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ゾーントピックス
ガバナー公式訪問合同例会

2Z･ZC／8R役員訪問合同例会

日時：2015年9月18日
（金）
会場：西尾市文化会館小ホール

日時：2015年7月31日
（金）
会場：西尾市文化会館小ホール

2Z･ZC
Ｌ 名倉 洋

ライオンズクラブ100周年に向けて、
『 奉仕活動ができる
幸に感謝し、
ありがとうの心で社会奉仕に精進しましょう』
と話され、特に次の3つの①会員増強が必要である②
国際社会への貢献はＬＣＩＦの献金である③県民安全
防犯防止の為に防犯カメラの設置を推進するという活
動方針の説明がありました。

ZCから基本方針として、
ゾーン内の各事業を通じクラブ
間の友愛・親睦を深めること、
クラブの活性化のため会
員の維持・増強を推進すると挨拶され、年間活動計画
が発表された。各8Ｒ役員からもそれぞれの基本方針・
年間活動計画が発表されました。

地区ガバナー
L 加藤 史典

第28回国際平和ポスター選考会
日時：2015年10月23日
（金）
会場：一色町公民館

8リジョン内の各クラブから合計1,529枚の作品
が提出されました。
杉浦先生他、
選考委員の審
査の結果、最優秀賞に３作品が選ばれました。
これらの作品はキャビネットに提出されました。

最優秀賞

最優秀賞

最優秀賞

川尻 健太 (刈谷LC)

加藤 実夏 (安城LC)

鍔本 光希 (刈谷LC)

刈谷市立朝日中学校

●

安城市立安城北部小学校

刈谷市立小垣江小学校

優秀賞(２ゾーン関係分)
野
鈴
吉
杉
中
深

口 楓
木 悠
見 凪
浦 真
村 和
見 香

夏
剛
紗
央
真
帆

碧南市立日進小学校
碧南市立棚尾小学校
西尾市立東幡豆小学校
西尾市立花ノ木小学校
西尾市立福地南部小学校
西尾市立一色東部小学校

碧南LC
碧南LC
吉良LC
西尾LC
西尾東LC
一色LC

古橋 咲季麗
重 光 脩 也
鳥 越 諠 彦
青山 なな歩
田 中 梨 瑚
橋 本 菜 摘

高浜市立吉浜小学校
西尾市立中畑小学校
西尾市立三和小学校
西尾市立福地南部小学校
西尾市立花ノ木小学校
西尾市立一色西部小学校

高浜LC
西尾東LC
愛知グレースLC
西尾東LC
西尾LC
一色LC
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ゾーントピックス
8Ｒ2Ｚ親睦チャリティゴルフ大会
日時：2015年9月7日
（月）
会場：西尾ゴルフクラブ

地区ガバナー
L 加藤 史典

ZC 名倉 洋

挨拶

個人の部優勝
Ｌ 尾崎 弘幸 (吉良LC)

個人の部準優勝
Ｌ 東明 穣太郎 (西尾東LC)

今回のチャリティゴルフは、
メ
ンバーとハンディーキャップに
恵まれて、大変楽しいゴルフ
をすることができました。
これ
からも、
ライオンズの行事にで
きるだけ参加をさせてもらい
たいと思っています。
ありがと
うございました。

この度8R2Ｚチャリティゴルフ大会で この度は2ゾーンチャリティゴルフ大会団体
栄えある準優勝を頂きありがとうござ の部優勝という栄誉を手にすることができ
いました。
ライオンズクラブに入会し5 ました。計画委員長の年度初めの挨拶で、
年目、
ゴルフを真剣に取り組み7年、
ラ 「今年はゴルフ、
ソフト、
ボウリングと完全制
イオンズの諸先輩方とラウンドをし学 覇！！」
との命令が出ておりましたので、
まず
ばせて頂いたお陰で感謝申し上げま は責務を果たせてホッとしております。
す。
次回も上位を狙い団体賞も獲得で （ゴルフ部長 Ｌ 加藤 恭介）
きるように頑張りたいと思います。
●

団体の部優勝
西尾ライオンズクラブ

個人の部
優 勝
準優勝
3 位
4 位
5 位

べスグロ賞でご満悦
男子 L 加藤 史典
(名古屋太閤LC)
女子 Ｌ 前田 立子
(愛知グレースLC)
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●

尾 崎 弘 幸
東明 穣太郎
植 田 孝 之
中 村 禎 吾
小笠原 啓介

吉 良 L C
西尾東LC
碧 南 L C
西 尾 L C
西 尾 L C

団体の部
優 勝
準優勝
3 位

西 尾 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
吉 良 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
碧 南 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ

ゾーントピックス
８Ｒ２Ｚ親睦ソフトボール大会
日時：2015年10月3日
（土）
会場：西尾市善明市民運動広場グランド
秋の青空のもと2Ｚ親睦ソフトボール大会が開催されま
した。
Ｌ 角谷 一基(碧南ＬＣ主将)のユーモアあふれる
選手宣誓の後数々の熱戦を繰り返し、今年は幸運の
女神が西尾ＬＣに微笑みました。

ZC L 名倉 洋

優勝

西尾ライオンズクラブ

岡田大会運営委員長

選手宣誓 Ｌ 角谷 一基

準優勝

優

0

5

17

4

19

3
1

0

位
7

4

一色

高浜

一色

西尾東

吉良

碧南

西尾

高浜

ライオンズクラブ国際大会のご案内

勝

7

14

一色ライオンズクラブ

河合様

吉良ライオンズクラブ

6X

3位

大会審判長

3位決定戦

2016年6月24日(金)〜28日(火)

2016年6月24日(金)から28日(火)までの5日間、
「第99回ライオンズクラブ年次国際大会」
が日本の福岡市で開
催されます。今回の福岡大会は、14年ぶりに日本で開催される大会です。
マリンメッセ福岡・福岡国際会議場・
福岡ヤフオクドームを主会場に世界中から約35,000人のライオンマンが集います。登録・ご参加をお願いします。
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吉良ライオンズクラブ
8月度例会報告

9月度例会報告

第一例会（第1274回）2015年7月31日（金）

第一例会（第1276回）2015年9月1日（火）

2Z・ZC・8R役員訪問合同例会
会場：西尾文化会館小ホール
担当：計画委員会
◆8R・LCIF・国際関係委員
L 平井 治清あいさつ

会場：吉良カントリークラブ
担当：四献・アイヘルス委員会
◆スピーカー 社会福祉法人幡豆福祉会
レジデンス宮崎・寺嶋施設長 岡田 巌様
◆交替会員入会式 L 伊奈 雅弘・L 杉浦 一寛

第二例会（第1275回）2015年8月22日（土）
会場：なすび総本店
担当：計画委員会
◆夏の家族例会
（久能山東照宮）

♦︎ソフトボール部結成懇親会
勝田主将、近藤部長、羽佐田監督

第二例会（第1277回）2015年9月18日（金）
会場：西尾市文化会館小ホール
担当：四献委員会
◆ガバナー公式訪問合同例会
♦︎9月ゴルフ部会
吉良カントリークラブ
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9月度その他活動

2016年度夏期YCE派遣学生選考会
YCE委員会による面接

10月度その他活動

2Z親睦ソフトボール大会

惜しくも準優勝…

２０１５夏期YCE派遣生、帰国報告

吉良中学校にて
『朝のあいさつ運動』

8月度アクティビティ
①第19回幡豆ストーンカップ協賛金

30，000円

9月度アクティビティ
①愛知県アイバンク助成金

30，000円

②国定公園『桜を守る会』支援金

20，000円

③LCIF1000ドル献金
L 平井 治清 ・ L 川上 国広 ・ L 木下 修
363，000円
④吉良中学校にてあいさつ運動
28名×1時間＝28人時

しはとの郷 車いす4台、歩行車1台を寄贈
環境保全・公衆安全・社会福祉委員会

⑤特別養護老人施設しはとの郷へ
車椅子4台、歩行車1台を贈呈

200,000円
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西尾ライオンズクラブ
10月度例会報告
第1288回例会 2015年10月18日（日）開演ＰＭ1：00～

♦︎2Ｚ親睦ソフトボール大会
日時:2015年10月3日
（土）
会場:西尾市善明市民運動広場グランド

♦︎ライオンズデー記念チャリティ演奏会・例会
会場：西尾市文化会館大ホール

7年ぶり悲願の優勝！劇的なサヨナラ勝ち！
西尾ＬＣソフト部・感動をありがとう～！
西尾フィルハーモニー管弦楽団
素晴しい演奏を披露して頂きました

最優秀選賞
Ｌ 鋤柄 浩
2年連続の受賞
来賓を代表して西尾市長の挨拶
たくさんの方に
ご来場頂きました

売上げなどの収益金は下記団体に寄付させて頂きました
・音訳サークルきらら
・西尾手話サークル青い鳥
・手話サークルくすの木
・点訳絵本サークル点ふれんど
・西尾市点訳サークルひかりの会
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監督のＬ 稲垣 清明を胴上げ！

♦︎2Ｚ親睦チャリティゴルフ大会
日時：2015年9月7日
（月）
会場：西尾ゴルフクラブ

♦︎ハゼ釣り大会 釣り部会
日時：2015年9月12日
（土）
会場：一色漁港さかな広場周辺

メンバーの子供や孫、小学生5人を含む総勢18名参加
初秋の1日を和気あいあいと過ごしました！

団体戦

見事、優勝しました！
Ｌ本多と娘さん！
パパとの仲良しぶりが
羨ましい…

♦︎四献活動
日時：2015年8月8日
（土）
会場：ヴェルサウォーク西尾

8月度アクティビティ
労力アクティビティ
①台湾YE受入事業（8/1～8/5）
労力奉仕 1件
②四献活動（8/8 ヴェルサウォーク西尾）
受付数28名 献血21名（うち400ml 20名、200ｍｌ1名）
不採血7名、献眼登録者5名、献腎登録者7名
午前4名×2Ｈ＝8Ｈ、午後4名×3Ｈ＝12Ｈ

Ｌ 外山 会長
自らＰＲ！

合計20人時

9月度アクティビティ
金銭アクティビティ
①公益財団法人 愛知県アイバンク協会 賛助会員会費
30,000円
②第55回西尾市美術展賞助成金
10,000円
③台湾YE受入事業
2,256,117円
労力アクティビティ
①四献活動（9/25 西尾市役所）
受付数32名 献血28名（うち400ml 24名、200ｍｌ4名）

♦︎薬物乱用防止教室
日時：2015年9月25日
（金）
会場：西尾市立東部中学校

不採血4名、献眼登録者2名、献腎登録者1名

生徒さんに挨拶する会長
Ｌ 外山 忠雄

薬物乱用防止委員長
熱弁を振るうＬ 榎本 達也

午前4名×2.5Ｈ＝10Ｈ、午後4名×3Ｈ＝12Ｈ
合計22人時
②薬物乱用防止教室
（9/25 西尾市立東部中学校（2年生）104名）
Lメンバー 6名×1H＝6人時
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碧南ライオンズクラブ
8月度例会報告

9月度例会報告

第一例会（第1218回）2015年8月4日（火）
♦︎メルビン・ジョーンズ・フェロー
（LCIF ＄1,000献金）20口以上
会場：碧南商工会議所

表彰

第一例会（第1220回）2015年9月1日（火）
♦︎献血例会
会場：碧南商工会議所

L 藤井 博司
2014年度会長
L 禰宜田 重春

♦︎ゲストスピーカー
テーマ
「戦後70年敗戦国日本の四方山話」

♦︎会員キー賞贈呈

生田 哲常 氏
♦︎碧南市社会福祉協議会へ助成金贈呈
L 犬塚 勝正
♦︎シルバー会員増強アワード表彰
碧南市社会福祉
協議会 会長
杉浦 三代枝 氏

第二例会（第1221回）2015年9月18日（金）
L 鈴木 利明

♦︎8R2Zガバナー公式訪問合同例会
会場：西尾市文化会館

第二例会（第1219回）2015年8月18日（火）
♦︎ゲストスピーカー
テーマ
「マイナンバーについて」
会場：碧南商工会議所

地区ガバナー
L 加藤 史典

碧南市役所経営
企画課 課長
岡崎 康浩 氏
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L 石川 清次会長
が役員・各クラブを
紹介

10度月例会報告

8月度アクティビティ

第一例会（第1222回）2015年10月6日（火）
♦︎ゲストスピーカー
テーマ
「LCIF例会」 会場：碧南商工会議所

◆社会福祉：地域社会
平成27年度 碧南高浜防犯協会連合会会費
10,000円
◆四献：献眼その他
（公財）
愛知県眼衛生協会

賛助金
30,000円

地区LCIF委員長 L 小田 英紀 8R LCIF委員 L 平井 治清

第二例会（第1223回）2015年10月20日（火）
♦︎ゲストスピーカー
テーマ 交通安全DVD上映
「終わりなき悔恨」
会場：碧南商工会議所

碧南警察署 署長
本多 孝敏 氏

活動報告

♦︎秋の交通安全市民運動に伴う大監視活動協力
日時：2015年9月18日
（金）

◆8/18 その他：その他
2020年東京オリンピック協力金
77,000円
（1,000円×77名）
◆8/26 青少年関係：国際平和ポスター
市内小学校6年生を対象

9月度アクティビティ
◆9/1 献血奉仕：献血
碧南商工会議所にて献血に協力、
協力者に粗品進呈
9,350円
◆9/1 社会福祉：その他
碧南市社会福祉協議会

ドライバーの方々に
啓発活動を行いました
♦︎8R2Z親睦ソフトボール大会
日時：2015年10月3日
（土）

応募59点

助成金
77,000円
（1,000円×77名）

◆9/18 社会福祉：交通安全
秋の交通安全市民運動に伴う大監視活動協力
市内の主要交差点にてドライバーに粗品を手渡した
10,000円

残念ながら初戦で敗退しました

優秀選手賞に
L 山田 淳二が
選ばれました

♦︎ライオンズ奉仕デー
ロードミラー清掃
日時：2015年10月21日
（水）
ピッカピカに磨き上げました
♦︎第7回 碧南ライオンズ旗争奪少年野球大会
日時：2015年10月18日
（日）
・25日
（日）

優勝旗返還

大会会長あいさつ

♦︎レディ研修 日時：2015年10月24日
（土）
叶匠寿庵（滋賀県）
にてお菓子づくり

10月度アクティビティ
◆10/2 社会福祉：その他
赤い羽根共同募金
70,000円
◆10/6･20 社会福祉：その他
碧南市ふれあいフェスティバルチャリティーバザー
物品提供９２点
◆10/18 青少年：その他
碧南ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会
碧南少年野球連盟と共催し、
開催
◆10/20 社会福祉：交通安全
「交通安全ＤＶＤ」
を碧南高浜安全運転管理者協議
会へ贈呈
◆10/21 環境保全：環境保全
ライオンズデー記念奉仕事業
「ロードミラー清掃」
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西尾東ライオンズクラブ
8月度例会報告

9月度例会報告

ＰＭ6：00
第一例会（第955回)2015年8月6日（木）

ＰＭ6：00
第一例会（第957回）2015年9月3日（木）

会場：西尾信用金庫本店
担当：ライオンズクエスト薬物乱用防止出席委員会

会場：西尾信用金庫本店
担当：財務ＬＣＩＦ委員会
講師：西尾市総務部資産経営課経営企画担当
課長補佐 鈴木 良浩様
講師：西尾市総務部資産経営課経営企画担当
主査
榊原 健様

傘寿祝
Ｌ 加藤 宏

古稀祝
Ｌ 神谷 坂夫

委嘱状伝達
8Ｒ・ＹＣＥ委員 Ｌ 青山 弘

■地区・クラブ挨拶

・環境保全接待委員長／カラオケ部長
・三献骨髄移植推進聴覚委員長
・ライオンズクエスト薬物乱用防止出席委員長
・ボーリング部長
・情報サービス部長
・旅行部長
・フィッシング部長

Ｌ 近藤
Ｌ 髙山
Ｌ 村瀬
Ｌ 田中
Ｌ 鈴木
Ｌ 榊原
Ｌ 内山

演題：
「公共施設配置の取組-新たな官民連携手法
（西尾市方式）による公共施設再配置第一次
プロジェクトについて」

西尾市公共施設再配置
基本計画について鈴木
良浩様、榊原 健様両氏
がプロジェクターを使っ
て説明された

敏行
之孝
和男
平行
宏明
東治
己行

「入会式」
左から鳥居 哲也様、
平山 敬二様、
下村 好輝様、
会長Ｌ 小島 洋一

ＰＭ6：00
第二例会（第956回)2015年8月20日（木）
会場：西尾信用金庫本店
担当：ライオンズクエスト薬物乱用防止出席委員会
講師：西尾市立室場小学校 校長 高橋 行雄様
演題：
「ホタル銀河を夢見て－30年間の歩み－」

第二例会（第958回）2015年9月18日（金）ＡＭ10：00
♦︎ガバナー公式訪問合同例会
会場：西尾市文化会館小ホール
担当：財務ＬＣＩＦ委員会

「子供達に夢をあたえる」「入会式」
ゲンジボタルの飼育に
左から吉田 雅和様、前田 雅彦様、
取り組む高橋 行雄先生 会長 Ｌ 小島 洋一

地区ガバナー
Ｌ 加藤 史典挨拶
334-A地区
アクティビティスローガン
「ありがとうウィサーブ」

24時間ＴＶ「愛は地球を救う」8月22日・23日 献眼・献腎・献血・骨髄登録推進運動！

推進運動に協力を願うクラブメンバー！
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担当委員長 Ｌ 髙山 之孝
手渡しで子供にふうせんをプレゼント 献血の為検査をするクラブ会員

クラブスポット

10月度例会報告
ＰＭ6：00
第一例会（第959回)2015年10月1日（木）
会場：西尾信用金庫本店
担当：ＰＲ情報ＩＴ委員会
講師：西尾市教育委員会事務局文化振興課文化財担当
主査 林 知左子様

幹事 Ｌ 鈴木 宏明です
1年間ご協力を
お願いします

演題：
「古文書から見る“忠臣蔵”の真実」

吉良家の真実をプロジェク
ターを使ってわかりやすく
説明される林 知左子様

第二例会（第960回)2015年10月15日（木）ＰＭ6：00
会場：西尾信用金庫本店
担当：ＰＲ情報ＩＴ委員会
講師：ＹＣＥ夏期派遣生 小島 彩華様
演題：夏期派遣生帰国報告会

アメリカ合衆国オレゴン
州への旅の報告をする
小島 彩華様
8月4日～8月28日

推進運動にはげむクラブ会員

入会式で誓約書にサインをする新会員

8月度アクティビティ
①24時間ＴＶ
「愛は地球を救う」
労力アクティビティ

64,981円
4Ｈ×53名=212Ｈ
1Ｈ×8名=8Ｈ

②献血受付97名（できなかった方15名）
200ｍｌ2名

400ｍｌ80名

献眼登録者31名 献腎登録者31名
50,000円
③夏期ＹＣＥ派遣生助成金
④派遣生：小島 彩華様（オレゴン） 8月4日～8月28日

9月度アクティビティ
愛知県眼衛生協会会費

30,000円

2Ｚ親睦ソフトボール大会
大変お疲れさまでした

優秀賞
Ｌ 吉田 雅和
おめでとうございます！
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高浜ライオンズクラブ
8月度例会報告

9月度例会報告

第一例会（第846回）2015年8月5日（水）PM6：00

第一例会（第848回）2015年9月2日（水）PM0：00

会場：高浜市商工会2Ｆホール
内容：夏期ＹＣＥ生あいさつ

♦︎同伴やな例会
会場：男川やな

ドミニク ハイニーさん

ドネーション貢献者
Ｌ 石川 定次
Ｌ 櫻井 保嘉

第二例会（第847回）2015年8月19日（水）PM6：00

第二例会（第849回）2015年9月18日（金）AM10：00

会場：高浜市商工会2Ｆホール
内容：
「口が元気なら、若い！ぼけない！」
講師：歯科衛生士 都築 裕代 氏

例会振替
♦︎ガバナー公式訪問合同例会
会場：西尾市文化会館小ホール

♦︎平成27年度交通安全ポスター表彰式
日時：2015年9月29日
（火）
会場：高浜市役所4Ｆ
会議室
♦︎2Ｚ親睦チャリティゴルフ大会
日時：2015年9月7日
（月）
会場：西尾ゴルフクラブ
物故ライオン 故 Ｌ 内藤 松宏
（享年61）
平成13年 11月高浜ライオンズクラブ入会
平成25年 7月高浜ライオンズクラブ会長
平成27年 10月1日物故会員となられました
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10月度例会報告

9月度アクティビティ

第一例会（第850回）2015年10月7日（水）PM6：00
会場：高浜市商工会2Ｆホール
演題：
「公共事業のあり方」
講師：高浜市役所総務部 行政グループリーダー
山本 時雄 氏

10月誕生日祝い
Ｌ 江坂 文孝 Ｌ 鈴木 勝彦

第二例会（第851回）2015年10月21日（水）PM6：00
会場：高浜市商工会2Ｆホール
内容：卓話「マイナンバー制度」
講師：Ｌ 笠松 弘子

①献血活動9月3日
（木）PM1：30~4：00 日本ペイント㈱
2.5Ｈ×1名＝2.5人時
18名
献血受付
16名
（400ml 16名）
献血できた方
1,440円
配布物代金
②チビッコ警察官との交通安全街頭活動
9月28日
（月）AM10：00~11:00 高取公民館南交差点
5歳園児34名参加 会員34名中 18名参加
6,000円 18人時
配付物費用

1件 7，
440円
2件 20.5人時

金銭アクティビティ
労力アクティビティ

10月度アクティビティ
①鬼みちまつり協賛
かわら美術館駐車場
10月17日
（土）
PM0：00～8：00
会員33名中

♦︎2Ｚ親睦ソフトボール大会
日時：2015年10月3日
（土）
会場：西尾市善明市民運動広場グラウンド

8月度アクティビティ
①夏期来日ＹＣＥ生1名
労力アクティビティ
金銭アクティビティ

7月11日～8月7日の日程で受入
1件 1人時
1件 84,455円

20名参加

160人時

②高浜ＬＣ35周年記念チャリティゴルフ大会
10月19日
（月）
吉良カントリークラブ
社会福祉法人日本聴導犬協会へ181,000円

（金）AM9:30~11:30 PM1:30~3:30
③献血活動10月30日
高浜市役所・野安製瓦㈱ 4Ｈ×1名＝4人時
38名
献血受付人数
30名
（200ml 1名、
400ml 29名）
献血できた方
3,420円
配布物代金
20,000円
④高浜シティマラソン協賛金
6,000円
⑤愛知県眼衛生協会通常会費2口
50,000円
⑥小中学校交通安全ポスター協力金
5件260,420円
金銭アクティビティ
労力アクティビティ
2件164人時
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一色ライオンズクラブ
8月度例会報告

9月度例会報告

ＰＭ6：00
第一例会（第735回)2015年8月5日（水）

ＰＭ6：15
第一例会（第737回)2015年9月2日（水）

♦︎グランドゴルフ例会
会場：西尾ゴルフクラブ
担当：
ＩＴＰＲ情報財務計画委員会

会場：西尾信用金庫一色支店
担当：会員会則・ＦＷＴ・ＬＣＩＦ委員会
講師：地区ＧＬＴコーディネーター Ｌ 市川 輝雄
演題：
「ＧＬＴについて」

第二例会（第738回）2015年9月18日（金）ＡＭ10：00
ホールインワン！
グランド中に響き渡る声に皆で拍手
賑やかな夕暮れでした

会場：西尾市文化会館小ホール
担当：市民レクレーン国際サービスＹＣＥ委員会
内容：ガバナー公式訪問合同例会

会長からガバナーに…

委員長会議 2015年9月4日（金）
♦︎ライオンズクエスト・薬物乱用防止・レオ委員会会議
会場：一色地域交流センター

ＰＭ6：15
第二例会（第736回）2015年8月19日（水）
会場：西尾信用金庫一色支店
担当：環境保全指導力育成委員会
講師：Ｌ 中村 光夫
演題：
「あれから30年（ＣＮ30周年に思うこと）」
♦︎第1回 ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員長会議
会場：一色地域交流センター
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10月度例会報告
ＰＭ6：15
第一例会（第739回)2015年10月7日（水）

♦︎2Ｚ親睦ソフトボール大会
日時：平成27年10月3日
（土）
場所:西尾市善明市民運動広場グランド

会場：西尾信用金庫一色支店
担当：会員会則・ＦＷＴ・ＬＣＩＦ委員会
演題：愛知県議会議員 渡辺 靖様
演題：
「県政報告」

第二例会（第740回）2015年10月21日（水）ＰＭ6：15
♦こけ玉作成例会
会場：西尾信用金庫一色支店
担当：
ＩＴ・ＰＲ情報財務計画委員会
講師：明松園 園主 犬塚 和義様
演題：苔玉の楽しみ方

事務局お二人も頑張りました＾＾

第3位!!優秀選手和田クン

お疲れ様でした！！
ケガもなく皆で楽しくプレーを楽しめました
結果はともかく…(^_^;)

8月度アクティビティ
①中学生海外派遣助成金
②愛知県眼衛生協会会費
③8Ｒ献眼献腎献血骨髄移植推進費
500円×22名

Ｌ鳥居「きれいにできました!!」

11,000円
65,899円

④ＹＯＭＩＳＥウキウキ祭り
献眼登録者

50,000円
30,000円

8名

献腎登録者

16名

労力/3Ｈ×20名=60Ｈ
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愛知グレースライオンズクラブ
8月度例会報告
第一例会（第256回）2015年8月3日（月）PM0：00～
会場：Ｆ＆Ｇシ－ズン
担当：出席・大会委員会
♦︎「ウィ・サーブ」
スピーカー 西尾Ｌ元ガバナーＬ 稲垣 清明
誕生祝
7月 Ｌ 前田 立子 8月 Ｌ 小林 明美

Ｆ＆Ｇシ－ズンの閉鎖に伴い、長年大変お世話になったクロト
会長の米津法子氏に感謝状と記念品の授与式をとりおこない
ました。本当にありがとうございました

第二例会（第257回）2015年8月17日（月）PM1：00～
会場:Ｆ＆Ｇシ－ズン
♦︎「フラダンス鑑賞会」
スピーカー 林 厚子氏

フラダンスを堪能しながらのＦ＆Ｇシ－ズン最後の晩餐会？
昼ですが…
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9月度例会報告
第一例会（第258回）2015年9月1日（火）PM0：30～
会場:商工会議所302号会議室

(初めての会場の為、
スピーカーをお呼びしない例会)

担当:広報・ＰＲ・ＩＴ委員会

誕生祝
9月 Ｌ 谷崎 富代

第二例会（第259回）2015年9月18日（金）AM10：00～
♦︎ガバナー公式訪問合同例会
会場:西尾市文化会館

10月度例会報告

9月度アクティビティ

第一例会（第260回）2015年10月5日（月）PM0：30～

労力アクティビティ

担当：会員・会則・LCIF委員会
会場：商工会議所203号会議室
♦︎「朗読講座」
スピーカー
元アナウンサー
浅井 照子 氏

四献活動（9/25 西尾市役所）

誕生祝
10月 Ｌ 倉内 勝子 Ｌ 千葉 貴子

金銭アクティビティ

献血400ｍｌ 24人
献腎申込み

5人

献眼申込み

5人

200ｍｌ 4人

合計 54人時

元アナウンサーの巧みな話術にうっとりしすぎて、
はて内容は？

2Zチャリティゴルフ

5×1,000

5,000円

第二例会（第261回）2015年10月19日（月）PM0：30～
♦︎ガバナー訪問例会
会場:商工会議所302号会議室
♦︎「女性クラブを訪問して」
スピーカー
334-Ａ地区ガバナー
Ｌ 加藤 史典

10月度アクティビティ
労力アクティビティ
西尾産業物産フェア10月10日、
11日
合計 361人時
金銭アクティビティ
高浜LC35周年チャリティゴルフ

2×1,000

西尾産業物産フェアチャリティバザー

2,000円

663,950円

女性を虜にする、
お話の間合いの良さ、引き際も最高？
でいらっしゃいました。
ご訪問ありがとうございました

8月度アクティビティ
労力アクティビティ

四献活動
（8/8 ヴェルサウォーク西尾）
献血400ｍｌ 20人
献腎申込み

7人

献眼申込み

4人
合計 33人時

金銭アクティビティ
24×3,000 72,000円
8RYCE活動費
24×500 12,000円
8R5献活動費
8RPR国際平和ポスターコンテスト参加協力金
24×500

12,000円

合計 96,000円
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８Ｒ２Ｚ親睦ソフトボール大会を終えて
最優秀選手賞

Ｌ 鋤柄 浩 (西尾LC)
親睦ソフトボール大会お疲れ様でした。吉良ライオンズクラブとの決勝戦、不甲斐ないピッチング

で途中降板、打っては凡打の山で、最低選手賞大本命からチーム全員の粘りで最高のお膳立て

を頂き、
１本のヒットで最優秀選手賞を頂きました。ありがとうございました。来年の大会も連覇を
目指しがんばります。

優秀選手賞

Ｌ 吉﨑 正樹 (吉良LC)

この度は、優秀選手賞に選んで頂きまして有難うございます。親睦のはずが真剣になってしまいま
す。
ライオンズの先輩、高須栄一さんに「遊びは真剣にやるとおもしろい」
と教わって以来恥ずかし
さを捨て真剣に遊びながらの親睦を目指しています。次回ボウリング大会では西尾ＬＣ三冠を阻
止できるように真剣に遊びます。ありがとうございます。
ウォー！

L 和田 信冶(一色LC)

今大会では勝敗は別としてチーム全員が一丸となって声を出し、盛り上がり、日頃の運動不足を
感じさせない程白熱した試合で素晴らしい大会だったと思います。心身共に健康に心がけ、今年
より少し多くの練習をし、来年こそは「一色ライオンズクラブが優勝という快挙を収めました。」
と掲
載されるよう優勝目指して頑張ります。

Ｌ 杉浦 敏一(高浜LC)

親睦ソフトボール大会お疲れ様でした。我が高浜 ライオンズクラブは、いろいろな行事が重なり、
人数が揃わずご迷惑をかけました。今回 私が優秀選手賞をいただいたのも、野球未経験の下手
なものが、フル出場して頑張った、ということでもらえたので大変恐縮しています。ありがとうござ
います。
これからも頑張ります。

Ｌ 山田 淳二(碧南LC)

開 会 式の和やかな雰 囲 気から一 転 、いざ試 合が 始まると各チームの真 剣なプレイに戸 惑いまし
たが、迷惑をかけてはならないと思い必死になりました。惜しくも初戦敗退でしたが、
その後、高浜
ＬＣ様の３位決定戦に助っ人で入り、最後の閉会式まで参加したので、
この賞を頂けたと思って
おります。来年も頑張ります。ありがとうございました。

Ｌ 吉田 雅和(西尾東LC)

まずは、
この度の栄えある
「優秀選手賞」
を頂きありがとうございます。
３５年以上振りにプレーするソフトボ
ール、大きくて重いボールやピッチャーの山なりボール等、違和感だらけではございましたが、仲間の助言
のおかげもあり試合前にはなんとか合わせられるようになりました。今回はやはり新入会員と言う御祝儀
受賞だと！部長をはじめ、
メンバーの皆様に大変感謝しております。
しかし試合のほうは、御承知どおりの
残敗。来年には優勝！！といかないまでも、Kライオンズクラブさんに一矢を報いたい！！大会より１０日以上
過ぎた今もメラメラとくすぶり続けております。

優勝クラブ監督

Ｌ 稲垣 清明 (西尾LC)

監督就任４年目で悲願の優勝を成し遂げ、感無量です。
それも、劇的なサヨナラ勝ち。誰もが予想
していない、筋書きの無いドラマが生まれました。
これも、チームが一つになった賜物で選手全員
に心から感謝いたします。又、試合を通してメンバーが心からの親睦が深くできたことが本当にう
れしく思います。
ライオンズの宝物が一つ増えました。
メンバーに感謝。万歳。
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今年度の表紙写真テーマ “我が街のお祭り”
た

ぬ き

ぼ う

て

「田貫の棒の手」
田 貫 町の棒の手は 鎌 田 流である。天 保 年 間（ 1 8 3 0 ～ 1 8 4 4 ）

に石 川 伊 兵 衛 、石 川 平 三 郎ら数 名の武 技 愛 好 者が、現 在の
豊 田 市 宮 口にあった深 田 兵 馬の鎌 田 流 道 場に入 門し、奥 義
免許目録を授かったと言われている。鎌田流棒術は、
「 鎌田流
皆伝録」によると、下段、中段、上段、薙刀の四種がある。

装 束は、白 鉢 巻に白い下 襦 袢 、白 足 袋 、素 襖 小 袴を模したも

のと考えられる黒い半 袴を着るのが 古 式であった。現 在は襟

に鎌田流と染め抜いた白い衣に襷がけ、子どもは水色の祭礼
用法被を着用している。

現在は、10月の第3日曜日（かつては15日）に行われる田貫町

神 明 社 祭 礼のほか、西 尾まつりなどにも依 頼を受け棒の手を
披露する。

編集後記
VOL.１号を発行した後、
「 今年の合同会報ｎｏｗくなったね」
「 ホームページで合同会報を見ました
よ」って話してくれた方がみえました。少し嬉しく思いました。秋の訪れに合わせて親睦を目的とした
ゴルフとソフトボールの二つの大きな大会を無事終えることができました。朝夕の空気もすっかり冷
たくなり、冬の匂いが 微かに感じられる季 節になりました。各クラブそれぞれが 新 体 制のもとで、
特質のあるアクティビティが掲載されているVOL.2号を発行します。是非ともご覧ください。
let's challenge something for long autumnal night
（石川）
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献眼者発生時連絡手順表
8R・2 Z

献眼者家族

一般

愛知県アイバンク TEL（052）262-1100

ライオンズ関係
24時間受付

注意事項
1.死後6時間以内（冬季は12時間以内）
2.連絡内容
1）住所・献眼者氏名・喪主氏名・電話番号 2）死亡時刻・死亡原因

勤務時間内

ゾーン

LC事務局
●吉良LC

●西尾LC

TEL（0563）32-1141
●碧南LC

事務局 TEL（0563）56-7866

●西尾東LC

TEL（0566）41-1100
●高浜LC

西尾ライオンズクラブ

TEL（0563）56-7866

FAX（0563）57-1140

TEL（0563）56-7866
●一色LC

TEL（0566）52-4646

2Z・ZC

TEL（0563）56-7866

名 倉 洋（なぐら ひろし）

●愛知グレースLC

TEL（0563）53-8040

自 宅 TEL
（0563）52-4412
会 社 TEL（0563）52-4030
FAX（0563）52-2576

リジョン

2Z・ZCA

徳 田 修 二 （とくだ しゅうじ）

安城中央ライオンズクラブ

自 宅 TEL
（0563）57-0884

事務局 TEL（0566）76-7622

会 社 TEL（0563）54-1550
FAX（0563）54-3520

FAX（0566）77-1291
8R献眼献腎献血骨髄移植推進聴覚委員

溝 口 史 郎（みぞぐち しろう）

会

外 山 忠 雄（とやま ただお）

自 宅 TEL
（0566）98-0930

自 宅 TEL
（0563）52-1711

会 社 TEL（0566）97-7880
FAX（0566）97-7881
携 帯

長

会 社 TEL（0563）57-2915
FAX（0563）57-2344

090-3155-5330

安城中央LC献眼献腎献血骨髄移植推進聴覚委員長

幹

加 藤 景 三 （かとう けいぞう）

事

木 村 政 直（きむら まさなお）

自 宅

TEL（0566）75-6954

自 宅 TEL
（0563）54-3525

会 社

TEL（0566）76-7588
FAX（0566）76-7274

会 社 TEL（0563）56-3233
FAX（0563）56-1380

お願い
献眼希望者は、日頃から家族や親族の方と
死亡時の献眼の意志を話し合い、両者がお互いに理解し
納得しあって献眼できるようご配慮ください。

