北野小学校にて 6年生を対象に

３クラスで 14:00-14:45 薬物乱用防止教室を開きま

した。

大きな声と親しみやすい人柄で教室を進める L. 飯田朗。

生徒さんはその迫力に引き込まれます。

　恒例ですが、教室の最後には担任の先生にご協力いた

だき、寸劇で、薬物が如何に身近に存在するか紹介しま

した。

生徒の皆さん、一生懸命聞いていただきありがとう。

生徒さんの将来に役立つことを心より願います。



薬物乱用防止教室
12 月 12 日　三河歯科衛生専門学校 

12 月活動報告Activity Report

挨拶する佐々木会長

岡崎市内にある三河歯

科衛生専門学校の１年

生を対象に L. 神尾昌

夫による 90 分の薬物乱

用防止教室を開きまし

た。

　L. 神尾昌夫は薬剤師

ということもあり、薬

物全般に関する危険性

を、豊富な経験と知識

により話しました。

　当クラブには豊富な

専門知識を有する会員

も多く、教室に同席し、

これからもこれらの知

識を基に地域の皆様の

お役に立てる奉仕活動

を展開してゆきたいと

考えます。

教室終了後は生徒さんと個々に薬物の危険性をお話させていただきました。

L. 神尾昌夫

教室終了時にはどのような薬物があるのか L. 山本隆義、L. 野畑裕司が薬物標本 (みほん )を使い説明いたしまし

た。



楽団ホットアンサンブル 愛恵協会クリスマスコンサート
12 月 13 日　社会福祉法人　愛恵協会

12 月活動報告Activity Report

12 月 13 日　社会福祉法人愛恵協会主催の

クリスマスコンサートが開催されました。

岡崎南ライオンズクラブホットアンサンブ

ルが 10:30 から演奏を行いました。

会場は皆さんの楽しい歌い声でいっぱいと

なりました。
L. 木野 瀬清隆

　前半はホットアンサンブルの演奏による

生おけとなりました。

　毎年恒例の演奏会ですが、今年も出演依

頼をいただき、無事演奏をさせていただく

ことができました。関係者の皆様に感謝い

たします。

病気を克服され演奏する L. 杉浦民扶。
L. 杉浦民扶L. 近藤信行

L. 近藤信行

L. 佐々木保明

参加者の皆様と熱唱する佐々木会長と

L. 近藤信行。



第 1216 回　クリスマス家族例会
12 月 18 日　ニューグランドホテル 

12 月活動報告Activity Report

12 月 18 日前日は 12 月に異例の積雪を記録した岡崎市ニューグランドホテルにてクリスマス
家族例会を開催しました。沢山のご家族が参加され、賑やかな例会となりました。

会長 L. 佐々木保明

第一副会長 L. 小戸森憲
第二副会長 L. 加藤眞司

これまでになく楽しい懇親会の企画を主に
担当した L. 石川光昭が得意の話術で懇親会
を盛り上げます。

入会して初めてです。懇親会の会場が一体
となりました。メンバーご家族全員が歌手
坂本冬休みさんのクリスマスショーを楽し
みました。

坂本冬休みさんと佐々木会長。非常に楽し
そうでした。人柄が出ます。

「またあう日まで」を歌い楽しい例会は終演
となりました。

L. 石川光昭

歌手坂本冬休みさん



第 1217 回　新春例会
1 月 1 日　ニューグランドホテル 

1 月活動報告Activity Report

2015 年 1 月 1 日元旦、新春例会に

先立ちまして、龍城神社にてご祈

祷していただきました。

新春から身が引きしまり、良い年

を迎えることができました。

新春例会には会長 L. 佐々木保明、

前会長 L. 大原憲一、第一副会長

L. 小戸森憲、第二副会長 l. 加藤

眞司、第三副会長 L. 村上雅郁が

揃い、引き締まった例会

を開催することができました。

古希を迎えられた L. 石川　敏、

喜寿を迎えられた L. 伊藤勝喜が

メンバーから祝福されました。

両ライオンとも聡明かつ非常にお

元気で、我がクラブをしっかりと

支えていただいています。

　お二人の今後のご活躍とご健康

をメンバー全員がお祈りいたして

おります。

会長 L. 佐々木保明

第一副会長 L. 小戸森憲
第二副会長 L. 加藤眞司

第三副会長 L. 村上雅郁

L. 伊藤勝喜

L. 石川　敏

前会長 L. 大原憲一



第 1218 回　１月第１卓話例会
1 月 15 日　定例会場 

1 月活動報告Activity Report

定例会場にて１月第二卓話例会

を開催しました。卓話に先立ち、

薬物乱用防止教育認定講師養成

講座を受講し、認定講師となった

メンバーが紹介されました。新し

入られたメンバイーの多く (L. 鈴

木啓介、L. 石川剛、L. 高橋英幸、

L. 山本直人 )が受講され、新た

な講師となりました。

卓話は等クラブメンバーの L. 渡

邊征勝に、「ハウスメーカーと住

宅ローン」-リーマンショックを

いかに乗り越えたか -と題して、

リーマンショック前後の異常な経

済の動向についてお話をしていた

だきました。

想像もつかない規模の異常なマネ

ーゲームが現在も続いていること

を改めて認識しました。

L. 伊藤勝喜

L. 石川　敏

薬物乱用防止教室を担当する青少

年育成委員会委員長 L. 山本隆義

も受講しゴールド講師となりまし

た。今年は２月に４教室開講する

予定で、メンバー一丸となって

薬物乱用防止活動に力をそそぎた

と考えております。

当岡崎南ライオンズクラブには、

薬剤師である専門家をはじめ多彩

な講師が在籍しています。地域の

皆様のお役に立てるよう奉仕活動

続けて参ります。教室開催をご希

望の皆様は是非等クラブまでご連

絡ください。

L. 渡邊征勝

L. 山本義隆



楽団ホットアンサンブル 京ヶ峰岡田病院ソーシャルセンター新春コンサート
1 月 22 日　京ヶ峰岡田病院ソーシャルセンター

1 月活動報告Activity Report

1 月 22 日 13:00-15:00 京ヶ峰岡

田病院ソーシャルセンターにて

楽団ホットアンサンブルが「新

春コンサート」を行いました。

当日は 200 人ほどの方が来場さ

れ、オープニングの「青い山脈」

に続き楽団の演奏で全 17 曲が演

奏されました。

楽しいコンサートはエンディング

の「好きになった人」で演奏を終

えることができました。

会場の設営にご協力いただいた皆

様、運営、進行などどにご協力い

ただきました皆様に心より感謝申

し上げます。

演奏をお聴きいただいた方々の幸

せを心よりお祈り申し上げます。

L.杉浦民扶L. 近藤信行

司会 L. 服部有哉

京ヶ峰岡田病院ソーシャルセンター

L. 木野瀬清隆

L. 近藤信行。

病気を克服され演奏する L. 杉浦民扶



薬物乱用防止教室
2 月 4 日　岡崎市立矢作東小学校 

2 月活動報告Activity Report

挨拶する佐々木会長

L. 畔柳真吾は、まず、生
徒さんと親しくなり、お
話の難しさをなくし、
わかり易い話をするように
心がけていました。

2月 4日、岡崎市立矢作東小学校で薬物乱用防止教室を教室を開きま
した。
今回の教室では L. 畔柳真吾が初めてデビューしました。
　対象は６年生の４クラスで３時間目 10:50-11:35 の授業枠でお話を
させていただきました。
　教室の終盤には、いつも、いかに身近に薬物を摂取してしまう危険
性が潜んでいるか、担任の先生にご協力をいただき、寸劇形式で実演
しています。
　当日は担任の先生がすばらしい演技で生徒さんにその危険性を伝え
るなど、学校の皆様にも大変お世話になり、無事教室を開催すること
ができました。

L. 飯田　朗は、大きな声
で、相変わらずパワフル
な教室を展開しました。
絶対ダメ、絶対ダメ。分
かっていただけるまで何
度も何度も生徒さんに訴
えかけ続けました。



第 1219 回　2月第１パンフレットは票例会
2 月 5 日　定例会場 

2 月活動報告Activity Report

定例会場にて 2月第一パンフレ

ット発表例会を開催しました。

パンフレットの発表に先立ち、

334-A 地区 LCIF 地区委員長 L. 黒

部勝利に総括的な LCIF の活動内

容などをお話いただきました。

LCIF による献金額は我が国が世

界中で最も多く、その国内で最も

多く献金しているのが我々の所属

する 334-A 地区であることなども

お話いただきました。

会長念願の岡崎南ライオンズクラ

ブのパンフレットが完成いたしま

した。クラブにていかなる活動を

させていただいているか、詳細に

わかり易く説明しています。

パンフレットはクラブの事務局に

ございます。

岡崎南ライオンズクラブの活動を

ご覧になりたい方は、事務局まで

お問い合わせください (Tel 0564

-83-8535)。

パンフレットの作成に主体となっ

て取り組んだパンフレット作成委

員会のメンバイーの皆様お疲れ

さまでした。

委員長 L. 原　孝広のローアで例

会をしめくくりました (原さんで

きそこないの写真ですみません )。

LCIF 地区委員 L. 黒部勝利

パンフレットの内容を説明する佐々木会長



第 50回岡崎市小中学校読書感想文・読書感想画コンクール表彰式
2 月 6 日　リブラ 

2 月活動報告Activity Report

平成 27 年２月 6日岡崎市図書館

交流プラザリブラにおいて第 50

回岡崎市小中学校読書感想文・読

書感想画コンクール (主催　岡崎

市教育委員会、岡崎市現職研修委

員会学校学校図書館部、後援岡崎

南ライオンズクラブ )の表彰式が

行われました。

岡崎南ライオンズクラブでは３名

の生徒さんに会長賞を授与いたし

ました。

上地小学校３年鷲津晴大さん

岡崎小学校４年大地春花さん

葵中学校２年瀬津明日翔さん

おめでとうございます。

読書離れが進むなか、同コンクー

ルを通じて子供たちの知性と感性

を高める努力をされた関係各位の

皆様に心よりお礼申し上げます。

パンフレットの内容を説明する佐々木会長

会長 L. 佐々木保明

岡崎市図書館交流プラザリブラ



薬物乱用防止教室
2 月 10 日　岡崎市立矢作北小学校 

  2 月活動報告Activity Report

講師は L. 牧野　守、L. 飯田朗 ,L. 長谷川智、L. 山本直

人が担当いたしました。生徒さんはビデオ放映中熱心に

ノートをとっていました。

挨拶する佐々木会長

担当委員長 L. 山本隆義の奥様が協力して、いかに身近

に薬物の危険が身に迫っているか熱演をされました。

L. 牧野　守は薬物の怖さと同時に、使用した場合の罰則

など社会的パネルティーについて弁護士にしか分からな

いいろいろな話を交え、わかり易い話で生徒さんを引き

つけます。

２月 10 日、同時市立矢作北小学校６年生４クラス

を対象に３時間目 10:50-11:35 の授業として薬物乱

用防止教室を開きました。

L. 山本直人は生徒さんと親しみやすい会話でコミュニ

ケーションをとり、わかり易く薬物の怖さを訴えまし

た。

担任の先生にもご協力いただきました。矢作北小学校

の先生、ご協力いただき、ありがとうございました。

教室開催の後、偶然にも芸能人の薬物使用が話題となっ

ていました。本当にやめらないんです。今後も薬物の

怖さを伝える努力に取り組みます。



薬物乱用防止教室
2 月 12 日　岡崎市立城北中学校 

2 月活動報告Activity Report

講師は L. 太田利男、L. 馬場好雄、L. 村上雅郁、L. 山本

隆義、L. 鈴木啓介が担当いたしました。

挨拶する佐々木会長

２月 12 日、同時市立城北中学校２年生５クラス

を対象に５時間目 14:30-15:20 の授業として薬物乱

用防止教室を開きました。

L. 太田利男
L. 馬場好雄

L. 村上雅郁
L. 山本隆義

L. 鈴木啓介



薬物乱用防止教室
2 月 17 日　岡崎市立愛宕小学校 

2 月活動報告Activity Report

講師は L. 石川　剛が担当し委員長 L. 山本隆義がサポー

トしました。

２月 1７日、同時市立愛宕小学校６年生１クラス

を対象に５時間目 13:50-14:35 の授業として薬物乱

用防止教室を開きました。

L. 石川　剛
L. 山本隆義

L. 鈴木啓介

教室では、講師からの質問に、生徒さんが積極的に答え

ていました。

担任の先生が短時間に寸劇の原稿をお読みになり、理解

し、薬物がいかに身近に存在し、手にいれられる危険性

があるかをみごとに示されていました。

大きな声で、「ダメ　ゼッタイ」と繰り返し誓っていた

だき、教室を終えることができました。

担任の先生、学校の関係各位の皆様のご協力に心より

お礼申し上げます。



第 1220 回　2月第 2卓話例会
2 月１９日　定例会場 

2 月活動報告Activity Report

定例会場にて 2月第 2卓話例会を開催しま

した。

　卓話は天野道夫様による「社会人として

「人様の為に働くこと」と題したお話でし

た。

　天野様は名古屋大学ご卒業後、デンソー

に入社され、営業本部に配属されて以来、

様々なご経験をされたそうです。

　久々にお会いした尊敬される人という印

象を強く受けました。お話のトーン、内容、

所作、すべてが紳士的で実直な印象を受け

ました。一貫して自分の為ではなく自分と関係する相手のために働く、まさに We Serve

の精神そのものでした。お話はご自分の体験談、尊敬する方のお話、エピソードなどでし

たが、聞いている内に心が温かくなりました。同時に、このような方が我が国ではどんど

ん少なくなっているように感じ、ライオンズクラブの活動の原点を教えていただいたよう

に感じました。天野様を紹介された L. 石川光昭が、70 歳になって天野様のようなお話が

人前でできるようになるといいなと言われたことに、当クラブの将来への希望を感じまし

た。

佐々木会長

L. 石川光昭

お話しされる天野道夫様



薬物乱用防止教室
2 月 24 日　岡崎市立矢作西小学校 

  2 月活動報告Activity Report

講師は L. 飯田朗 ,L. 中川貴史が担当し、L. 佐々木保明

（会長）L. 野畑裕司、L. 山本隆義がサポートしました。

挨拶する佐々木会長

L. 飯田朗は授業の概念に囚われず、多彩な方法で生徒さ

んに興味を持っていただき、わかり易い教室となるよう

熱演しました。

身近に違法な薬物と接する機会が如何に多いかを、担任

の先生にご協力いただき、先生と生徒さんに寸劇形式で

演じていただきました。

２月 24 日、同時市立矢作西北小学校６年生２クラス

を対象に３時間目 10:40-11:25 の授業として薬物乱

用防止教室を開きました。

担当副会長 L. 小戸森憲が教室を開催するにあたってラ

イオンズクラブについて生徒さんに説明をいたしました。

L. 野畑裕司は自然な話し方で生徒さんに違法な薬物と接

する危険性が多いことを伝えていました。

教室の最後には、L. 山本隆義と生徒さんの「ダメ、ゼッ

タイ」という大きな声が教室いっぱいに広がりました。

L. 中川貴史

L. 小戸森憲

L. 佐々木保明(会長 )

L. 飯田朗

L. 野畑裕司

L. 山本隆義



第 1221 回　3月第一さくら植樹説明例会
3 月 5 日　定例会場 

 3 月活動報告Activity Report

卓話では、はじめに岡崎市企画財政部企画

課家長永田　優様が「岡崎さくら 100 年プ

ロジェクト」と題して、桜に関する様々な

お話をされました。

さくらについてはある程度の知見はありま

したが、珍しいお話、岡崎市乙川河川の桜

がいったんほぼ枯れてしまい、今ある桜は

岡田屋 (現在のイオン )さんのご協力で植

樹されたことなど様々なお話を聞かせてい

ただき、大変勉強になりました。

お話しされる天野道夫様

３月５日 (木 )12:30 より定例会場にて「さくら植樹説明例会」を行いました。例会の主

題「さくら植樹」の卓話に入る前に、誕生日祝および結婚祝が行われました。結婚祝では

L. 永井孝一が我がクラブで過去に行われた珍しいローアを披露いたしました。写真上左か

ら上右へと変化するローアで、楽しい例会へのプロローグとなりました。

岡崎活性化本部まちづくり担当の石井万理

子様が、「先人から受け継いだ’桜’の愛

護」と題してお話をされました。

岡崎市の桜の現状から保護、「このままで

は岡崎から桜が消える！？」、桜守養成講座

の紹介、「家康桜」桜を保護する必要性、テ

ングス病など盛りだくさんのお話をしてい

ただきました。

永田　優　課長

L. 永井孝一

石井万理子　担当



京都桃山 LC３月第１オークション例会訪問
3 月 7 日　京都レストラン菊水 

  3 月活動報告Activity Report

京都桃山ＬＣ・３月第一オークショ

ン例会に訪問してきました。

会場は１００年の歴史のレストラン

菊水。

運営費を捻出するため、メンバーが

いろいろなものを持ち寄ってオーク

ションに掛けていきます。

軽妙な司会役もメンバーが担当し、

どんどん盛り上がります。

私たち岡崎南ＬＣ８名も頑張って落

札しました。

猪祭の一升瓶、エールフランス・フ

ァーストクラス専用のワイン、アメ

リカの高級ワイン・オーパスワン、

オールドパーなど、珍しいお酒とな

ると、岡崎メンバーは張り切って落

札します。楽しさの中にも、京都旦

那衆の粋な遊び心を感じる例会でし

た。



献血活動
3 月 7 日　イオンモール岡崎　１F 

  3 月活動報告Activity Report

　イオンモール岡崎にて献血を呼びかける活動を行いました。委員長　L. 山田敏博、L. 渡

　邊征勝、L. 黒部忠勝、L. 蜂須賀正人、L. 多々内文雄、L. 松山純大、L. 野畑裕司、L. 中

　村　孝、L. 山下博之、L. 鈴木　啓介をはじめ、多くのメンバーが朝 9:30 から準備をはじ

　め、16:00 まで、献血にご協力いただけるよう、呼びかけをいたしました。当日は若者の

　グループも呼びかけに協力していただき、献血をしていただけました。献血にご協力いた

　だきました皆様ありがとうございます。　

幹事 L. 野畑裕司

L. 多々内文雄

L. 山下博之

L. 松山純大

L. 蜂須賀正人

L. 野畑裕司

L. 渡邊征勝



岡崎南ライオンズクラブ「さくら植樹記念式典」
3 月 19 日　岡崎市日名橋北側道路周辺 

 3 月活動報告Activity Report

さくら植樹記念式典にご出席いただき
ご挨拶をされる岡崎市長 内田康宏様

植樹される内田市長

内田市長 佐々木会長

佐々木会長

植樹される 4R1Z ゾーンチェアパーソン
　　　　　　L. 神尾 昌夫

日名橋付近に植樹したさくら



第 1222 回　3月第 2卓話例会
3 月 19 日　定例会場 

 3 月活動報告Activity Report

卓話は、「指導力育成・GLT について」と

題し、334-A 地区リーダーシップ育成研修

委員長 L. 石川隆之が地区におけるご自分

の地区委員としての経験を話されました。

いまだ、さらに勉強中とのこと。頭が下が

る思いで拝聴しました。
お話しされる天野道夫様

３月 19 日 ( 木 )12:30 より定例会場にて「卓話例会」を開催しました。例会にはお隣の都

市西尾市の西尾ライオンズクラブ (会長 L. 市川輝雄はじめ６名の皆様 )がアテンダンス

され、引き締まった例会となりました。市川会長からは、ローアのついて面白いお話を

聞くことができました。

ローアを西尾ライオンズクラブ会長 L. 市

川輝雄にお願いいたしました。

当クラブにまずはじめにアテンダンスいた

だき、大変光栄です。

両クラブの益々の発展と活躍を期待した例

会となりました。

西尾 LC会長 L. 市川輝雄
アテンダンスされた西尾 LCのメンバー

地区リーダーシップ育成研修委員長
L. 石川隆之



第 1223 回　4月第 1 3 クラブ合同お花見例会
4 月  2 日　岡崎ニューグランドホテル 

 4 月活動報告Activity Report

4 月 2 日 ( 木 )17:30 より岡崎ニューグランドホテルにて、岡崎南、岡崎さくら、幸田３ク

ラブによる合同お花見例会を開催しました。少ない人数ですばらしい例会を開催していた

だいた岡崎さくら LC に感謝いたします。

岡崎さくら LC　会長　L. 清竹妙子

幸田 LC　会長　L. 笹野英一

幸田 LC はカンボジアの教育育成援助事業を

積極的におこなわれており、地元県立高校

の生徒さんがカンボジアで体験された経験

などを報告されました。

懇親会光ヶ丘女子高等学校ダンス部による

すばらしいダンスから始まりました。

ダンスに続きカラオケ大会が開かれ、当

クラブからは L. 糸洲朝久が熱唱しました。
当クラブ L. 山本隆義も熱唱？



楽団ホットアンサンブル 特別養護老人ホームなのはな苑ふれあいコンサート
4 月 13 日　特別養護老人ホームなのはな苑

4 月活動報告Activity Report

4 月 13 日 14:00-14:45 特別養護老人ホームなのはな苑にて楽団ホットアンサンブルが「ふ

れあいコンサート」を行いました。当日は 80 人ほどの方が集まり、ホットアンサンブルの

演奏に合わせて懐かしい名曲を口ずさみ楽しい時間を過ごすことができました。コンサート

では佐々木会長、L. 服部有哉 L. 近藤信行、L. 山本隆義も熱唱し、「好きになった人」で演

奏を終えることができました。会場の設営にご協力いただいた皆様、運営、進行などどに

ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

司会 L. 服部有哉

佐々木会長 病気を克服され演奏する L. 杉浦民扶

L. 木野瀬清隆

L. 近藤信行。

L. 山本隆義



第 1224 回　4月第 2新入会員例会
4 月  16 日　岡崎ニューグランドホテル 

 4 月活動報告Activity Report

4 月 16 日 ( 木 )17:30 より岡崎ニューグランドホテルにて、新入会員の入会式および歓迎

会を開催しました。

新入会員 L. 大村典久

新入会員 L. 石坂利明

平成 26 年新入会員

L. 長谷川智之 L. 仲住元伸 L. 山本直人

ソフトボール大会に出場するメンバー

例会担当委員長 L. 飯田　朗、 L. 石川光昭の努力により実現したダンスパフォーマンス ( ミックスハーツ )

地区若手リーダー育成セミナーを受講し、
活躍が期待される L. 中川貴史



第 1225 回　5月第 1卓話例会
5 月 7 日　岡崎市民会館

 5 月活動報告Activity Report

5 月 7 日 ( 木 )12:30-13:45. 岡崎市民会館にて、ボランティアグループ「岡崎市健康作り
リーダー」千賀とみこ様ご指導の基、「楽しく運動、脱メタボ」と題し、参加メンバー全
員でストレッチおよび軽い運動をする健康的な例会を開きました。

誕生祝

L. 小戸森　憲

L. 杉田幸久

L. 井上新一 L. 神尾昌夫

結婚祝

L. 杉田幸久
L. 多々内丈雄

L. 畝部泰則
L. 伊藤勝嘉 L. 山本隆義

L. 長谷川智之

講師　ボランティアグループ「岡崎市健康作りリーダー」　千賀とみこ　様 まずは軽いストレッチ

徐々に汗がにじみます。 音楽に併せて軽い運動。久々に清々しい
例会でした。



台湾基隆LC　会長交代式
5 月 15 日　台湾基隆

 5 月活動報告Activity Report

5 月 15 日 ( 金 ) 台湾の姉妹クラブ基隆仁愛ライオンズクラブにて会長交代式が行われま
した。当クラブからは次年度会長 L. 小戸森憲をはじめ、L. 永井孝一、L. 伊藤勝嘉、L.
畔柳　勝、L. 中根正人、L. 野畑裕司、L. 山隆隆義ほか多くの会員が交代式に参加しま
した。



 5 月活動報告Activity Report

例会前日 5月 20 日 ( 水 ) には、晴天のもと葵カントリークラブにて、当クラブと京都桃

山ライオンズクラブの皆様によるゴルフコンペを開き、楽しい一日を過ごすことができま

した。



第 1226 回　5月第 2卓話例会
5 月 21 日　龍城神社斉館 2F

 5 月活動報告Activity Report

5 月 21 日 ( 木 )12:30-13:45. 龍城神社斉館 2F にて、京都桃山ライオンズクラブの皆様に
アテンダントいただき、本年度 PR 委員会の活動報告「我がクラブのホームページ」と題
し明るく楽しい例会を開きました。

会場はどことなく華やいだ雰囲気となりました。
京都桃山ライオンズクラブ会長 L. 福井尚司
より実に表現豊かで華やいだご挨拶をいただきました。

京都桃山ライオンズクラブ様からは LL. も参加いた
だき、いっそう華やいだ例会となりました。

卓話「ホームページ紹介」では、参加者全員で例会
を進行させることとなりました。

さすが都人。京都桃山ライオンズクラブ様からの
お話は一つ一つに艶がありました。

例会は当クラブ会長・幹事と京都桃山ライオンズク
ラブ様会長・幹事のローアで締めくくることができ
ました。



第 1227 回　6月第 1次年度展望例会
6 月 4 日　市民会館会議室

 6 月活動報告Activity Report

6 月 4 日 ( 木 )12:30-13:45. 岡崎市民会館会議室にて、次年度の活動基本方針を説明する
次年度展望例会を開きました。

誕生日祝福　L. 中川貴司 結婚祝 (15 周年 )　L. 石川　剛

結婚祝　L. 飯田　朗。あの頃に戻りたいとのユニー
クな挨拶をいただきました。

次年度会長 L. 小戸森　憲。次年度はライオンズク
ラブの原点に返り、奉仕に努めたい。

次年度第二副会長 L. 大橋秀雪。今年度同様、担当
する委員会の活動をしっかり行い、奉仕に努めたい。

次年度第三副会長 L. 野畑裕司。今年度同様、担当す
る委員会の活動をしっかり行い、奉仕に努めたい。



第 1228 回　さよなら例会
6 月 18 日　岡崎ニューグランドホテル

 6 月活動報告Activity Report

6 月 18( 木 )17:30-20.00. 岡崎ニューグランドホテルにて、今年度最後と成るとなる「さ
よなら例会を開きました。

今年度の主役、写真左から村上第三副会長、加藤第二副会長、
小戸森第一副会長、佐々木会長、大原前会長、畝部会計

冒頭、佐々木会長が各活動の内容を時系列的に清流が流れるよ
うに話されました。特に感動したこと、良かったと感じたこと
などを丁寧に説明する姿勢は当クラブを象徴していました。

写真左 会計 L. 畝部泰則、中 幹事 L. 野畑裕司、右 会長 L. 佐
々木保明１年間本当にお疲れ様でした。特に野畑幹事。誰から
も愛され自然とメンバーが協力していままう才能で苦難を喜び
に変え一年をがんばっていただきありがとうございました。

皆主席アワードを受けられるメンバー。クラブの基本は例会出席にあります。

しかしこれがなかなか難しく、尊敬！。写真左から、L. 山本隆義、L. 山下博之

L. 山田敏博、L. 村上雅郁、L. 沢野禎伸、L. 鈴木邦太、L. 堺　稔、L. 太田利男

L. 小戸森憲、L. 神尾昌夫、L. 加藤眞司、L. 内田文夫、L. 石川　剛、L. 伊藤勝嘉

懇親会には岡崎市出身、劇団四季・東宝ミュージカル多数出演
など芸歴を持つ「滝沢のぼる」さんが出演。 壮大なメンバー数と質を誇る岡崎南ライオンズクラブ。HP を

ご覧いただいている皆様の入会を心からお待ちしております。



薬物乱用防止教室
 6 月 22 日　岡崎市立福岡小学校 

 6 月活動報告Activity Report

会長 L. 佐々木保明が率先して教室に参加しました。

分かりやすい丁寧な説明を心がけた教室となりました。

挨拶する佐々木会長

L. 野畑裕司は生徒さんに親しみやすい話術で、薬物の怖

さをお話をしました。

6月 22 日、保健所様からの急遽要請で岡崎市立福岡

小学校にて薬物乱用防止教室を開きました。６年生

を対象にした３クラスでの教室となりました。

委員長 L. 山本隆義はとにかくまじめに薬物の怖さを訴え

、教室全員が参加する講義となりました。

ご協力いただきました鈴木実俊校長先生、担任矢田和成先生、鈴木慶輝先生、大島朱理先生に心よりお礼申し上げます。

危険な薬物が如何に自分の身に迫っているか、なかなか

想像がつきません。毎回担任の先生と生徒さんにご協力

をいただき、身近に危険潜む薬物接触への危険性を寸劇

形式で説明しましいた。
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