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Dignity.Harmony.Humanity.
(命の尊厳と和)

334複合地区スローガン

心の平和は健康への第一歩
～人間から人間へ　心をつなげて～

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
334-A地区8R・2Zスローガン

自利利他の心

334-A地区ガバナーキーワード

尽くして求めず
与うる事は得来るより幸なり
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ゾーントピックス

第３回ゾーン会議  （第２回ガバナー諮問委員会） 

第４回ゾーン会議

日  時：2015年11月30日（月）
会  場：西尾信用金庫　本店
ホスト：西尾東ライオンズクラブ

日  時：2016年1月18日（月）
会  場：衣浦グランドホテル
ホスト：高浜ライオンズクラブ

2０１５年度薬物乱用防止教育認定講師養成講座
日  時：2015年11月2日（月）
会  場：キャッスルプラザ「鳳凰の間」

以下の諮問事項について各クラブから回答がありました
１. クラブの会員増強目標達成に向けての進捗状況に

ついて
２. 会員勧誘について（主な勧誘方法）
３. 会員維持計画への取組と今後の目標について
４. 新会員に対するスポンサーの責任について（クラブ内

規等）
５. 新入会員入会式について（特色等）
６. 新入会員オリエンテーションについて
７. クラブのホームページについて
８. Eクラブハウスについて

各クラブから活動報告が行われました
①会員増強の目標に対する進捗状況　
②薬物乱用防止教室の開催状況　
③YCE事業の推進状況　
④LCIFへの協力状況 等の報告がありました
年次大会表彰について・8Ｒ新会員オリエンテーション
セミナーの予定や防犯カメラの設置についても協議され
ました。

334－A地区の約400名のライオンが集まり認定講師養
成講座が開講されました。L加藤ガバナーの挨拶の後、
薬物乱用防止の教育ビデオを鑑賞し以下の4つの講座
が開かれました。

「医学知識　薬物乱用と心身への影響」
「行政事情1　薬物乱用取り締まりの現状」
「行政事情2　薬物乱用防止対策」
「実践手法　薬物乱用教室の実践」
閉講式の後、認定証の交付が行われました。

日時：2016年6月5日（日）
場所：袋井市　エコパアリーナ
　　  （小笠山総合運動公園内）

日時：2016年5月14日(土)
場所：ウェスティンナゴヤキャッスル

334複合地区第62回年次大会のご案内

334－Ａ地区第62回年次大会のご案内

L 加藤 ガバナー
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クラブアクティビティ取材REPORT

高浜市小中学校音楽会
日時：2015年11月7日（土）
会場：高浜中央公民館

薬物乱用防止教室
日時：2015年11月20日（金）
会場：吉良中学校体育館

クリスマス家族例会
日時：2015年12月19日（土）
会場：西尾ゴルフクラブ

親子ふれあいコンサート
日時：2015年12月12日（土）
会場：碧南市文化会館

絵本の読み聞かせ
日時：2016年1月27日（水）
会場：西尾市立荻原保育園

チャリティーバザー
日時：2015年12月6日（日）
会場：おしろタウン シャオ

大島めぐみさんによるキッズランレッスン
日時：2016年1月23日（土）
会場：一色中学校運動場

結成35周年記念事業の一環として第42回高浜市小中学校音楽会が盛
大に開催されました。第1部合唱の部は、市内5小学校・2中学校の合唱
の後会場全員で合同合唱を行い感謝状贈呈式がありました。第2部合奏
の部は、市内5小学校吹奏楽部・金管バンド部の合奏の後、2中学校と特
別参加の高浜高校吹奏楽部の演奏が会場を盛り上げました。最後に合
同合奏として「ヤングマン」を出場者全員で行い「ライオンズありがとう」の
プラカードを掲げて頂きました。また、市民センターロビーにおいて国際平
和ポスターコンテストの応募作品の展示会も行われました。

一年生237名と保護者（希望者）を対象に、薬
物乱用防止教室が開催されました。講師は薬
剤師であるL村松喜彦が務められました。会長
挨拶の後、「薬物乱用はダメ。ゼッタイ！」のビデ
オを鑑賞し、その後講師がこの日のために作ら
れた資料をプロジェクタで投影し分かり易く丁
寧に説明をされました。

毎年恒例のクリスマス家族例会が開催されました。金銭アクティビティとして西尾
市少年少女発明クラブ様に金10万円が贈られました。指導員会会長の鈴木
様のお礼の後、巨大空気砲の実演もあり科学の素晴らしさを教えていただきま
した。パーティーのスタートはRAKUDAチャイムクワイアの9名の美女によるトー
ンチャイムのクリスマスメロディーで幕を開けました。外山会長サンタから子どもた
ちにたくさんのプレゼントが渡され楽しいクリスマス会になりました。

音楽を通じて子どもと保護者の交流を促す目的で毎年開催され、今
回が17回目。吹奏楽に親しむ市内の小中学校と高校計13校が日頃
の練習の成果を披露しました。コンサートに先立ち碧南LCが学校活動用
にマリンバとドラムセットを市教育委員会に寄贈されました。招待演奏で安城
学園高等学校の吹奏楽部がトリを務め“さすがに全国レベル”という実力を
見せつけ、約1,500人の聴衆が聴き入りました。とっても良いコンサートでした。

継続事業として毎年行われている保育園での絵本の読み聞かせが今年は西尾市立荻原保育園で園児125名を対象
に行われました。遊戯室で全園児を前に会長から絵本21冊のプレゼントがありました。この後それぞれの保育室に戻り
絵本を読んだり歌を歌ったり紙芝居をして楽しく過ごしました。園児たちが輝いた瞳で絵本をのぞきこむ姿を見て“女性
のクラブ”ならではの素晴らしいアクティビティだと感心しました。

結成40周年記念事業の一環としてチャリティー
バザーが行われました。会員らが提供した日
用品・雑貨・衣服・暖房器・ゴルフバック等が
並べられ100円から高いものでも3,000円で売
られました。また、チャリティー呈茶券も販売され
2階のテラスで抹茶の接待も行われました。バ
ザーの収益の一部は地域の防犯カメラの設
置費用にあてられるそうです。

結成30周年記念事業の一環として元オリンピックランナー大島めぐみさんをお迎えして
キッズランレッスンが開催されました。大寒波の到来で、冷たい霧雨の降るあいにくのコ
ンディションになってしまいましたが、元気な小中学生100余名を前に良い走り方の基本
を教えていただきました。子どもたちと一緒に柔軟体操をしたりグランドを走ったりして、

「速く走るには前後・左右のバランスが崩れないことが大事です」と説明されました。

高浜ライオンズクラブ　

吉良ライオンズクラブ

西尾ライオンズクラブ

碧南ライオンズクラブ

愛知グレースライオンズクラブ

西尾東ライオンズクラブ

一色ライオンズクラブ

CN35周年記念事業

CN40周年記念事業

CN30周年記念事業
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吉良ライオンズクラブ

11月度例会報告 12月度例会報告

11月度アクティビティ

12月度アクティビティ

1月度アクティビティ

第一例会（第1280回）2015年11月4日（水）
会場：ホワイトウェーブ
担当：環境保全・社会福祉・公衆安全委員会
◆11月誕生日祝い　L 吉﨑 正樹

◆LCIF1000ドル献金 
L 石川 輝雄、L 川上 国広、L 平井 治清

◆モナーク・シェブロン贈呈 
L 黒部 正弘、L 平井 治清、L 小島 正義

　L 尾崎 大作、L 吉﨑 正樹、L 高須 栄一

第二例会（第1281回）2015年11月17日（火）
会場：ホワイトウェーブ
担当：YCE委員会
◆スピーチ『YCEの現況と今後の取り組み』
　８R・YCE委員　L 青山 弘（西尾東LC）

①社会福祉法人日本聴導犬協会
②献血・献眼・献腎登録者推進運動実施 
　登録者にパック卵、タオル 
　労力
③薬物乱用防止運動街頭活動 
　労力
④社会福祉法人日本聴導犬協会
⑤薬物乱用防止教室開催（吉良中学校） 

労力
⑥少年柔道大会協賛金
⑦西尾市役所へチャリティ金
⑧LCIF1000ドル献金4口 

L 石川 輝雄、L 高須 栄一、 
L 吉﨑 正樹、L 尾崎 大作

①薬物乱用防止教室開催（白浜小学校） 
　啓発資材購入し利用
②LCIF1000ドル献金1口　L 牧 善昭

①国際平和ポスター応募作品展示 
　吉良LC独自で賞を設ける 
　労力

3,948円
 

38,325円 
30名×4時間＝120人時

2,500円 
4名×0.5時間＝2人時

11,000円
 

8名参加　16人時
20,000円
8,000円

484,000円

 
30,100円

123,000円

 
20,000円 

1件

アトラクション：沖縄エイサー

◆スピーチ 
『西尾市の食』について

　グリルれんが亭　代表　 
都築 貴弘様

1月度例会報告

第一例会第一例会

第二例会

（第1284回）2016年1月5日（火）（第1282回）2015年12月1日（火）

（第1283回）2015年12月15日（火）

会場：吉良カントリークラブ
担当：教育・レク・青少年育成委員会
◆1月誕生日祝い 
　L 勝田 浩幸、L 牧 善昭、L 鎌田 傳 
　L 神谷 俊弘、L 山本 一義

会場：ホワイトウェーブ
担当：教育・レク・青少年育成委員会
◆スピーチ『三河地震について』 
　L 村松 喜彦

会場：グリーンホテル三ヶ根
担当：教育・レク・青少年育成委員会
◆12月年忘れレディー同伴例会
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西尾ライオンズクラブ

11月度例会報告 12月度例会報告

第1289回例会 2015年11月6日（金）AM10：00〜

第1290回例会 2015年11月20日（金）PM0：30〜

第1291回例会 2015年12月4日（金）PM0：30〜

第1292回例会 2015年12月19日（土）PM5：30〜

第1293回例会 2016年1月8日（金）PM5：30〜
♦︎清掃奉仕（ネス合同）例会 

会場：西尾総合グランド　二の沢川周辺・西尾市歴 
　     史公園 
担当：環境保全委員会　委員長　Ｌ 鋤柄 浩　

♦︎通常例会 
会場：西尾信用金庫本店

♦︎スピーカー 
西尾市立福地南部小学校 
校長　與田 靖子 様　

♦︎目録贈呈 
西尾市立福地南部小学校 
児童会　会長　倉地 悠真 様　

♦︎通常例会 
会場：西尾信用金庫本店 
担当：指導力育成接待委員会　委員長 
　　  Ｌ 榊原 康三

♦︎クリスマス家族例会 
会場：西尾ゴルフクラブ

♦︎新年例会・新春祈願 
会場：伊文神社・だるま 
担当：情報委員会　委員長　Ｌ 稲垣 和秀

♦︎おめでとうございます!! 
◎昭和１９年生 Ｌ 外山 忠雄　Ｌ 石川 正幸 
 Ｌ 磯貝 金彦　Ｌ 内藤 正

 ◎昭和３１年生 Ｌ 宮地 正彦　Ｌ 氏原 紳壱
 ◎昭和４３年生 Ｌ 下田 将之

♦︎スピーカー 
西尾市役所　企業誘致課 
産業創造推進室　渡辺 登志雄 様 
演題「駅前開発の現状について」

来賓あいさつ
西尾信用金庫
理事長　近藤 実 様

目録贈呈並びに謝辞
西尾市少年少女発明クラブ
指導員会 会長 
鈴木 康三 様

ウィ・サーブで開演！ 
第1副会長　Ｌ中島 裕巳

チャイムクワイアの素晴らしい演奏も！

会長＆幹事です！リヤカー・竹ほうき等掃除
道具を贈呈いたしました。

指導力育成接待
委員長あいさつ 
Ｌ 榊原 康三

愛知グレースLC・ネス部会と合同開催でたくさんのゴミを
拾いました。

川の中に入りゴミを拾いました。

11月度アクティビティ

12月度アクティビティ

金銭アクティビティ
①環境美化活動事業
②高浜LC CN35周年記念チャリティゴルフ大会 
　（日本聴導犬協会へ）
③刈谷LC CN50周年記念チャリティゴルフ大会 
　（日本聴導犬協会へ）

労力アクティビティ
①11/6 環境美化活動 

②11/20、11/24 国際平和ポスター 
　展示 撤去　71枚

金銭アクティビティ
①2Z親睦チャリティゴルフ大会 
　（防犯カメラ設置へ）
②ガバナー公式訪問合同例会アクティビティ 
　（防犯カメラ設置へ）
③安城中央LC 
　CN35周年記念チャリティゴルフ大会 
　（日本聴導犬協会へ）
④第41回小中学校作文コンクール助成金
⑤LCIF・MJF$1,000献金 

$1,000×7名　$900×1名
⑥クリスマス家族例会にて募金 

西尾市少年少女発明クラブへ
　　合　計
労力アクティビティ
①12/9（水）　薬物乱用防止教室 
　西尾市立佐久島小学校・中学校 
　生徒16名（中学生10名・小学生6名） 

②12/24（木）　西尾市役所にて四献活動 
　受付数45名　献血39名 
　献腎登録者11名　献眼登録者6名

150,928円
 

8,000円
 

7,000円
　　　合　計 165,928円

 

（Ｌ42名+ＬNＳ14名）×1時間＝56人時
 

L4名×2時間＝8人時

 
69,927円

 
79,000円

 
 

7,000円
10,800円

 
971,700円

 
100,000円

1,238,427円

 
 
 

L6名×1時間=6人時
 
 
 
 午前4人×2.5時間=10人時 
 午後4人×3時間=12人時　合計22人時

1月度例会報告
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碧南ライオンズクラブ

11月度例会報告

12月度例会報告

活動報告

1月度例会報告

第一例会（第1224回）2015年11月10日（火）

第二例会（第1225回）2015年11月17日（火）

第一例会（第1226回）2015年12月12日（土）

第一例会（第1228回）2016年1月12日（火）

第二例会（第1227回）2015年12月15日（火）

第二例会（第1229回）2016年1月24日（日）

♦︎ゲストスピーカー
テーマ「妻から見たライオンズクラブ〜20年前の約束〜」
会場：碧南商工会議所

♦︎新会員入会式
会場：碧南商工会議所

♦︎冬季YCE派遣生壮行会
会場：碧南市文化会館

♦︎ゲストスピーカー
テーマ「碧南ゆかりの偉人」

♦︎琴演奏
会場：碧南商工会議所

♦︎市民ふれあいフェスティバルに参加
日時：2015年11月8日（日）　会場：碧南市臨海体育館
献腎献眼登録推進運動

♦︎秋のクリンピーときれいな街づくり
日時：2015年11月15日（日）　会場：碧インター付近

♦︎夜間忘年例会
会場：碧南商工会議所

♦︎レディ同伴新年家族例会
会場：中日劇場・ヒルトン名古屋

名古屋太閤LC　
ライオンズクエスト
説明員
L 高坂 加代

L 平松 功行　L 深世古 裕治　L 山下 充張

YCE派遣生 
杉浦 有紀 さん

碧南市市史資料室 
浅井 久夫 氏

倉内 里仁 氏　　戸田 弘子 氏

100名のご登録を
いただきました

♦︎薬物乱用防止教室
日時：2015年11月16日（月）　会場：碧南市立東中学校

♦︎新春防火たこあげ大会に参加
日時：2016年1月10日（日）　会場：玉津浦グランド

♦︎親子ふれあいコンサート
日時：2015年12月12日（土）　会場：碧南市文化会館

♦︎レディ研修会（正月寄せ植え教室）
日時：2015年12月17日（木）　会場：碧南商工会議所

♦︎碧南市手をつなぐ育成会クリスマス会に参加
日時：2015年12月20日（日）　会場：碧南市福祉センター

講師は、碧南ライオンズクラブ　L 中村 建児

大凧部門では、特
選・準特選を受賞
しました。

碧南市5中学合同　演奏

講師は、東郷園の
鈴木先生

メリークリスマス

11月度アクティビティ

12月度アクティビティ

1月度アクティビティ

①11月8日　市民ふれあいフェスティバル会場において 
　献眼・献腎登録推進活動及びドナーカードの配布 
　協力者に粗品を進呈した 
　献眼登録者 100名 
　献腎登録者 100名 
　ドナーカード配布数 100枚

②11月15日　「クリンピーときれいな街づくり運動」協力 
　市内産業道路沿いの空き缶等を拾う作業を行った。

③11月16日　薬物乱用防止教室 
　碧南市立東中学校において3年生177名を対象に講演 
　生徒に読本・3D下敷きを配布 
　金銭アクティビティ　　　1件 31,590円

④LCIF MJF $1,000献金 
　$1,000×21口×121円 
　金銭アクティビティ　　　1件 2,541,000円

①12月12日　メインアクティビティ 
　碧南市教育委員会へマリンバとドラムセットを寄贈 
　金銭アクティビティ　　　1件 998,000円

②12月12日　「第17回親子ふれあいコンサート」を開催 
　市内小中学校・高等学校の吹奏楽部による演奏 
　及び、安城学園高等学校を招待しての演奏会 
　観客動員数 約1,500名

③12月20日　碧南市肢体不自由父母の会・碧南市手を
つなぐ育成会合同クリスマス会に助成金 
当クラブメンバーがサンタクロースに扮し、子供たちにプ
レゼントを手渡した。 
　金銭アクティビティ　　　1件 65,610円

①1月10日　第47回新春防火たこあげ大会に協力 
　金銭アクティビティ　　　1件 30,000円

8 9



西尾東ライオンズクラブ

11月度例会報告

12月度例会報告

1月度例会報告

第一例会（第961回)2015年11月5日（木）ＰＭ6：00

第一例会（第963回)2015年12月3日（木）ＰＭ6：00

第二例会（第962回)2015年11月19日（木）ＰＭ6：00

第二例会（第966回)2016年1月21日（木）ＰＭ6：00

第二例会（第964回)2015年12月17日（木）ＰＭ6：00

第一例会（第965回）2016年1月7日（木）ＰＭ6：00
会場：西尾信用金庫本店
講師：深谷経営会計事務所　所長　深谷 裕寿 様 

♦︎新年例会
会場：和食処だるま

会場：西尾信用金庫本店
講師：中部電力㈱西尾営業所　今井 章典 様

会場：西尾信用金庫本店
講師：日本健康太極拳協会　師範　石川 春代 様

会場：西尾信用金庫本店
講師：丸八証券㈱西尾支店長　筒井 満 様
演題：「2016年日本経済と株式展望」

♦︎クリスマス家族ふれあい例会
会場：三河湾リゾートリンクス
来賓：西尾市長　榊原 康正 様
　　  8R・2Z・ZC　L 名倉 洋
　　  他12名の方々

FWTとクラブ会員合同販売で大盛況!!

皆様大変お疲れさまでした

CN40周年記念事業　チャリティーバザー

親睦旅行　～仙台への旅～

「マイナンバー制度」
について説明する
深谷 裕寿 様

新年祈願祭を行うクラブ会員

電力事業の現状に
ついて語る
今井 章典 様

「心と体のバランス
を整える楊名時太
極拳」を実技しなが
らメンバーに講演を
する石川 春代様

年男祝い 
Ｌ 田中 平行
Ｌ 大嶋 吉則
Ｌ 近藤 敏行

会員キー賞   
Ｌ 東明 穣太郎
Ｌ 柵木 廸孝
Ｌ 小林 靖通

子供達におもちゃを
渡すＬ 田中 平行

歳末助け合い募金
目録を手渡す
西尾市長　 
榊原 康正 様
Ｌ 小島 洋一 サンタクロースと 

一緒に記念写真 
を撮るメンバーと 
家族の皆様

11月度アクティビティ 12月度アクティビティ

1月度アクティビティ

①高浜LCCN35周年記念チャリティゴルフ大会 
　社会福祉法人　聴導犬協会　 
　1,000円×12名
②8R1Z「5献支援」親睦チャリティゴルフ大会 
　社会福祉法人　聴導犬協会 
　3,948円×1名
③刈谷LCCN50周年記念チャリティゴルフ大会 
　社会福祉法人　聴導犬協会 
　1,000円×7名
労力アクティビティ
平和ポスターコンテスト展示　12月21日〜24日 

準備1時間×3名=3人時　撤去1時間×5名=5人時

①歳末助け合い募金
②小中学生作文コンクール協賛金
③安城中央LCCN35周年記念チャリティゴルフ大会 
　社会福祉法人　聴導犬協会 
　1,000円×4名

①西尾市子ども会大会助成金　

 
 

12,000円
 
 

3,948円
 
 

7,000円

100,000円
10,800円

 
 

4,000円

20,000円

♦︎LCIF・メルビン・ジョーンズ・フェロー（$1,000献金）
L 小島 洋一、L 神谷 庄二、L 浅岡 吉治、L 中村 眞一
L 小島 誠司、L 高山 之孝、L 味岡 嘉孝、L 齋藤 種治
L 田中 平行、L 鈴木 宏明、L 近藤 敏行
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高浜ライオンズクラブ

11月度例会報告

1月度例会報告

12月度例会報告

新入会員紹介

第一例会（第852回）2015年11月4日（水）PM6：00 第一例会（第854回）2015年12月2日（水）PM6：00

第一例会（第856回）2016年1月6日（水）PM6：00

第二例会（第853回）2015年11月18日（水）PM6：00

第二例会（第855回）2015年12月11日（金）PM6：00

第二例会（第857回）2016年1月20日（水）PM5：00

♦︎議員会館訪問例会
会場：愛知県議員会館

♦︎健康体操例会
会場：高浜市商工会2Ｆホール
内容：健康体操
講師：村松 美由紀 先生

会場：高浜市商工会
　　  2Ｆホール
講師：高浜市長
　　 吉岡 初浩 氏
演題：「2016年を迎えて」

♦︎スパ例会
会場：西尾・小京都の湯

♦︎忘年家族例会
会場：衣浦グランドホテル13Fソレイユ

会場：高浜市商工会2Ｆホール

♦︎わくわくフェスティバル「献眼献腎登録活動」
日時：2015年11月1日（日）AM9：00
会場：高浜・いきいき広場

♦︎薬物乱用防止教室
日時：2015年12月9日（水）
会場：高取小学校

♦︎市民ふれあいコンサート（小中学校音楽会）
日時：2015年11月7日（土）AM10：00
会場：高浜市中央公民館ホール

碧南警察署巡査長
山田 典孝 氏
衣浦東部保健所生活環境安全
課長補佐 西脇 ひとみ 氏

Ｌ 杉浦 裕二
昭和49年12月17日生
㈱あおみ創建　代表取締役
宅地建物取引業

11月誕生日祝い
Ｌ 加藤 浩永

マイルストーン・シェブロン・アワード
Ｌ 磯貝 明法　L 笠松 弘子　Ｌ 鈴木 勝彦

なばなの里イルミネーション例会
天候不順の為中止となり短縮例
会を開催しました

例会内容変更について報告
する会長　Ｌ 磯貝 明法

ライオンズ・ローア
例会担当PR委員長　Ｌ 杉浦 辰夫

新入会員入会式
Ｌ 杉浦 裕二

12月誕生日祝い
Ｌ 杉浦 裕二

11月結婚日祝い
Ｌ 櫻井 保嘉　Ｌ 杉浦 裕二

12月結婚日祝い
Ｌ 杉浦 敏一　Ｌ 磯貝 明法

１月誕生日祝い　Ｌ 杉浦 孝成　Ｌ 杉浦 辰夫

11月度アクティビティ

12月度アクティビティ

①献眼献腎登録活動 
　11月1日（日） いきいき広場AM9：00〜PM0：00 
　献眼登録者7名　献腎登録者9名 
　 3時間×18名=54人時　　費用　1,440円

②市民ふれあいコンサート・国際平和ポスター展 
　11月7日（土）AM8：00〜PM5：00　高浜市民センター 
　 会員34名中　9時間×25名参加　225人時 
　教材購入費用 650,000円

③刈谷LC50周年記念チャリティゴルフ大会 
　日本聴導犬協会へ 10,000円 
　金銭アクティビティ　　　3件 661,440円 
　労力アクティビティ　　　2件 279人時

①献血活動　11月26日（木）PM1：30〜PM4：30 
　トヨタ車体精工㈱　3時間×1名＝3人時 
　受付人数26名 
　献血できた方24名（400ml 17名、200m  5名） 
　費用 2,340円

②薬物乱用防止教室　12月9日（水）　高取小学校 
　会員34名中17名参加　17人時PM1：55〜PM2：55 
　6年生  84名　3D下敷き配布 5,460円

③安城中央LC35周年記念チャリティゴルフ大会 
　12月8日（火） 
　日本聴導犬協会へ 8,000円

④11月エコキャップ回収　収集数21,724 
　ワクチン人数　22 1名×1時間＝1人時 
　労力アクティビティ　　　3件 21人時 
　金銭アクティビティ　　　3件 15,800円
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一色ライオンズクラブ

1月度例会報告12月度例会報告11月度例会報告

第一例会（第741回)2015年11月1日（日）ＰＭ0：30 第一例会（第745回)2016年1月1日（金）AＭ11：30第一例会（第743回)2015年12月2日（水）AＭ10：00

第二例会（第742回）2015年11月25日（水）AＭ7：45

薬物乱用防止教室 2015年11月30日（月）

第二例会（第744回）2015年12月16日（水）ＰＭ6：00

第二例会（第746回）2016年1月23日（土）PＭ0：30
♦︎献血例会
会場：西尾市役所一色支所
担当：環境保全公衆安全指導力育成委員会

♦︎新年初例会
会場：諏訪神社
担当：環境保全公衆安全指導力育成委員会

♦︎交通安全キャンペーン例会
会場：憩の農園　東側駐車場
担当：市民レクリエーション国際サービスYCE委員会

場所：一色中学校
講師：L 田中 退三

♦︎CN30周年記念旅行前例会
会場：西尾市役所一色支所
担当：出席青少年育成社会福祉委員会

会場：一色東部小学校♦︎クリスマス家族例会
会場：グリーンホテル三ヶ根
担当：出席青少年育成社会福祉委員会

♦︎CN30周年記念事業キッズランレッスン例会
会場：一色中学校運動場
担当：IT・PR情報財務計画委員会

紅葉狩り
京都“光明寺”へ

一色東部小学校ゆるキャラ
“イットくん”

申年生まれウォーッ!!

＼ウィサーブ！／

歳末助け合い募金
贈呈

市内の小中学生を対象に
元オリンピック選手から
ご指導いただきました

CN30周年記念事業

谷口浩美様 大島めぐみ様歓迎会

一色町出身のお笑い芸人
“オラキヨクラブ”より
タカギマコトさんです

1年生240名を対象に
行いました

ホテルGRANVIA京都
にてランチです

11月度アクティビティ 12月度アクティビティ

①献血例会 55,985円 
　受付 72名（できなかった方12名） 
　200ml　9名 ／ 400ｍｌ　51名 
　労力 7.5時間×8名=60人時 
 3.5時間×10名=35人時

②高浜LC CN35周年記念チャリティゴルフ大会 
　日本聴導犬協会へ 12,000円

③刈谷LC CN50周年記念チャリティゴルフ大会 
　日本聴導犬協会へ 2,000円

④8R1Z「五献支援」親睦チャリティゴルフ大会 
　日本聴導犬協会へ 7,896円

　合　計 77,881円

①薬物乱用防止教室 23,598円 
　労力 1時間×6名＝6人時

②一色マラソン大会助成金 20,000円

③交通安全キャンペーン 5,250円 
　労力 1時間×18名＝18人時

④安城中央LC CN35周年記念チャリティゴルフ大会 
　日本聴導犬協会へ 3,000円

⑤歳末助け合い募金 50,000円

⑥小中学生作文コンクール協賛会 10,800円

⑦国際平和ポスターコンテスト展示11月21日〜24日 
　労力 準備1時間×3名 ／ 撤去1時間×3名＝3人時

　合　計 112,648円

イットくん

イットくんお披露目会≪CN30周年チャリティ事業≫
第51回一色マラソン大会
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愛知グレースライオンズクラブ

11月度アクティビティ

1月度アクティビティ

12月度アクティビティ

労力アクティビティ
①二の沢川周辺清掃活動 15名×2時間＝30人時
②エコキャップ回収  2名×1時間＝２人時
　合　計 32人時

労力アクティビティ
①くるみ会新年会 8名×2時間＝16人時
②薬物乱用防止教室 10名×2時間＝20人時
③保育園読み聞かせ 11名×2時間＝22人時
　合　計 58人時
金銭アクティビティ
①LCIF $1,000献金　4名 480,000円 
　（L 藤田 幸子、L 神谷 ちかえ、L 稲垣 庸子、L 本田 綾乃） 
②くるみ会へお茶贈呈 6,720円
③荻原保育園へ絵本21冊 30,000円
　合　計 516,720円

労力アクティビティ
12月24日 西尾市役所にて 
献血活動　　　受付人数 44名 
　献血200ｍｌ 2人 
　献血400ｍｌ 36人 
　献腎申込み 11人 
　献眼申込み  8人
　合　計 11名×3時間＝33人時
金銭アクティビティ
①チャリティゴルフ 18,395円 
　（防犯カメラ）
②防犯カメラ（２Ｚ） 
　24名×1,000円  24,000円
③歳末助け合い西尾善意銀行へ 30,000円
　合　計 72,395円

12月度例会報告 1月度例会報告11月度例会報告

第一例会（第262回)2015年11月6日（金）AＭ9：30〜

第二例会（第263回)2015年11月16日（月）PＭ0：30〜

第一例会（第264回)2015年12月7日（月）PＭ0：30〜 第一例会（第266回)2016年1月4日（月）PＭ0：30〜

第二例会（第265回)2015年12月21日（月）PＭ0：00〜

第二例会（第267回)2016年1月18日（月）PＭ0：30〜

♦︎西尾LC合同清掃例会
集合場所：西尾市総合グランドスタンド前
担当：指導力育成・接待委員会

会場：西尾商工会議所203号室
「モノは有限。整理収納の効果とは」
スピーカー：整理収納アドバイザー　神谷 順子 氏
担当：指導力育成・接待委員会

会場：商工会議所小ホール
「アロマテラピー」
スピーカー：内藤 満里子 氏
担当：教育・薬物乱用防止・青少年育成委員会

♦︎新年初例会
会場：商工会議所3階和室大広間
担当：社会・五献推進委員会

会場：商工会議所203号会議室
「吉良・上杉三重の縁」
スピーカー：颯田 洪 氏
担当：社会・五献推進委員会

♦︎クリスマス例会
会場：三河湾リゾート リンクス
担当：教育・薬物乱用防止・青少年育成委員会

♦︎西尾LC合同献血活動
日時：2015年12月24日（木）
場所：西尾市役所

♦︎くるみ会親睦
日時：2016年1月16日（土）
場所：西尾市福祉センター

♦︎薬物乱用防止教室
日時：2016年1月19日（火）
場所：西尾市立中畑小学校　6年生65人対象

親クラブの西尾ライオンズとの毎年恒例清掃活動で、今年は西
尾小学校の周辺、二の沢川から西尾資料館までの草取りとゴ
ミ拾いの清掃を行い、作業終了後にとんかつ錦にて例会

アロマテラピーを体験し、各自の好きな香りでエアーフレッシュ
ナーを作製しました。
家に持ち帰り、自宅をアロマの空間に………消臭スプレー？

新年初の例会、スピーカーなしの気楽でなごやかなひととき、
食後は新年の花びら餅とお抹茶で一服

お客様をお招きしての華やかな年に一度の例会、日頃の生活
を忘れ美味しいお料理に舌鼓し、サクスホーンの四重奏に酔
いしれる午後でした

整理収納の極意を学ぶ…整理とは区別すること、整
頓とはモノの居場所を決めることかな…
いつか、やる、のではなく　今でしょ

誕生祝
11月
Ｌ 内田 聖子
Ｌ 田島 久子

誕生祝
12月
Ｌ 稲垣 多美子
Ｌ 鎌田 きみよ
Ｌ 神谷 ちかえ

寿　女
Ｌ 颯田 茂子
Ｌ 判治 竟子

誕生祝
Ｌ 佐々木 道子
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今年度の表紙写真テーマ　“我が街のお祭り”

2015年12月19日（土）に開催された「きらきらウォーク」は、イルミ
ネーション装飾やイベントの実施を通して街の活性化や交流を
図るために開催される碧南市の冬のお祭りです。主催は、第18回
きらきらウォーク実行委員会。
会場は、碧南市芸術文化ホールを中心に水門橋から久沓公園
までの1.7㎞。この区間に5つの会場があり、芸文野外ステージや
特設ステージでは、音楽・舞踊・芸能など盛り沢山のパフォー	
マンスをお楽しみ頂けます。
各会場の飲食コーナーでは、おでん・フランクフルト・ぜんざい・
碧南焼きそば・スープ類など温かいB級グルメもお楽しみ頂け
ます。また、「心」がホット暖かくなるアルコール類も、もちろんござい
ます。
寒い冬の夜、美しいイルミネーションを眺めながら元気に歩き、
多くの人で賑わうお祭りです。

2009年6月入会の私が幹事という役を任せられ『メンバーは皆平等、一人の英雄もなく、一人の
非協力者もない。』を念頭に、クラブ運営の難しさを日々感じながらも、楽しく無事に半年が経過し
ました。未熟な私をこれまで指導し、支えていただいたメンバーの方々や事務局員さん、他クラブ
の方々には心から感謝しております。
『協調と思いやりの心』で、少しでもお役に立てるよう残された任期を全うする所存です。引き続き
ご支援ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

吉良ライオンズクラブ	 幹事　L	黒野	和徳

幹事を仰せつかり、もう半年が過ぎ去りました。会長をはじめ理事会の皆様のご指導ご助言を賜
り、又、メンバーの皆様の温かいご協力により未熟者ではございますが、この半年を過ごせました
ことを心より感謝申し上げます。残りの任期につきましても会員皆様の大きなお力添えをお願いし
まして、楽しく思慮深いクラブになるよう、少しでもお役に立てる努力をしていきたいと思いますの
でどうぞ宜しくお願いいたします。外山忠雄会長、宴席での車の送り迎え、図々しくて申し訳ありま
せんが誠にありがとうございます。

西尾ライオンズクラブ	 幹事　L	木村	政直

「縁の下の力持ちになろう」そんなちょっと気負った思いで始まった幹事職ですが、いざ始まって
みると実際は逆に、私のほうがメンバーの皆さんに支えられて半年が過ぎた気がします。
とにかく明るい、お酒の大好きな会長と、気配り上手な会計に囲まれて三役として日々勉強の毎
日をおくっています。あと半年ありますが、月二回の例会、諸行事がメンバーの皆さんにとって心地
のよい時間となりますよう頑張っていきたいと思っています。

碧南ライオンズクラブ	 幹事　L	鈴木	良之

平成21年に入会して、40周年の節目に幹事を仰せつかり、分からないことばかりでしたが、会長
はじめメンバーの皆さんに助けられて、ようやく半年が過ぎます。まだ、周年関係事業の大半が残
されており、半年が過ぎたという実感はわきませんが、ゾーン会議などへの参加により他クラブの
会長様、幹事様との交流や情報など大変為になる経験が出来ています。残りの事業もわからない
ながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

西尾東ライオンズクラブ	 幹事　L	鈴木	宏明

今年は自分にとって二度目の三役拝任となりましたが、ゾーンに参加しますと、各クラブの周知の
お歴々がみえて、懐かしい感じがしました。当クラブの事情は何とも先行き不透明で、苦慮してお
ります。なんとか会員増強をと、会長共々腐心して半期過ぎました。実績見込みがないという事は
つらいものです。ですがやはりライオンズクラブは、自分にとって経験値を上げてくれる場であると
心底実感してます。さらに後期へ向けて覚悟を決めて臨んでいきたいと考えます。

高浜ライオンズクラブ	 幹事　L	加藤	次徳

幹事を仰せつかり、会長さん始めクラブ皆さんのご協力によって今日まできました。知らずに会長
を経験させて頂きあとから幹事ですが、やっとクラブ全体の活動内容と会長さんの女房役が幹
事の務めだと思ってやってきました。今後とも至らないとは思いますが、あと半年ＣＮ30周年も行
事が無事終えられる様にご指導ご協力よろしくお願いします。

一色ライオンズクラブ	 幹事　L	中川	彰

二回目の幹事を仰せつかり、早半期が過ぎました。二年前に会長、そして今回二回目の幹事と言
うことで、周りからなんでも解りきっているかの様に思われているらしいですが、ところがどっこい
そうでもなく、その都度ぶちあたった事をクリアするのが精一杯の私です。メンバーの協力で救わ
れている次第です。今後もメンバー同士、仲よしこよしで楽しめるクラブであってほしいと願ってい
ます。そしてブラザーの皆様今後ともよろしくお願いします。

愛知グレースライオンズクラブ	 幹事　L	神谷	ちかえ

ほんの少し前に除夜の鐘を聞きお正月気分に浮かれていましたが、あっという間に１月も終わり立春を
迎えました。少しずつ春の芽吹きを感じる季節にVOL.３号を発行します。今号は２ゾーンにおいて掲載
すべき事業が少なかったので各クラブに飛び込み取材をしてまいりました。是非ともご覧ください。	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石川）

先日、本を読んでいて心に残る言葉がありました。余白を借りて掲載します。

今日も精一杯やったと思える一日を過ごしたい
なにがあっても
微笑みかけたくなるような軽やかな気分で一日を過ごしたい
昨日に戻りたいと思うよりも　明日が待ち遠しいと思える　そんな人生を送りたい
そのために、
「口」は人を励ます言葉や感謝の言葉を言うために使おう。
「耳」は人の言葉を最後まで聴いてあげるために使おう。
「目」は人のよいところを見るために使おう。
「手足」は人を助けるために使おう。
「心」は人の痛みがわかるために使おう。
心も体も、誰かを励ましたり勇気付けられるように感謝の気持ちで使っていきたい。
きっと明日もいい日になるね！

「きらきらウォーク」

編集後記

合同会報各クラブ編集委員長

吉良LC L長坂　　誠

西尾LC L中村　禎吾

碧南LC L名倉　康裕

西尾東LC L本間　重幸

高浜LC L杉浦　辰夫

一色LC L榊原　文雄

愛知グレースLC L佐々木　道子

2Z合同会報編集委員長

　L石川　裕司（西尾LC）
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献眼者発生時連絡手順表

献眼者家族 一般　ライオンズ関係 愛知県アイバンク　TEL（052）262-1100

●吉良LC 
 TEL（0563）32-1141

●碧南LC 
 TEL（0566）41-1100

●高浜LC
 TEL（0566）52-4646

●愛知グレースLC
 TEL（0563）53-8040

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

●西尾LC 
 TEL（0563）56-7866

●西尾東LC
 TEL（0563）56-7866

●一色LC
 TEL（0563）56-7866

8R・2Z

リジョン

LC事務局

安城中央ライオンズクラブ

事務局 TEL（0566）76-7622

 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）

自 宅  TEL（0566）98-0930

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

携 帯  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

加 藤 景 三（かとう けいぞう）

自 宅  TEL（0566）75-6954

会 社 TEL（0566）76-7588
 FAX（0566）76-7274

ゾーン

西尾ライオンズクラブ

事務局 TEL（0563）56-7866

 FAX（0563）57-1140

2Z・ZC

名 倉 洋（なぐら ひろし）

自 宅 TEL（0563）52-4412

会 社 TEL（0563）52-4030
 FAX（0563）52-2576

2Z・ZCA

徳 田 修 二 （とくだ しゅうじ）

自 宅 TEL（0563）57-0884

会 社 TEL（0563）54-1550
 FAX（0563）54-3520

会　長

外 山 忠 雄（とやま ただお）

自 宅 TEL（0563）52-1711

会 社 TEL（0563）57-2915
 FAX（0563）57-2344

幹　事

木 村 政 直（きむら まさなお）

自 宅 TEL（0563）54-3525

会 社 TEL（0563）56-3233
 FAX（0563）56-1380

勤務時間内

24時間受付

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。


