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国際テーマ・ハイライト

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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1.友愛・親睦	
Ｚ内の各事業を通じクラブ間の友愛と親睦
を深める。

2.会員増強	
クラブの活性化のため会員の維持、増強を
推進する。

3.国際協会と地区の方針を各クラブ
に伝達し活動の推進を図る。

1.キャビネット会議その他出席要請のある会議の出席

2.ゾーン会議の開催（年6回）

3.ガバナー公式訪問合同例会の開催

4.ゾーン内クラブの合同訪問例会

5.ゾーン親睦行事の開催
　①親睦ソフトボール大会
　②親睦チャリティゴルフ大会
　③親睦チャリティボウリング大会

6.ゾーン合同会報の発行（年4回）

7.新入会員オリエンテーションの開催

2015年度　334-A地区8Ｒ・2Ｚスローガン

自
じ り り た

利利他の心

ゾーントピックス

年間活動計画基本方針

8R役員と各クラブの会長・幹事です。　1年間よろしくお願いいたします。

第1回ゾーン会議　2015年7月6日(月) 　 西尾商工会議所

L名倉　洋
8R・2Z・ZC

L徳田　修二
8R・2Z・ZCA
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8R地区役員 基本方針・年間活動計画

(一色LC)

8Ｒ・ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員　基本方針・年間活動計画

8Ｒ・ＰＲライオンズ情報・
ＩＴ委員

L 深見　賢一

基本方針

　　　　ＰＲ：ライオンズクラブの活動をＰＲし、地域社会
への認識度を高めるとともに、社会に奉
仕の心を広めるには、マスコミ、行政機関
に働きかけ奉仕活動をPRしていきたいと
思います。特に現役世代にＰＲし会員増
強につなげたい。

ライオンズ情報：私たちが各クラブの活動を理解し、互いに
他クラブの経験に学び、それを同クラブの運
営や奉仕活動に役立てていく為にも、各ク
ラブのホームページ更新をして頂きたい。

年間活動計画
1.各クラブの奉仕活動を各報道機関を通
じ、一般市民の方々にＰＲする
2.ゾーン各行事に参加する
3.第28回国際平和ポスター募集への取り組み
4.8Ｒ・ＰＲ情報・ＩＴ委員長会議を年3～4回
開催する

8Ｒ・LCIF・国際関係委員　基本方針・年間活動計画

8Ｒ・LCIF・国際関係委員

L 平井　治清
(吉良LC)

基本方針
ライオンズ国際協会は創設100周年を迎えようとしていま

す。その間、ライオンズクラブは視力関係奉仕で長い歴史を
持っています。それが全世界で認められてライオンズの力に
なっています。それらの奉仕活動を支えるのがLCIFです。言
わばLCIFはウィ・サーブのエネルギーの源です。継続は力
なり。本年度も引き続き皆様の「感謝と奉仕の心」をLCIFに
お願いします。

年間活動計画
1.ゾーンの各行事に参加
2.地区LCIF・国際関係委員会へ出席	
3.8R・LCIF委員長会議を開催	
4.LCIFへの理解を深めていただく活動を推進

(西尾東LC) (刈谷衣浦LC)

8R・YCE委員　基本方針・年間活動計画

8R・YCE委員

L 青山　　弘
8R・YCE副委員

L 近藤　喬康

基本方針
YCEとは（YOUTH	 CAMP	 EXCHANGE）ライオ

ンズ国際ユースキャンプ及び交換プログラムの略で
す。この目的を持ったライオンズクラブの奉仕活動で
す。その為には以下の3つの方針を作ります。
1.YCEは目的をよく理解し世界視野を広げ国際親善
に努める。
2.YCE派遣生は日本人の誇りを持ち、外国の教育・
文化を学び将来の世界平和に寄与していきます。
3.YCE来日生については、日本の文化、宗教、教育等
を正しく伝えて日本の良さを世界に発信していく。

年間活動計画
1.YCE来日生を夏期冬期合わせて
3名受け入れる。
2.YCE派遣生を夏期冬期合わせて
10名派遣する。
3.YCE派遣生の目的を広くPRして募
集活動を行う。
4.YCEFの活動を紹介してメンバー
に理解を深めていただく。
5.YCEFを活用して来日生や派遣生
が参加しやすい環境を作る。

8R・環境保全委員　基本方針・年間活動計画

8R・環境保全委員

L 荒木　義博
(安城LC)

基本方針

この度、8Ｒ・環境保全委員を仰せつかりました安城ＬＣの荒
木義博でございます。微力ではございますが、精いっぱい務め
させていただきますので、ご支援とご協力をお願い致します。世
界の環境問題は、森林破壊などによるＣＯ₂の増加、地球温暖
化による異常気象と生体系の破壊など多くの問題が起きてい
ます。子、孫への健全な未来を継続するよう各クラブ、手をつな
ぎ、環境保全に努めなければならないと思います。
本年度、地区ガバナーの方針は、環境保全事業の奨励と

環境保全写真コンテストの実施でございます。8Ｒでは、長き
に渡り、環境保全事業として地域社会に奉仕されています。
今年も継続して環境保全事業を推進してまいりたいと思います。

年間活動計画
①8Ｒ・環境保全委員会を例年通り年3回開
催予定
②環境美化運動の推進（全国都市緑化運動）
③エコキャップ、回収推進運動
④環境写真コンテスト実施（5部門）
　1.動物の生態
　2.植物の生態
　3.景観（都会または自然）
　4.気象現象
　5.特別テーマ(健全な環境を夢見て今日と
　明日の自然環境の美と価値を見る)
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8Ｒ・ライオンズクエスト・薬物乱用防止・レオ委員　基本方針・年間活動計画

8Ｒ・ライオンズクエスト・ 
薬物乱用防止・レオ委員

L 鈴木　廣光
(一色LC)

基本方針
2004年に初めて薬物乱用防止教室を行って11年にな
ります。今では地域社会や教育関係者の理解と共に高い
評価を受けつつあります。
それでも、危険ドラッグ等々に手を染める青少年達は年
々増加しています。私達も「薬物は危険だ!!人体に影響を
及ぼしますよ！」…と声を大にしてもなぜ薬物に頼ってし
まうのか？その本質を見極めなければならない時期が来
たのでは…!と思います。
この1年、もう一歩進んだ議論をしていきましょう。お願い
します。

年間活動計画
1.薬物乱用防止教育認定講師養成講座の
実施
2.小中学生を対象にした薬物乱用防止教室
の開催のお願い

8Ｒ・献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員　基本方針・年間活動計画

8Ｒ・献眼・献腎・献血・ 
骨髄移植推進・聴覚委員

L 溝口　史朗
(安城中央LC)

基本方針
ライオンズクラブにおいて献眼・献腎・献血・骨髄移植
推進の活動は、諸先輩方の努力によって長年の実績があ
り、多くの市民の皆様からも認知された事業です。
前年度に引き続き本年度も聴覚の活動も含めて人命
に関わる尊い事業として各クラブの認識も新たに活動の
輪を広げていきたいと思います。

年間活動計画
1.献眼・献腎提供登録と臓器提供意思表示
カードの普及活動へのお願い
2.各地域での献血活動への協力と会員や家
族会員への献血依頼の推進・ＰＲ方法を
共有する（200mlの献血も赤十字の方へお
願いする）
3.骨髄移植への理解と普及
4.聴覚障がい者への支援活動
5.顕彰乃碑の維持管理と顕彰祭の実施

8Ｒ・ＦＷＴ委員　基本方針・年間活動計画

8Ｒ・ＦＷＴ委員

L 深谷久仁夫
(刈谷LC)

基本方針
近年、家族・女性会員が増加している中、ライオンズクラ
ブそしてアクティビティの在り方を考える時期に来ています。魅力
あるクラブへの改革、家族・女性会員が参加しやすいアクティ
ビティの構築が急務であると考えます。
FWTは、家族・女性会員が各クラブにおいて活躍できる場
づくりを共に考え、そして支援するチームです。次世代へ繋がる
クラブ運営、そしてアクティビティの改善によるメンバーシップの
向上が、結果として会員拡大へと展開されると確信していま
す。約2,500人の家族会員（334-A地区）を巻き込んでいく進化
するライオンズクラブのお手伝いができれば幸いです。
本年度からの新設のチームですので紆余曲折の中で活動
が始まります。皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします。

年間活動計画
1.各クラブご担当の委員長会議の開催（2
～3回/年の予定）
2.地区ＦＷＴコーディネーター主催による会議
における情報の提供

2Ｚ・合同会報編集委員長　基本方針・年間活動計画

2Ｚ・合同会報編集委員長

L石川　裕司
(西尾LC)

基本方針
各クラブのＰＲ委員長さまと力を合わせて、ひと味違っ
た楽しく、面白く読んで頂ける紙面を皆様にお届けできる
よう編集をしていきたいと思っています。
各クラブにはそれぞれ特徴のある素晴らしいアクティビティ
があります。そんな「We	 Serve」を広く地域に発信する会報紙に
なるよう努めてまいります。

年間活動計画
1.発行回数は年間4回とします(8月・11月・2
月・5月)
2.表紙のテーマ「我が町のお祭り」(各クラブ
のローテーションで担当)
3.各号とも各クラブ2ページを担当していただ
きます
4.会員名簿はデータの見直しをします(ホスト
クラブ事務局で保管)
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8R・2Z関係行事予定

③ゾーン会議　　年6回　(ガバナー諮問委員会3回含む)

回　数 ホスト 年　月　日 会　場 備　考

第1回 西尾LC 2015年   7月  6日(月) 西尾商工会議所

第2回 碧南LC 2015年   8月24日(月) 衣浦グランドホテル
第1回諮問事項／国際大会終了後

90日以内、8╱5第1回

キャビネット会議後

第3回 西尾東LC 2015年 11月30日(月)
第2回諮問事項／11/18第2回

キャビネット会議後

第4回 高浜LC 2016年   1月18日(月)

第5回 一色LC 2016年   3月14日(月)
第3回諮問事項／2/15第3回

キャビネット会議後

第6回 西尾LC 2016年   6月  6日(月) 現次合同

 
地区ガバナー　　L加藤史典　(名古屋太閤LC) 
日　　時　2015年　9月18日 (金) 
受　　付　  9：30～10：00 
合同例会　10：00～11：30 
場　　所　西尾文化会館小ホール (西尾市山下町泡原30)

①ガバナー公式訪問例会　　ホスト：西尾LC

 
8R・2Z・ZC　　L名倉　洋　(西尾LC) 
日　　時　2015年　7月31日 (金) 
受　　付　13：30～14：00 
合同例会　14：00～15：15 
場　　所　西尾文化会館小ホール (西尾市山下町泡原30)

②ZC・8R役員訪問例会　　ホスト：西尾LC

 
イ）親睦チャリティゴルフ大会　 2015年  9月 7日(月)　 於：西尾ゴルフクラブ 
ロ)親睦ソフトボール大会　　　2015年10月 3日(土)　於：西尾市善明市民運動広場 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※雨天の場合10月17日(土) 

ハ)親睦チャリティボウリング大会　 2016年 2月13日(土)　於：西尾スターボウル

④2Ｚ親睦行事
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・西尾東LC40周年　　　 式　典　  2016年5月22日(日)  

　　　　　　　　　　　　　　　　　於：西尾信用金庫本店アネックスホール　　 

　　　　　　　　　　　　ゴルフ　  2016年  4月16日(土)   於：吉良カントリークラブ 

　　　　　　　　　　　　音楽会　  2016年  1月30日(土)   於：西尾市中央体育館 

・高浜LC35周年　　  　記念例会　  2016年  3月12日(土)   於：衣浦グランドホテル 

　　　　　　　　　　　　ゴルフ　  2015年10月19日(月)   於：吉良カントリークラブ 

・一色LC30周年　　　　 式　典　　2016年  4月24日(日)   於：グリーンホテル三ヶ根 

　　　　　　　　　 一色マラソン　  2016年  1月24日(日)   於：一色町体育館周辺 

・刈谷LC50周年　　　　 式　典　　2016年  1月30日(土)   於：刈谷市産業振興センター 

　　　　　　　　　　　　ゴルフ　　2015年11月10日(火)   於：ロイヤルカントリークラブ 

　　　　　　　　　　　　講演会　　2016年  3月12日(土)   於：刈谷市総合文化センター 

・刈谷衣浦LC45周年　 記念例会　　2015年12月15日(火)     於：シャインズ 

・安城中央LC35周年　　 ゴルフ　　2015年12月  8日(火)   於：ロイヤルカントリークラブ

⑥周年行事について  (1Ｚも含む)

 
・第54回東洋東南アジアフォーラム　2015年12月 3日(木)～6日(日)　　於：タイ　バンコク 
・第62回334-Ａ地区年次大会　2016年 5月14日(土)　於：ウェスティンナゴヤキャッスル  
・第62回334複合年次大会　　2016年 6月  5日(日)　  於：袋井市小笠山総合運動公園 
・第99回国際大会　　　　　　2016年 6月24日(金)～28日(火)    於：福岡

⑤大会行事予定 

34年ぶりに日本より国際会長が誕生…
日本より３０００人以上のライオンが参加し終始
盛り上がりました。インターナショナルパレードで
始まり、開会式から閉会式まで多くのイベントが
開催されました。
閉会式で山田實紘国際会長誕生の瞬間は、
会場が日の丸一色になり全世界の人々がお祝
いをしました。大会に参加して日本人であること
を、少し誇らしく思いました。　	

Ｌ市川輝雄（西尾LC）

第98回ホノルル国際大会に参加して… 2015年6月26日（金）～30日（火）
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吉良ライオンズクラブ

スローガン

協調と思いやりの心
人と人との絆を大切に！
何事もクラブ員の協力の元で地域貢献のできるクラブに！

会長方針

5月度例会報告

活動方針 ・未来ある青少年の育成	
	YCE派遣により国際感覚を養う。薬物乱用防止教室の開催で健全な育成に努める。
・社会奉仕	
	労力アクティビティにより地域に感謝されるライオンズクラブに！
・会員増強	
	新たな戦力になる人材の発掘と入会促進に努めていきます。

第一例会（第1268回）2015年5月9日（土）
会場：豊田市民文化会館　担当：会員会則財務委員会
◆第61回334-A地区年次大会参加
　地区スローガン
	『もういちどウィ・サーブ』

事業計画 ・海の日、1000人クリーン作戦参加
・YCE派遣事業
・しはとの郷祭りへの協賛
・きらまつり参加、献眼献腎献血登録受付など

・国宝公園清掃作業
・薬物乱用防止教室の開催
・春、秋のあいさつ運動

会長　L川上　国広 幹事　L黒野　和徳 会計　L牧　善昭
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6月度例会報告

7月度アクティビティ

第一例会（第1270回）2015年6月2日（火）
会場：吉良カントリークラブ　担当：PR・IT委員会
◆スピーチ　R委員、各委員長『一年を顧みて』

①8R・YCE活動費　　　	46名×3,000円＝138,000円
②8R・四献活動費　　　　	 	46名×500円＝23,000円
③国際平和ポスターコンテスト参加賞
　　　　　　　　　　	 　　46名×500円＝23,000円
④吉良町子ども会協賛金　　　　　　　　 50,000円
⑤1000人クリーン作戦参加者タオル　　		 　120,000円
　　　　　　　											 　労力40名×1時間＝40人時
⑥吉良花火大会協賛金　　　　　　　　　 30,000円
　　　　　　　　　　			 合計　金銭6件　384,000円
　　　　　　　　　　　　　　	 労力1件　　40人時

第二例会（第1269回）2015年5月19日（火）
会場：吉良カントリークラブ　担当：YCE委員会
◆スピーチ　2015年夏期派遣予定生
	『派遣に向けて』
　細川彩季さん（オーストラリア）
　磯貝えり花さん（ドイツ）
　市川直人さん（フランス）
　長坂有紗さん（フランス）

7月度例会報告

第一例会（第1272回）2015年7月7日（火）
会場：吉良カントリークラブ　担当：PR・IT委員会
◆スピーチ　各委員長あいさつ

L石川　輝雄

第二例会（第1271回）2015年6月16日（火）
会場：三河湾リゾートリンクス　担当：PR・IT委員会
◆会長、幹事バッジの交換

L川上　国広 L黒野　和徳

L鈴木　敏彦

L颯田　稔 L牧　善昭
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西尾ライオンズクラブ

スローガン

奉仕の心さらに高く　We Serve
～労力をおしまず　この町に奉仕と友愛の輝きを～

基本方針

5月度例会報告

運営方針

第一例会（第1277回）	2015年5月1日（金）	ＰＭ0:30
会場：西尾信用金庫　本店　担当：出席委員長　Ｌ岩瀬　基一
内容：次期委員会別例会

第二例会（第1278回)	2015年5月15日（金）	ＰＭ0:30
会場：西尾信用金庫	本店　担当：出席委員長　Ｌ岩瀬　基一
内容：通常例会
◆アワード受賞（第61回地区年次大会にて）
　☆事業資金獲得賞　西尾ＬＣ
　☆国際会長感謝状
　☆LCIF理事長感謝状
◆新入会員スピーチ

・健全な青年の育成への支援事業
・地域社会・福祉・文化活動への支援
・地域の隠れた奉仕グループへの支援
・会員としての誇りと品格を求める

・全員参加のクラブ運営
・会員相互の絆を深め明るく楽しい例会
・会員数の維持・増強を目指す

主な事業及び奉仕活動
・五献活動の実施（5回実施）
・西尾市レクリエーション協会への助成
・8Ｒとしてエコキャップの回収事業に協力
・8Ｒ・2Ｚ合同で西尾・碧南管内に防犯カメラの設置に協力

・ライオンズデーチャリティーコンサート	
　西尾市を中心として活躍する交響楽団西尾フィルハーモニー管弦楽団による
・台湾城中獅子会よりYE生の受入れと随行員との交流
・青少年薬物乱用防止教室の実施（4校3回実施）

会長　L外山　忠雄 幹事　L木村　政直 会計　L石川　清成

Ｌ市川　輝雄

Ｌ加藤　恭介　Ｌ辻村　直哉

Ｌ成田　憲治

Ｌ小島　正志
8



6月度例会報告

7月度アクティビティ

第一例会（第1279回）	2015年6月5日（金）	ＰＭ0:30
会場：西尾信用金庫	本店　担当：財務委員長　Ｌ倉内　勇
内容：通常例会
◆次年度計画・予算（案）承認
　2014年度御祝い品贈呈
　卒寿祝　米寿祝　古希祝　還暦祝　ダイヤモンド婚祝　金婚祝　銀婚祝　等々　延べ25人に贈呈
◆スピーチ　卒寿祝　Ｌ横山　登喜次

7月度例会報告

第一例会（第1281回）	2015年7月3日（金）	ＰＭ6:00
会場：Ｆ＆Ｇ	シーズン　担当：会員会則委員長　Ｌ河合　恒夫
内容：ネス同伴オープニング例会
◆アクティビティ目録贈呈

第二例会（第1280回）	2015年6月19日（金）	ＰＭ0:30
会場：西尾信用金庫	本店　担当：財務委員長　Ｌ倉内　勇
内容：最終グルメ例会
◆お礼の挨拶　スピーチ順にて
・計画委員長　Ｌ徳田　修二
・幹事　　　　Ｌ高須　政義
・会長　　　　Ｌ市川　輝雄

卒寿祝 Ｌ横山　登喜次

Ｌ徳田　修二 Ｌ高須　政義 Ｌ市川　輝雄

寿司「稲寿し」

うな重「平井うなぎ店」

前会長Ｌ市川輝雄（右）前幹事Ｌ高須政義（左）

合計

①2015年度西尾祇園祭協賛金

②平成27年度西尾市文化協会特別会員会費

③ライオンズ文庫充実助成金

④西尾市レクリエーション協会助成金

⑤オイスカ西尾推進協議会助成金

10,000円

20,000円

100,000円

100,000円

100,000円

⑥平成27年度西尾市中学生
　海外派遣助成金

⑦8R・YCE活動費

⑧8R・PR国際平和ポスターコンテスト
　参加協力金

⑨8R・献眼・献腎・献血・骨髄移植推進費

50,000円

＠3,000×79名　237,000円

＠500×79名		　39,500円

＠500×79名		　39,500円

696,000円
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碧南ライオンズクラブ

スローガン

『今を大切に未来につなごうウィサーブ』
活動方針

・充実した魅力ある例会を行います
・会員拡大こそが、クラブ運営の基礎となる、目標3名以上
・知恵を絞り、行動することが、会員資質の向上に繋がる
・委員会活動を通し、会員が団結し社会奉仕活動及び国際貢献を図ろう	
・未来を担う青少年の健全な育成を目指そう
・クラブメンバーでの新入会員オリエンテーションの開催を行います

活動方針

・メインアクティビティ・親子ふれあいコンサートの開催〈12月12日（土）〉
・碧南市学校教育委員会へ楽器の寄贈
・交通安全市民運動に伴う大監視活動への参加〈秋・春〉
・碧南高浜安全運転管理協議会へ交通安全DVDを贈呈
・ライオンズ奉仕デー記念、ロードミラー清掃の実施
・市民ふれあいフェスティバルにて献腎献眼登録推進運動の実施〈11月8日（日）〉
・市民の皆様を対象にした献血運動の実施〈9月1日（火）予定〉
・碧南ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会の開催〈11月〉
・新春防火たこあげ大会へ参加〈1月10日（日）〉
・心身障害団体クリスマス会、手をつなぐ育成会ひな祭りへ助成金贈呈
・クリンピーときれいな街づくり・春の一斉清掃への参加〈秋・春〉
・青少年指導・薬物乱用防止教室の開催
・国際平和ポスター・コンテスト作品募集

会長　L 石川　清次 幹事　L 鈴木　良之 会計　L 岡部　誠司
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6月度例会報告

7月度例会報告

5月度アクティビティ

6月度アクティビティ

7月度アクティビティ

5月度例会報告

第一例会（第1212回）2015年5月12日（火）	ＰＭ0:30～
会場：碧南商工会議所
◆ゲストスピーチ
　碧南市役所市民協働部	部長	鈴木友喜広	氏
　碧南市役所市民協働部防災課	課長	永坂智徳	氏
　｢碧南市の防災対策について」	

第一例会（第1214回）2015年6月2日（火）	ＰＭ0:30～
会場：碧南商工会議所
◆ゲストスピーチ
　碧南市役所総務部経営企画課	課長
　岡崎康浩	氏
　｢ふるさと納税について」

第一例会（第1216回）2015年7月7日（火）	ＰＭ0:30～
会場：碧南商工会議所
◆会長所信表明

◆2015年度　事業予定・予算の説明と承認第二例会（第1213回）2015年5月19日（火）	AＭ11:00～
会場：毘沙門天　妙福寺
内容：物故ライオン法要例会

第二例会（第1215回）2015年6月9日（火）	PＭ5:00～
会場：衣浦グランドホテル
内容：レディ同伴夜間最終例会

前会長　L	長谷川　伸
｢ウィサーブ	!」にて開宴

計画委員長　L	石川　浩文

第一例会 第二例会

財務委員長　L	加藤　雅司

三役・奥さま、一年間誠に	
｢ありがとうございました」

●環境保全（5/24）	 	
｢一斉清掃の日」に協力

市内虹の公園周辺の清掃

●青少年関係（6/2）	 	
碧南市スカウト育成連絡
協議会へ助成金贈呈

ボーイスカウト碧南第1団
育成会長	小笠原　千央	氏

『今を大切に未来につなごうウィサーブ	』

♪｢また会う日まで」を	
全員で大合唱	♬

①元気ッス！へきなん協賛金　　　	　　　		100,000円
②8R・YCE活動費　　　　　　　	 	＠￥3,000×77名
③8R「国際平和ポスターコンテスト応募者参加賞協力金」
　				　　　　　　　　　　　　　	　＠￥500×77名
④8R・献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員活動費
　				　　　　　　　　　　　　　	　＠￥500×77名
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西尾東ライオンズクラブ

スローガン

未来へ継ごう奉仕の輪を 広げよう地域社会へ
基本方針

5月度例会報告

第一例会（第949回）2015年5月7日（木）ＰＭ6:00
会場：西尾信用金庫本店
講師：西尾市副市長　増山　信也様

第二例会（第950回）2015年5月21日（木）ＰＭ6:00
会場：西尾信用金庫アネックスホール
演題：「新会員スピーチ」

　日本も戦後70年を迎え、苦難の道や幾多の変革を乗り越えて豊かで安定・安心して暮らせる美しい国づくりを目指しております。
　私たち西尾東ライオンズクラブも設立40周年を迎え、新たな目標に向かって挑戦していきたいと思います。会員構成や社会環境等の
変化により、クラブ運営及び奉仕に関する意識も変わりつつあります。もう一度原点を見つめ直してメンバー一人ひとりが自信と誇りを
持って、先人達が築いた伝統と文化・思いやりの心を受け継ぎ、新たな奉仕活動の節目の年として、全員野球で成し遂げよう。

●重点目標
｢キープワン」＝会員維持
会員相互の友愛・親睦とふれあいを深め楽しいクラブ活動、皆で英知を出
し合い、より良い地域奉仕活動を目指そう。
｢プラスワン」＝会員増強
より多くの価値ある奉仕を提供する為、メンバー1人1人が積極的に取り組
み新しい仲間を増やそう。

●キーワード
｢革新」組織の改編を行い運営委員会・事業委員会を明確にし、キャビネット
　　　及びリジョンの組織構成にあわせ新たにＦＷＴを設立する。
｢創生」ライオンズクラブの大きな目的は地域社会に奉仕することであります。
　　　地域社会に求められるアクティビティを模索して計画・立案し出会い
　　　とふれあい・交流を大切に地域の多くの人 と々一緒に活動する新
　　　たな奉仕を生み出す。
｢飛翔」大きな目標である50周年に向けて全員でステップアップ・チャレンジ
　　　しよう。

●奉仕活動方針
新規事業計画
1.	収益資金獲得（マネーメーキング）
1.	チャリティーバザー開催…家族会員（ＦＷＴ）に協力頂く
1.	友好クラブ交流を計画（姉妹提携を目指す）

●40周年事業計画
1.	記念式典
1.	チャリティーゴルフ大会
1.	記念事業　・市民ふれあいコンサート（教育委員会後援）（市内小中高等学校
　　　　　　　　	生徒による）・社会福祉協議会車両贈呈式

●クラブ委員会活動
1.	交通安全啓蒙活動
1.	植樹（愛知こどもの国）
1.	環境美化活動　みどり川クリーン作戦
1.	薬物乱用防止教室
1.	24H三献骨髄移植聴覚推進活動（献血）
1.	ふれあい家族花見例会
1.	クリスマス家族例会
1.	一色ライオンズクラブと合同例会（佐久島での梅園）
1.	新年例会（神事）

会長　L 小島　洋一 幹事　L 鈴木　宏明 会計　L 小林　敏宏

43歳の時、第80回全国高校野球
選手権記念大会で、審判員として
｢初出場」で学んだことを語る、
増山　信也様 Ｌ味岡　嘉孝 Ｌ小林　敏宏 Ｌ齋藤　種治 Ｌ田中　平行

演題：「高校野球児から教わった宝物」
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7月度例会報告6月度例会報告

第一例会（第951回）2015年6月4日（木）ＰＭ6:00
会場：西尾信用金庫本店
来賓：三河新報社　金原　秀徳様
　　	愛三時報社　中根　志信様
発表：次年度会長運営基本方針発表　次期会長　Ｌ小島　洋一
　　		次年度組織表発表　次期幹事　Ｌ鈴木　宏明
　　		次年度年間計画発表　次期計画委員長　Ｌ榊原　東治

第一例会（第953回）2015年7月2日（木）ＰＭ6:00
会場：西尾信用金庫本店
来賓：西尾市社会福祉協議会　会長　和田　知之様
内容：地区・クラブ役員挨拶　8Ｒ・ＹＣＥ委員　Ｌ青山　弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　	他8名の役員
◆ＣＮ40周年記念事業
　西尾市社会福祉協議会へ車両寄贈式及び目録贈呈

◆全員参加行事「みどり川クリーン作戦」

第二例会（第952回）2015年6月18日（木）ＰＭ6:00
会場：Ｆ＆Ｇ　ＳＥＡＳＯＮ
来賓：西尾市長　榊原　康正様
　　		8Ｒ・ＹＣＥ副委員　Ｌ青山　弘
　　		3クラブ会長・幹事　6名の方々
内容：最終例会

第二例会（第954回）2015年7月31日（金）ＰＭ2:00
会場：西尾市文化会館小ホール
内容：ＺＣ・8Ｒ役員訪問合同例会

社会福祉協議会
会長　和田　知之様
会長　Ｌ小島　洋一
CN40周年実行委員長　Ｌ大嶋　吉則

次年度会長方針を発表する
次期会長	Ｌ小島　洋一

次年度組織を発表する
次期幹事	Ｌ鈴木　宏明

次年度年間計画を発表する
Ｌ榊原　東治

ＣＮ40周年実行委員長
Ｌ大嶋　吉則

現次会長・幹事で堅い握手
左からＬ鈴木　宏明、Ｌ豊田　邦彦、Ｌ磯村　輝男、Ｌ小島　洋一

今年度「例会100％」表彰
Ｌ大竹　守、Ｌ金折　義之、Ｌ磯村　輝男

アトラクション
サックス演奏

5月度アクティビティ
①西尾市国際交流協会会費　　　	　　		　10，000円

7月度アクティビティ
①西尾祇園祭協賛金　　　　　　　　　　	10，000円
②西尾市文化協会会費　　　　　　　　　 	10，000円
　　　　　　　　　　　　　　	　合計　 	20，000円

1000人以上の各団体が
参加してみどり川を清掃する

クラブスポット
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高浜ライオンズクラブ

スローガン

初心にかえり ウィ・サーブ（変革）

5月度例会報告

第一例会 第61回334-A地区年次大会（第839回	例会振替）
　　　　　	 2015年5月9日（土）PM0:45
会場：豊田市民文化会館

第二例会（第840回）2015年5月20日（水）PM6:00
会場：高浜商工会2Ｆホール
講師：刈谷豊田総合病院高浜分院　橋本　良造	氏
演題：「健康について」

運　営

・経費削減
・メンバーの増強
・メンバー間の友愛を深める

会長基本方針

全員で有意義な例会・アクティビティをしていきたいと思っております。また、会員増強に全力を尽くし、
メンバー同士の親睦を図り、楽しく魅力のあるクラブにしていきたいと思います。
一年間ご協力をお願いいたします。

会長　Ｌ磯貝　明法 幹事　Ｌ加藤　次徳 会計　Ｌ杉浦　孝成

◀	集合写真

5月結婚日祝い　Ｌ野々山			正人　Ｌ石川			定次　Ｌ石川			伸

事　業

・ＣＮ35周年での各種活動
・小中学校音楽会支援
・交通安全活動

・薬物乱用防止啓蒙活動
・青少年サッカー大会支援
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第三例会（第845回）2015年7月31日（金）PM2:00
会場：西尾市文化会館小ホール
内容：ＺＣ・8R役員訪問合同例会	

第二例会（第844回）	2015年7月15日（水）PM6:00
会場：高浜市商工会2Ｆホール
講師：高浜青年会議所理事長　磯貝　正泰	氏
卓話：「ＪＣの現状と課題」

5月度アクティビティ

●献血活動	 	

●献血活動	 	

①5月18日（月）9時30分～11時30分　会場:㈱三琇プレシジョン	
クラブ員1名参加　2人時、200ml	＝4名、400ｍ＝ｌ5名
　　　　　　　　　　　　　　　　　		 費用　1，520円

②5月19日（火）9時30分～11時30分　会場:ＮＴツール
　　　　　　	13時30分～15時30分	
　クラブ員1名参加　4人時、200ml＝3名、400ｍｌ＝29名	
　　　　　　　　　　　　　		　		 　費用　2，560円	
労力アクティビティ　　　　　　　		 		 　　 2件　6人時	
金銭アクティビティ　　　　　　　　		 　2件　4，080円

6月度アクティビティ

①6月11日（木）9時30分～11時30分　会場:㈱三琇ファインツール
　　　　　	13時30分～15時30分	
クラブ員1名参加　4人時、200ml	＝3名、400ｍ＝26名
　　　　　　　　　　　　　　　　　			費用　2，320円

②6月16日（火）9時30分～11時30分　会場:高浜市役所	
　クラブ員7名参加　14人時、200ml＝2名　400ｍｌ＝23名	
　　　　　　　　　　　　　　					　費用　2，000円	
労力アクティビティ　　　　　　　　		 	　		2件　18人時	
金銭アクティビティ　　　　　　　　		 	　2件　4，320円

7月度例会報告

第一例会（第843回）2015年7月1日（水）PM6:00
会場：高浜市商工会2Ｆホール

会長あいさつ 7月誕生日
Ｌ加藤次徳

高浜市長訪問

7月度アクティビティ

①PR国際平和ポスターコンテスト参加賞協力金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，500円
②8Ｒ・ＹＣＥ活動協力金　　　　　　			 	　81，000円
③8Ｒ・四献活動費　　 　　　　　　　　		13，500円
④大山桜清掃活動　7月18日（土）8時～9時30分	
1.5Ｈ×12名＝18人時
⑤環境浄化「油ヶ淵浄化デー」　		7月26日（日）7時～8時	
　法響橋～吉野橋の区間						　　	　		1Ｈ×9名＝9人時	
労力アクティビティ　　　　　　　　　　　			　2件27人時	
金銭アクティビティ　　　　　　		　		　	　3件　108，000円

献血活動 大山桜清掃活動 油ケ淵浄化デー

6月度例会報告

第一例会（第841回）2015年6月9日（火）PM6:00
会場：滋賀県・グリーンパーク山東
内容：ほたる鑑賞例会

ほたる	グリーンパーク山東ロッジにて伊吹そば打ち道場

第二例会（第842回）	2015年6月13日（土）PM6:30
会場：あおいパーク　だいどころ
内容：最終家族例会

懇親会

高浜JC　理事長　磯貝氏 MJFアワード　L鈴木　勝彦

一年間模範出席アワード
Ｌ石川　定次　Ｌ神谷　寿彦
Ｌ磯貝　明法　Ｌ杉浦　敏一
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一色ライオンズクラブ

スローガン

「自我作古」
基本方針

5月度例会報告

第一例会（第729回）2015年5月6日（水）ＰＭ6:00
会場：西尾ゴルフクラブ
担当：市民レクレーション国際サービスＹＣＥ委員会
内容：グランドゴルフ家族例会

第二例会（第730回）2015年5月17日（日）ＡＭ8:00
会場：ライオンズの森
担当：出席青少年育成社会福祉四献推進委員会
講師：ライオンズの森清掃例会

・クラブの和
・色々なことを考え直してみよう	
・家族を大切に
・ＣＮ30周年をメンバー全員で楽しんで行う

事業奉仕計画

・ＣＮ30周年の各事業
・ＹＯＭＩＳＥウキウキ通り2015に参加	
・商工祭り参加	
・交通安全キャンペーン
・一色ライオンズの森整備
・薬物乱用防止キャンぺーン
・新規会員入会促進キャンペーン

会長　L 榊原　清孝 幹事　L 中川　彰 会計　L 石川　篤伸

◀	優勝するぞー！

▲戦いの後は
　BBQでわきあいあい♪

1時間ほどできれいに
さわやかな風が吹き
ました

2位　　1位　　3位
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7月度例会報告

6月度例会報告

第一例会（第731回）2015年6月3日（水）ＰＭ6:15
会場：西尾信用金庫一色支店
担当：ＩＴＰＲ情報財務計画委員会
内容：次年度行事予定作成例会

第一例会（第733回）2015年7月1日（水）ＰＭ6:15
会場：西尾信用金庫一色支店
担当：出席青少年育成社会福祉四献推進委員会	
内容：会長・委員長運営方針発表例会

和田信治君・淑枝さん　2月20日結婚されました！

第二例会（第732回）2015年6月17日（水）ＰＭ6:00
会場：三河湾リゾートリンクス
担当：会員会則ＬＣＩＦ委員会
内容：最終例会

♡ Happy Wedding ♡

リンクスにて結婚祝い宴
いつまでもお幸せに♡

7月度アクティビティ

①一色地域文化協会会費　　　	　　　	　 	10,000円
②ＹＣＥ活動費　3,000円×22名　　　								66,000円
③ＰＲ国際平和ポスターコンテスト参加賞協力金
　　　　　　　　　　　　　　500円×22名　11,000円

5月度アクティビティ

①一色ボランティア団体会費　　　	　　　					 1,000円
②ライオンズの森清掃　　　　　　　　			　 10,000円

6月度アクティビティ

①いもほり事業　　　	　　　	 　　　　 　		33,690円

複合地区年次大会（第61回） 
2015年5月24日（日）・25日（月）
会場：名古屋国際会議場

この後
長良川鵜飼
行ってきまーす

台湾親睦旅行 
2015年4月11日（土）～4月13日（月）

はじめての九份
いい雰囲気の中
おいしい食事を頂きました

いもほり

芋以外にもお宝が！！
自然満喫、子供達大喜び♪

バッジ交換
次年度は30周年
気持ちを一つに

皆出席	3割
素晴らしいです!!

おつかれさま
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愛知グレースライオンズクラブ

スローガン

子供たちの未来に明るい希望を

5月度例会報告

第一例会（第250回）2015年5月9日（土）PM0:45～
会場：豊田市民文化会館
内容：334-Ａ地区年次大会

第二例会（第251回）2015年5月15日（金）PM0:00～
会場：Ｆ＆Ｇシーズン
◆｢相続の話」
　スピーカー　プロデンシャル生命保険　村田暁彦様

会長　L藤田　幸子 幹事　L神谷　ちかえ 会計　L 判治　竟子

寄り添う心の糸で結ぶ奉仕会長スローガン

クラブ運営方針

・楽しい例会運営
・子どもに希望を与える奉仕
・奉仕活動が出来る事に感謝し、ありがとうの心で社会奉仕

クラブ奉仕事業方針

・自然とのふれあい奉仕事業
・くるみ会とのふれあい支援奉仕事業
・薬物乱用防止教室の開催
・五献活動の開催
・チャリティーバザーによる奉仕事業（西尾産業物産フェア）
・園児に読み聞かせ会＆愛知グレースＬＣ文庫 ※1人1人が新しいメンバーを獲得する様心がけましょう
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7月度例会報告

6月度例会報告

第一例会（第252回）2015年6月1日（月）PM0:00～
会場：Ｆ＆Ｇシーズン
担当：会員・会則委員会
◆｢若手リーダー育成研修会に参加して」
　スピーカー　メンバーＬ松隈　はるみ
◆6月誕生祝
　Ｌ判治　竟子　Ｌ藤田　幸子　Ｌ稲垣　庸子
　Ｌ本田　綾乃　Ｌ大橋　喜久子

第一例会（第254回）2015年7月6日（月）PM0:00～
会場：Ｆ＆Ｇシーズン
担当：計画・財務委員会
7月誕生祝
　Ｌ颯田　茂子　Ｌ岡田　朝子　Ｌ前田　立子

第二例会（第253回）2015年6月15日（月）PM0:00～
会場：Ｆ＆Ｇシーズン
来賓：Ｌ西尾		会長Ｌ市川　輝雄	・	幹事Ｌ高須　政義
　　	 Ｌ西尾東		会長Ｌ磯村　輝男	・	幹事Ｌ豊田　邦彦	
　　	Ｌ一色		会長Ｌ松井　雅隆	・	幹事Ｌ中村　辰男
内容：最終例会

皆勤賞：Ｌ谷崎　富代
スポンサー賞：Ｌ谷崎　富代・Ｌ山口　妙子

◆現次会長、幹事のバッジ交換　
現会長	Ｌ佐々木　道子より次期会長	Ｌ藤田　幸子へ
現幹事	Ｌ松隈　はるみより次期幹事	Ｌ神谷　ちかえへ

現三役に、次期会長より
ねぎらいの花束進呈後、
会長・幹事の退任のあいさつ
懇親会は、ゲストに
津軽三味線の西出百合香氏
を迎えてなごやかな中、
幕を閉じました。

第二例会（第255回）2015年7月31日（金）PM2:00～
会場：西尾市文化会館小ホール
内容：ZC・R役員訪問合同例会
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各PR委員長一年間の抱負

｢我クラブの活動をクラブ内外へ」
先ず第一に、クラブのメンバーご家族にとどまらず、地域の皆様方にも我クラブの活動を
知っていただくことで、クラブの活動へのご理解とご協力を賜り、地域社会へ貢献する
ことを願っております。
次に、今年度はホームページが開けるよう、60の手習いで頑張りますので、一年間温か
い眼で見守って下さるようよろしくお願い申し上げます。

具体的な活動は合同会報誌を年に4回
作成し、ホームページの更新を頻繁に
行うこと。
また、国際平和ポスターコンテストの
応募から選考、そして展示が主な担当

となります。ポスターの展示は、11月にきらまつりの会場（体育館）、 
12月は三河湾リゾートリンクスフロントのフロアーを予定しています。
各委員会のアクティビティや例会の内容などを写真に収め、会報
誌、HP、新聞などを利用し、できるだけわかりやすい広報活動
をしていきたいと思います。
今年度も多くのベストショットを撮り、当クラブの活動をしっかりと
PRしていきたいと考えています。一年間よろしくお願い致します。

西尾ライオンズクラブのＰＲ委員長とし
て例会はもちろん、各委員会活動での
アクティビティ・部の活動や反省会等
より多くのクラブの活動を積極的にア
ピールしていきます。報道機関を通じ

地域の皆様、ホームページではより多くの皆様にライオンズクラ
ブの活動を知って頂けたらと思います。一年間よろしくお願い致
します。

2015年度ＰＲ委員長に任命されまし
た名倉です。１年を通して碧南ライオ
ンズクラブのメンバーが楽しく活動を
している様子を記録し、ホームページ
や2Z合同会報を通じて内外にアピー

ルをしていけたらと思います。
クラブの事業もたくさんあると思いますが、委員会メンバー一丸
となって記録を残していきたいと思います。
写真に関しては、「今」勉強を始めたばかりです。楽しい紙面に
していきたいと思いますのでご協力の程、宜しくお願い申し上げ
ます。

西尾東ライオンズクラブにお世話になっ
てから5回目のＰＲ委員長として、会長
の言葉でクラブ友愛・親睦とふれあい
を深め、楽しいクラブ活動をステップ
アップ・チャレンジを目標としていきたい

と思います。
また、今年度はＣＮ40周年記念となり、多数の事業を地域の多く
の方々に当クラブのアクティビティを記事にしたいと思います。

高浜ライオンズクラブに入会して7月で
3年になり、前年度は、ＰＲ委員会の副
委員長を経験し、今年度は委員長を務
めさせていただきます。
今年度のクラブスローガンは、｢初心

にかえり　ウィ・サーブ（変革）」であります。
又、2016年3月には高浜ライオンズクラブ35周年記念例会を開催
します。
合同会報の例会・アクティビティの報告は、委員の皆様に協力して
いただき、十分に検討した内容を載せていきたいと考えています。
又、ホームページでは会報で紹介した活動を含め、多くの情報を
発信していきたいと思います。一年間よろしくお願いします。

一 色 L Cに入会して9 年目になりま
す。30周年という節目の年にクラブの
PRという大事な仕事を仰せつかり、か
なりのプレッシャーを感じております。
しかしより濃い活動内容を伝えるため

に試行錯誤を重ねることは少々楽しみでもあります。
と、大きな口を叩いておりますが何分にもPR委員長は初めての経
験ですので先輩メンバーの指導・協力を仰ぎながら、個性あふれる
ショットとともに充実した内容をお伝えできたらと思っております。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。

吉良ライオンズクラブ　PR・IT委員長

L長坂　誠
西尾ライオンズクラブ　PRIT委員長

L中村　禎吾

碧南ライオンズクラブ　PR委員長

L名倉　康裕
西尾東ライオンズクラブ　PR委員長

L本間　重幸

高浜ライオンズクラブ　PR委員長

L杉浦　辰夫
一色ライオンズクラブ　PR委員長

L榊原　文雄

愛知グレース
ライオンズクラブ
PR委員長

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”

11月に開催される、『きらまつり』。テーマは“産業と文化を楽
しむ2日間”
主催は、吉良・幡豆まちづくり協議会（きらまつり実行委員会）、
西尾市観光協会。
会場にはメインステージ、親善市町村物産展、青空広場、こども
広場、消防防災広場、体育館ではフリーマーケットや茶席、農畜
産物品評会などが開催されます。
メインステージでは、お笑いタレントや地元演歌歌手、キャラクター
ショーなど盛り沢山のステージをお楽しみ頂けます。また、どて
煮やおにぎり、海産物などの無料配布があり、お得がいっぱい
のイベントです。昨年の来場者数は、2日間で38，000人と毎年盛
大に開催されています。
当クラブも、ボーイスカウトの子供たちと一緒に“麻薬覚醒剤撲滅
運動”のチラシ配布や体育館に国際平和ポスターの展示、献血
活動も行っています。

編集委員長になって1カ月余り、ＰＲ委員長さんや編集に携わって頂いた皆様のお力をお借りして
VOL.1号を発行することができました。感謝しております。各クラブの皆様が会報紙を手にした時 
｢今年の合同会報……何か変わったな」と感じて頂けたら幸いです。
限られた予算の中で少しでも読んで頂ける会報紙を目指して、変えられないものもたくさんあります
が、変えられるものは変えていきたいと考えています。今年は西尾ＬＣのホームページでこの会報紙が
ご覧頂けます。一度アクセスして下さい。ペーパーレス化の一歩になればと思います。

change  it  newly  and  better　　　　　（石川）

「きらまつり」

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）

334-A地区 8R・2Z合同会報
VOL.1　2015〜2016

発行：8R・2Z合同会報編集委員会
印刷：プリ・テック株式会社



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。


