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2016 年度  334-A 地区  4R・1Z ゾーン･チェアパーソン 

    

 

L.黒部勝利  

 

ゾーン･チェアパーソンの任務は、 国際会長の方針、地区ガ

バナーの方針に従い、ZC としての活動を考えて参ります。 

ガバナーからの委嘱を受け、年４回のゾーン会議（ガバナー

諮問委員会）を通じて各クラブの会長さんに方針を伝達致しま

す。それにより各クラブにきちんとした 目標を設定して頂き、活

動のサポートを致します。 

 

 

世界ライオンズ奉仕デー 4R1Z 防犯カメラ寄贈事業  

日時 2016 年 10 月 8 日（土）11：30～ 場所 岡崎市役所福祉会館 3F 

 

世界ライオンズ奉仕デーの特別事業はゾーン一体となって行われま

す。今年度の事業は前年に引き続き防犯カメラ寄贈を行ないました。寄

贈の式典は市役所の福祉会館にて、8クラブの各会長幹事が揃い開会

されました。 

まず、ホストである岡崎南 LC から来賓や参加クラブの紹介があり、そ

の後に地区第 1 福ガバナーより挨拶がありました。本来では地区ガバ

ナーが参加される予定でしたが、急遽怪我にて参加取りやめとなり残

念ではありました。 

そして L.黒部勝利より挨拶、市長挨拶、

ホストクラブ会長挨拶の後に、プロジェクタ

ーにて設置された防犯カメラの説明があり

ました。設置場所は名鉄東岡崎駅の南口

のロータリー前となります。東西広くカバー

し、防犯に大きな寄与をする事と思いま

す。 

  

 

カメラの説明後、ZC L.黒部勝利より内田康宏岡崎市

長へ目録が手渡されました。 
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活動報告  

  

10 月 3 日（月） 10：30～ 第 1 回 4R LCIF・国際関係委員長会議 岡崎ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

10 月 3 日（月） 14：00～ 第 1 回 4R FWT 委員長会議 岡崎ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

10 月 7 日（金）  幸田 LC CN50 記念ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会 岡崎 CC 

10 月 8 日(土) 11:00～ 世界ﾗｲｵﾝｽ奉仕ﾞﾃﾞｰ 1Z 合同ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ 市役所福祉会館 

  （防犯カメラ目録贈呈） 3F 302 号室 

10 月 19 日（水） 10：30～ 第 1 回 4R 環境保全委員長会議 名鉄ﾄﾖﾀﾎﾃﾙ 7F 

10 月 26 日(水) 18:00～ 豊田ﾙﾈｯｻﾝｽ LCCN25 記念式典 ﾎﾃﾙﾄﾖﾀｷｬｯｽﾙ 2F 

10 月 31 日（月） 10：30～ 第 2 回 4R YCE 委員長会議 岡崎ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 
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第 13 回  岡崎竜城ライオンズクラブ写真同好会  

日時 2016 年 10 月 3 日（月）～31 日（月） 場所 大垣共立銀行 岡崎支店 

 

L.畔柳東一より 

「本年度 2 回目の写真展を開催致す事が出来ました。 メンバーの心

のこもった作品を御高覧頂ければ幸いかと思います。 また御感想、御

意見も合わせてお聞かせ戴ければ・・・・・・・・」  

写真同好会の展覧会も定例となり、本年度も2回目をますます活発と

成っております。今回は大垣共立銀行様のフロアを借り行ないました。

こちらでの展覧会も定例となり、馴染みとなっております。 

 

 

幸田 LC 結成 50 周年事業  チャリティーゴルフコンペ 

日時 2016 年 10 月 7 日（金） 場所 岡崎カントリークラブ 

 

幸田ライオンズクラブは今年度で 50 周年を向かえ、その周年事業と

して奉仕事業の為のチャリティコンペを開催致しました。岡崎竜城ライ

オンズクラブからはクラブゴルフ同好会より、ゴルフの腕に覚えがあるメ

ンバーを揃え参加させて頂きました。 

チャリティゴルフコンペはゴルフ好きも多い為に、楽しみと事業への

協力を兼ねた良いイベントとなります。今回の収益は幸田ライオンズク

ラブの事業であるカンボジアの小学校への支援へ活かされます。 

当クラブから L.黒部勝利、L.竹内桂子、 

L.萩原幸二、L.甲村雅彦、L.近藤久子、 

L.畔栁伽乙留、L.山本静男、L.佐野政亮、 

L.加藤幸一、L.太田直樹が参加させて頂

きました。 
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世界ライオンズ奉仕デー 4R1Z 防犯カメラ寄贈事業  

日時 2016 年 10 月 8 日（土）11：30～ 場所 岡崎市役所福祉会館 3F 

 

今年度の世界ライオンズ奉仕デーの特別事業は前年に引き続き防

犯カメラ寄贈を行ないました。寄贈の式典は市役所の福祉会館にて、8

クラブの各会長幹事が揃い開会されました。 

岡崎竜城ライオンズクラブからはゾーン･チェアパーソンである L.黒

部勝利、そして会長 L.小林和好、幹事 L.犬塚純子が参加致しました。

まず、ホストである岡崎南 LC から来賓や参加クラブの紹介があり、その

後に地区第 1 福ガバナーより挨拶がありました。 

そして L.黒部勝利より挨拶、市長挨拶、

ホストクラブ会長挨拶の後に、プロジェクタ

ーにて設置された防犯カメラの説明があり

ました。設置場所は名鉄東岡崎駅の南口

のロータリー前となります。東西広くカバー

し、防犯に大きな寄与をする事と思いま

す。 

  

 

 

第 1054 回会員親睦一泊例会  

日時 2016 年 10 月 14 日（金）18：00～ 場所 三河湾リゾートリンクス 

 

例会は例会と懇親会の 2 部構成になっており、まずは例会となりま

す。例会では卓話にて特別講師・笠間淳氏を招き、引きこもりやニート

に対する理解やどう接するものなのかをわかりやすく解説して頂きまし

た。クラブとしても何をすべきか考えさせてもらえ、今後の活動のヒント

になるものでした。 

通常の例会の内容の後は場所を移して懇親会となりました。司会は

急用ににて参加が叶わなかった L.萩原幸二に代わり L.和田誠一が務

めました。懇親会では各々料理やお酒にと楽しみつつ、あちこちで会

話が弾み賑やかなものとなりました。 

締めのライオンズ･ローアは計画委員長

の L.田中貴志男、会長 L.小林和好、幹事

L.犬塚純子が務めました。今回の例会の

計画に大きく関わられ苦心して頂きまし

た。 
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ネパール表敬訪問  

日時 2016 年 10 月 17 日（月）～ 場所 ネパール 

 

会長L.小林和好とL.兵藤裕貴がネパールへ赴き、現地ののライオン

ズクラブと友好を深めて参りました。 

訪問の内容につきましては後日の例会にて発表が行なわれます。 

 
  

 

 

第 1055 回例会  

日時 2016 年 10 月 26 日（水）12：30～ 場所 六本木（定例会場） 

 

L.小林和好による会長挨拶が終了後、L.杉山勲へ LCIF（ライオンズ

クラブ国際財団）より MJF が贈られました。MJF は財団へ大きな寄付を

行なった者へ対する感謝を表する物です。L.杉山勲はこの度、$1,000

の献金を行なった事により MJF を表されました。L.杉山勲に行いが世

界の誰かを救うこととなるでしょう。 

近く行なわれる教育文化賞授賞式と中学生のためのクラシックコンサ

ートの協賛金の贈呈が行なわれました。例会には岡崎市教育委員会の

熊谷様が御越しになっており、協賛金を贈呈後、御礼のお言葉を頂き

ました。継続アクティビティへの時が間近へ迫っている事を自覚させら

れるイベントでした。 

卓話では市橋章男先生より徳川家康と

他の歴史上の人物のつながりについて御

話を頂きました。 
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特に興味深い点は、源頼朝の先に徳川家康がある

こと。徳川家康が源氏の流れを汲むものかどうかの検

証に出てくる岡崎の瀧山寺。そしてそこに現存する頼

朝像。教科書では知りえない歴史の流れを堪能する事

ができました。 

次回の例会の卓話もまた市橋先生に御願いをして

あり、また興味深い歴史の知識を頂けると思われます。 

 

 

 

来月以降のアクティビティなど 

日時 2016 年 11 月 5 日（土）12：00～ 場所 乙川河川敷・岡崎公園 

［ 平成 28 年度 麻薬・薬物乱用防止運動街頭キャンペーン ］ 

当薬物乱用防止キャンペーンは 、岡崎市推進のもとで毎年岡崎城下家康公秋ま

つりの中にて行なわれる活動です。今年度も岡崎竜城ライオンズクラブは参加し薬物

乱用の危険性を啓蒙したいと思います。 
 

日時 2016 年 11 月 11 日（金）13：00～ 場所 岡崎市立岩津中学校 

［ 第 1 回 薬物乱用防止教室 ］ 

岡崎竜城ライオンズクラブの継続アクティビティの一つです。毎年行われるキャンペ

ーンと共に薬物乱用防止を啓蒙する場となっております。  

日時 2016 年 11 月 12 日（土）14：00～ 場所 岡崎市総合学習センター 

［ 第 44 回教育文化賞授賞式 ］ 

本年度も教育文化賞授賞式を行ないます。回数は 44 回目、岡崎竜城ライオンズク

ラブの年数と同じで欠かす事の出来ない歴史ある継続アクティビティです。  

日時 2016 年 12 月 15 日（木） 場所 愛知県立岡崎盲学校 

［ シーン･ボイスガイド付き映画上映会 ］ 

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。ボイスケインと言うグループが行なっており、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。 
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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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