
第1083回 5月第１例会）

Ｌ．鈴木康春 L.太田建一郎
ライオンズクエスト （木） 12：30～13：45

Ｌ．松岡　聡道 定例会場

●会長挨拶 ●幹事報告
●会員報告 名

名 名
名 名)

●運営・事業報告
木
金
月
木
月
火
水
水
木

●運営・事業予定
木
日
月
月
月

●例会次第 司　会 L. 木
１、 開会の言葉（ゴング） 会　長 L. 金
１、 国旗に敬礼 金
１、 国歌斉唱 月
１、 ライオンズクラブの歌斉唱(1番) 月
１、 ライオンズの誓い唱和 月
１、 会長挨拶 会　長 L. 木
１、 334Aガバナー挨拶 ｶﾞﾊﾞﾅｰ L. 月
１、 次年度展望

次会長予定者 L.
次第1副会長予定者 L. ●報告・連絡事項
次第2副会長予定者 L. （１）

次第3副会長予定者 L.
次幹事予定者 L.

１、 祝　福 L.
○結婚祝

25周年 L. 畔柳　修 （2）

一般祝 L. 蜂須賀正人 L. 畔柳　一 L. 飯田　朗

○誕生祝 （3）

一般祝 L. 辻村幹雄 L. 太田建一郎 L. 大河原信夫
（4）

１、 食　事

１、 幹事報告並びに委員会報告 （5）

１、 T・Tタイム L.
１、 出席報告 L.
１、 ライオンズ・ローア L.
１、 閉会の言葉(ゴング) L. （6）

（7）

次回例会 第1084回　6月第2（45周年記念さよなら）例会
日時 (木)

場所 岡崎ニューグランドホテル （8）

担当委員会 計画委員会
※委員会メンバーは準備と後片付けをお願いします

（9）

※例会欠席はメークアップを忘れずにお願いします。！
岡崎医療刑務所長より楽団ホットアンサンブル音
楽慰問「春のふれあいコンサート」のお礼文と、
受刑者感想文の写しを頂きました。（各テーブル
に資料あり）

334-A地区ガバナーL.稲垣清明より「眼鏡再生プログラ
ム」の取り組みで、第５５回地区大会にて１０，０００個以
上の中古メガネが集まりお礼分を頂きました。

334A第５５回地区大会参加記念品を貰っていない方は
お持ち帰りください。

楽団ホットアンサンブルアクティビティが、ライオンズクラ
ブ国際協会にてヒーロー賞「奉仕事業｣分野で3組のファ
イなりストの1つに選ばれました。最終的なヒーロー賞受
賞者は、国際大会7月9日会場にて発表になるそうで
す。みなさんで応援して頂きたいと思います。国際大会
に参加できる方は再度申し込みをお願いします。

各員会委員長にお願いします。各委員会費請求など支
出請求をは６月１８日(木)６月第２例会までにお願いしま
す。また、予算決算審議書は今週中にお願いします。年
間報告書は７月第１例会までにお願いします。

社団法人okazaki青年会議所より６月公開例会一般
聴講者募集案内（６月２８日）が着ています。チ
ラシを配布しました。

L.宮碕会計の後任に岡崎信用金庫　鈴木佳樹様が７月
より入会されることになりました。

6月15日 １Z･現次合同会報編集委員長会議 竜美ｹ丘会館 18:00

木曽路 18:30
6月8日 次年度計画委員会 萬珍軒 18:30

ｻﾝ･ｸﾞﾗﾋﾞｱCC 8:52
18:30

財務委員会 事務局 12:45

八丁魚光

6月4日 ６月第１（次年度展望）例会

18:30

6月3日 次年度環境保全委員会 けんたま屋 18:30
6月3日 １Z８クラブ親善ゴルフ大会

6月8日

5月21日 次会長・幹事・会計セミナー

6月11日 現次合同理事会

6月8日 正副会長会

8

6月7日

6月1日 次年度準備正副会長会
浜木綿

出席委員会

次レディサポート委員会 事務局

定例会場

複合地区大会 石川県

第１電話

17:30

会　長 太田建一郎

会員･MERL委員長

Ｔ･Ｔ 佐野　正徳

6月18日

出席委員長 石川　雅実

18:30
6月12日

6月15日

6月12日 市民奉仕委員会 萬珍軒
萬珍軒 18:30

16:00５クラブ事務局ベランダ片付け
6月15日

2009年6月4日

正 会 員 97
優待会員 (不在会員0

会 員 数

終身会員

6

111

担当副会長 会　 長
担当委員会
担当委員長

日 　時
場 　所

６月第１例会挨拶
本年度もあと１ヶ月となり恒例の、次期「運営事
業及び収支予算書」の説明並びに承認を頂く時期
となりました。毎年同じような事の繰り返しとは
いえ、会員は多額の年会費を支払っています。自
分たちが払っている会費がどのように使われ、ド
ネーションがきちっと奉仕事業に反映されている
かを、確認する機会であります。「会費は運営に
事業はドネーションで」の原則に従い、会員一人
一人がこれを意識する時であります。ここから素
晴らしいクラブ運営がなされ、地に足の着いた事
業が展開されるものでしょう。今年一年、この問
題意識のもと、運営事業計画と建て実行してまい
りました。変化に気付かれた方々は、この計画に
対する見方も変わっていることと思います。次期
神道会長予定者のもと、一所懸命に策定された計
画であります。内容を十分把握し、大いなる協力
をお願い致します。

6月2日 環境保全委員会

加藤　逸雄
太田建一郎

小林繁三郎

神道　邦男

太田建一郎

神尾　昌夫
小島　道夫
井上　真一

稲垣　清明

神谷　 篤

現次５クラブ事務局運営会議 萬珍軒

26～29日 台湾基隆市

6月18日

6月22日 最終334A1Zゾーン会議 八丁魚光 18:00

ｳｪｽﾃｨﾝ名古屋ｷｬｯｽﾙH 14:00
5月22日 4Ｒ-1Ｚ現次ゾーン会議 岡崎ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞＨ 15:30
5月25日 12:00
5月28日 次財務委員会 萬珍軒 18:30

12:30

6月4日 ４５周年記念事業感謝の会 八丁魚光 18:30

定例会場

7:30

334複合地区大会に２０名登録のメンバーで６月７日(日)
参加いたします。

本日例会に334-A地区L．稲垣ガバナーが出席されま
す。

18:00

基隆仁愛KC会長交代式

６月第2（さよなら）例会 岡崎NGH 17:30

17:00

次 年 度 展 望 例 会



第1083回 6月第1例会

環境保全 L.太田建一郎
Ｌ．宇津野俊彦 Ｌ．豊田　英徳

　

担当委員会
担当委員長

会　 　　長
担当副会長

次 年 度 展 望 例 会 会 報

開催日5月21日(木)
岡崎高砂殿

LCIF国際援助事業
浄水設備設置報告

お知らせ
基隆仁愛LCより会長交代
式の案内と風景写真が届
きました。
6月22日会長交代式は9名
の申込みがあります。

　司会は　Ｌ．畔柳　修 副T.T.L.飯田朗の
楽しいT.Tタイムでした。

岡崎市政について
Ｌ．園山康男の一言

幹事報告
Ｌ．大河原

4R-1Z現次ゾーン会議5/22
4R 1ZZC次年度地区

役員 L小林数生
の挨拶がありました。

今大会は西尾市でしたが、
岡崎南L.C.が参加メンバー

の
集計や受付などで
サポートをしました。

阿里山..雲海

基隆海岸

　　　　　　　　　　受付の
　　　　L.原.　　　　　鈴木(邦)、
L.大橋　　､L.神谷、　　　L.朝倉

厳しい経済情勢について
Ｌ．山本敏明の一言

太田会長あいさつ

LCIF国際助成金事業
タイ国チェンライの水事情を映像で紹介。

L.宇津野敏彦環境保全委員長
卓話講師Ÿ  Ÿ ご苦労さまでした。



第1084回 （6月第2例会）

Ｌ．神道　邦男 L.太田建一郎
計画委員会 （木） 17:30～20：00

Ｌ．中根　仲治 岡崎ニューグランドホテル

●会長挨拶 ●幹事報告
●会員報告 名

名 名
名 名)

●運営・事業報告
木
日
月
月
月
木
金
月
月
月
木

●運営・事業予定
月
火
水

●第１部　例会次第（17:30～18:10） 木
司　会 L. ●報告・連絡事項

18:30けんたま屋6月24日 次年度出席委員会

111
97

0 6(不在会員

担当副会長 会　 長
担当委員会
担当委員長

日 　時 2009年6月18日
場 　所

 昨年の２月に次期会長の指名を受け、全力で準備を進
め７月発足例会へと駆け抜けた事が、大変懐かしく思い
出されます。４５周年の意義付けとクラブの有り様を思い、
この一年を｢変革の時｣と位置づけさせて頂きました。この
テーマを受け４５周年実行委員長は、周年のテーマを「変
革への挑戦」とされ記念事業に取り組み、五代夏子と香
西かおりのジョイントコンサートを成功に導き、特にあの気
品と華やかさに溢れた記憶に残る記念式典も、基本テー
マに沿った思いがなせるものと思います。通常年度にお
いては、収支予算書の形式や例会のスケジュールも変
え、また記念事業の一つでもありますＬＣＩＦ交付金を申請
した国際貢献事業や、姉妹クラブ間の小学生交流事業な
ど新たな事業にも挑戦し「変革の時」を実行してまいりまし
た。
 このどれをとっても担当された委員長並びに委員会の皆
様には、大変のご苦労が有ったことと思います。心より感
謝申し上げます。この一年を締めるに当たり、メンバーとク
ラブを下支えして下さっているレディの皆様に感謝申し上
げ、一年締めの挨拶とさせて頂きます。本当に有難うござ
いました。

地区大会登録部会反省会

6月4日
6月7日 複合地区大会

6月11日 現次合同理事会

会 員 数

最終334A1Zゾーン会議

江山　義雄

6月23日

基隆仁愛LC会長交代式

18:30

八丁魚光
八丁魚光 18:00

石川県 7:30

18:30

八丁魚光 18:00

終身会員

４５周年記念事業感謝の会 八丁魚光

優待会員

8 正 会 員

26～29日

7月2日 ７月第１（発足）例会 岡崎高砂殿
台湾基隆市

17:30

6月22日

6月8日 財務委員会 事務局 12:45

6月12日 市民奉仕委員会･出席委員会 萬珍軒 18:30

6月8日 正副会長会 木曽路 18:30
6月8日 次年度計画委員会 萬珍軒 18:30

6月15日 現次５クラブ事務局運営会議 萬珍軒 17:00
6月15日 ５クラブ事務局ベランダ片付け 定例会場 16:00

6月18日 ６月第2（さよなら）例会 岡崎NGH 17:30
6月15日 １Z･現次合同会報編集委員長会議 竜美ｹ丘会館 18:00

45周年記念さよなら例会

L. ●報告・連絡事項
１、 開会の言葉（ゴング） 会　長 L. 理事会報告
１、 国旗に敬礼 ○審議事項(下記事項は承認されました）
１、 国歌斉唱 （１） 334A第55回地区大会決算の件
１、 ライオンズヒム斉唱(１番） （２） 5月第1（健康）例会決算の件
１、 ライオンと呼ばれる人(3)唱和 （３） 45周年記念事業委員会決算の件
１、 会長挨拶(１年を振り返って） 会　長 L. （４）

１、 新会員の承認 会　長

１、 退会者餞別金贈呈 会　長 （５） 334複合地区年次大会参加決算の件
１、 皆出席アワード L. （６） 皆出席アワード決算の件
１、 会長アワード 会　長 L. （７） 新入会員入会の件
１、 幹事報告並びに委員会報告
１、 出席報告 出席委員長 L.
１、 閉会の言葉(ゴング) 会　長 L. （８） 退会届の件（下記のメンバーが受理されました）

L.倉地文雄　L.宮崎洋一　L.高須賀節雄　L.磯谷和人
●第2部　懇親会次第（18:20～20:00） L.中根義金　L.尾野保人　

司　会 L. （９） 優秀委員会表彰の件
１、 開宴の言葉 第2副会長 L. （１０） 国際大会参加派遣費の件
１、 花束贈呈 ※下記項目は次年度協議審議議案となりました。
１、 ウィサーブ 第3副会長 L. ○ 奨学基金運用規定内規変更の件
１、 食事およびアトラクション ○協議事項 なし

シンガーソングライター「山名敏春」ショー　 ○報告連絡
１、 T・Tタイム Ｔ･Ｔ L. （1）

１、 また会う日まで ソングリーダー L.
１、 ライオンズ・ローア 会　計 L.
１、 閉宴の言葉 次年度会長予定者 L. （2）

次回例会 第1085回7月第1（発足）例会
日時 (木) 17:30～20：00 （3） 第37回岡崎市民美術展お礼が市長よりありました。 
場所 岡崎高砂殿 担当：次年度計画委員会

松岡　聡道

佐野　正徳
佐々木保明

豊田　英徳

出席委員長 石川　雅実
太田建一郎

太田建一郎

岡崎南LCにて配布された臓器提供資料にて、1名腎
臓提供登録申込みがあり、財団法人愛知腎臓財団よ
りお礼がありました。

鈴木　康春

45周年記念LCIF国際援助事業タイ国チェンライ水浄化
設備決算の件

鈴木佳樹様（岡崎信用金庫）新入会員入会が7月1日付
けで受理されました。

四献･聴覚･アイヘルス委員会より盲導犬募金71,000
円、聴導犬募金47,216円が集まり、それぞれの団体
に募金の報告がありました。

神道　邦男

7月2日

宮碕　洋一

石川　雅実

太田建一郎

太田建一郎

ライオンズの誓い

われわれは知性を高め，

友愛と相互理解の精神を養い、

☆ライオンと呼ばれる人（3）

人生の中に美の輝きを感じ、その賛美の言葉を忘れず

友の美点を常に見守り、自らの良きところをまた友に贈る友愛と相互理解の精神を養い、

平和と自由を守り、

社会奉仕に精進する。

友の美点を常に見守り、自らの良きところをまた友に贈る

その人生こそ偉大なる感激そのもの 彼こそライオンと呼ばるる人



第1084回 6月第2例会

環境保全 L.太田建一郎
Ｌ．宇津野俊彦 Ｌ．豊田　英徳

　

担当委員会
担当委員長

会　 　　長
担当副会長

45周年記念さよなら例会会報

開催日6月4日(木)

司会は Ｌ．加藤逸雄(次)会長予定者

Ｌ．神道邦男

Ｔ・Ｔ Ｌ．佐野正徳

副T・T Ｌ．飯田 朗

(次)第3副会長予定者

Ｌ．井上新一

(次)第2副会長予定者

Ｌ．小島道男

(次)第1副会長予定者

Ｌ．神尾昌夫

(次)幹事予定者

Ｌ．神谷 篤

太田会長あいさつ
334AガバナーＬ．稲垣

お礼あいさつ

次
年
度
展
望
を

熱
心
に
説
明
！

結婚25周年祝い

Ｌ．畔柳 修
誕生祝い

Ｌ．大河原信夫、Ｌ．太田建一郎

結婚祝い

Ｌ．飯田 朗

Ｌ．松岡同好会会長 Ｌ．岡田大会委員長 祝福をＬ．小林委員長

委員会報告

出席報告

Ｌ．石川雅実

幹部面々の感謝

と慰労Ｌ．宮石恒

男実行幹事の事

業報告が滞りなく

終わりました。

45周年記念事業感謝の会 6月4日

大会は

石川県小松市

小松ドームで

実施されました

今年度の例会会報も今回で最後

の作成になります。とりとめのない

編集でご迷惑をおかけしました。１

年間ありがとうございました。尚、

過去の記事はホームページをご覧

ください。




