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「就任の挨拶」 

 
                       会長就任挨拶  L 速水清朗  

会長という重責を頂き、身の引き締まる思いです。若輩者ではございますが、皆様が築かれた３０年の伝統を

受け継ぎ、さらに素晴らしいクラブになりますように、若さとパワーで精進して参りますので、ご指導、ご鞭撻

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 昨年度は前会長Ｌ柴田のリーダーシップで待望の会費の減額と細部に渡る改革により新しいライオンズクラ

ブの布石を創って頂きました。その前会長のお心を踏襲して、より良いクラブにしてまいります。幸いにもＬ歴

で委員長を多く経験されているＬ明石、Ｌ上野に幹事、会計に就いて頂きました。三役力を合わせ、メンバー皆

様方のご協力を賜りながらクラブの未来の礎を築いて行きます。よろしくお願いします。 

今年度の運営につきましては分かりやすく、やりやすく、楽しいを基本として各運営委員会を進めてまいります。

クラブ会則・付則を分かりやすく、かつ整合性のある内容への変更や、予算が限られている中での楽しい例会作

り等などを創造してまいります。 

事業につきましては、先輩諸氏が思いを掛けてきたＡＣＴを継承し、費用と活動内容を見直し、メンバーの皆

様の叡智と創造性を活かしたＡＣＴをしてまいります。また、ＡＣＴとしてガバナーが提唱する薬害防止に関す

る事業を創造して行きたいと考えます。 

今期は公認ガイディングライオンとしてＬ斉藤靖、ゾーン・チェアパーソンにＬ大場、リジョン役員として、

Ｌ浅岡、Ｌ鈴木がメンバーの代表として大舞台でご活躍されます。輩出しているクラブとして恥じぬようバック

アップしてまいります。 

本年度も前年度進めてきた改革を継承しながら、退会防止、新しいメンバーを増員しやすい、楽しい例会、ス

ムーズな運営、意義の深い事業を行っていきます。 

 また、不況下でライオンズ活動をする事が、ご家族のご理解を頂けないと活動しにくいので、ご協力頂く為に

も家族会を特に盛大に行います。 

 会員の皆様と厚い結束力をもって、創意工夫を重ね、より有意義なライオンズ活動が出来るよう全力を尽くし

ます。何卒皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます 
 
 
 
 
 
 



 

 
                         幹 事    Ｌ明石元佑 

 次期幹事を仰せつかり、日々次期委員会・次期打合せ等に振り回されて居るのが実情の日々です。『ああもした

い』『こうするのがよい』『こうあるべきだ』等色々御意見を頂き、自分自身の考え方意思が何処に有り、またど

うあるべきか確実な、そして堅い意志・考えがはっきりして居ないのが実情です。 

 ともあれ、その任務が果たせるか・果たせないかはともかく、選任され、お引き受けした以上、出来る限りの

ことをさせて頂く以外無いと感じている毎日です。 

 何れにしましてもメンバー各位の御意見御意志に従って、与えられた任務を粛々とコツコツとそして愚直に、

実行する以外に無いと思っています。 

 メンバー各位におかれましては、歴代の幹事さん比べて出来は大分悪いとお思いの事に度々遭遇されると思い

ますが、宜しく御指導・御鞭撻頂ければ幸甚です。呉々も宜しくお願いして御挨拶に変えさせて頂きます。 

２００４年６月１８日 
 

 
                         会 計    L上野元嗣 
 
 石の上にも三年と先人の教えを人生訓として今日に至りました。名古屋中村ライオンズクラブに入会させて

頂き８年が過ぎようとしています。振り返れば自分の未熟さばかりが頭をよぎる。でもこれまでの事は素直に

謝って自分らしく人らしく、心を大事にして先輩の教えを大切に、少しでもクラブの一員としてお役に立ちた

いと考えています。今回、会計の大役を仰せつかり身の引き締まる思いですが、役割と責任を認識し勉強を怠

らず頑張る所存でございます。財務委員長のご指導を仰ぎ、解り易い会計報告の作成を目指します。どうぞ今

後とも宜しくお願い申し上げます。 
 



「委員長就任の挨拶」 

 
                        指導力育成委員長   Ｌ河瀬良三 

 会員委員会と指導力育成委員会が合わさったのがＭＥＲＬ（マール）委員会である。即ち、会員を増強し維持

して更にクラブを発展させ、次にはエクステンションをしましょうと言うのが、マールの目的であると思います。 

 従って、今、指導力育成委員会に求められるのは、マールを押し進める為に、メンバー、一人一人にＬのイ

ノベーションを実行してもらうように、色々な機会を通じて、仕向けて行く事であると思います。 
 

 
                        財務委員長   Ｌ峠  宏 

 今期、財務委員長をお引受けすることになりました。経済活動の低迷が長引き、長年の不況の中で、ライオン

ズクラブを取り巻く環境は毎年厳しくなっております。今期のクラブ活動についても運営費、例会費の節約によ

り事業費の捻出が必要であります。 

 会員の皆様にも、新入会員の増強、ドネーションによる資金協力など皆様のご理解、ご協力の程宜しくお願

い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

            会則・付則委員長就任にあたりまして 

                                                    L中山恭三 

 既にご案内のとおり、会則・付則の改正案を提出し、６月２２日に１５人の参加を得て第一回の勉強会を開

催致しました。 

 前田副委員長に司会をお願いし、１時から５時迄約４時間に亘り意見交換を行いましたところ、考え方の方

向性では概ね一致したことが確認されました。 

 個別的条項には、意見の相違が見られたものの、これは会則・付則への関心の高さを示すものとして歓迎す

べきことであり、今後も活発な意見が交わされることを期待するものであります。 

 近々、第二回の勉強会を開催する予定をしておりますので、奮ってご参加をお願いいたします。 
 

 
                          出席委員長   Ｌ大竹 昌 

 此の度、出席委員長を拝命賜りました。例会出席はメンバーとしての義務ですが、最近の出席率は割りと良

いようです。様々な意見がありますが、現在の例会場が良いのかもしれません。逆に委員会の出席率は相変わ

らず悪いようです。委員会で審議して理事会へ提案する流れからしても重要かと思います。委員会出席も含め

て今後ともご協力を宜しくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                      計画・大会委員長   Ｌ遠藤英雄 

 今期計画・大会委員長に任命されました遠藤です。今まで事業委員会での仕事は有りますが、運営の仕事は初

めてなので、上野前委員長の様に出来るかと思うと、不安でなりません。 

 ご承知の様に、会員の減少、運営費の節減。この厳しい状況で、一人でも多くの皆様に楽しんで頂ける様な

例会作りをしようと、非力では有りますが全力を挙げて頑張りますので、速水会長をはじめ中村ライオンズク

ラブの皆様には今後におきましても、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

 
       就 任 挨 拶                R・IT・情報委員長 Ｌ丹羽正道 

今年度 PR・IT・情報委員長を拝命いたしました。最近の社会状況における IT化の動きは、大変な速さでの進歩があります。

今年度、当クラブ会長方針として会報誌のホームページ化を始め、ウェブ上による会員の連絡、報告、伝達を行ない IT 化を

図り、業務の効率化と経費の節減を進めたいとのことであります。 

これらを完全に移行するには、会員皆様のご理解とご協力がなければ出来ないことであり、完全実施までには解決しなけれ

ばならない色々な諸問題もあり、時間も掛かるように思われます。 

会員への期末の「インターネット・アンケート」調査によると 55％以上の会員の方がホームページ利用可能と云う結果がでまし

たので、一つの区切りとして会報誌のホームページ化を今期より進めて、会員皆様のご意見をお聞かせ願い、より良いものが

できればと思っております。 

幸いにも新進気鋭のＬ山本を編集長に迎え、スタッフには前ＰＲ長にも加わっていただき大変恵まれましたので、良い情報伝

達の方法が確立できるものと思います。 

皆様の期待にお応えできるよう私なりに頑張る所存でおりますので、何卒、皆様のご協力ご指導をよろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 



 

 
                       接待委員長   Ｌ加藤鋭吉 

 接待委員長のＬ加藤です。一年お世話になります。 

 接待委員会については、「地域への転入者及びその家族を歓迎し商業教育レクリエーション及びビジターを

歓迎しその接待に努める」と、ライオンズ必携ライオンズクラブの常設委員会の概要に記載してありますが、

当クラブの過去からの慣例によれば、ビジターお客様の歓迎接待と会長より特別に諮問された事項を協議し答

申するという任務であると理解しております。本年度も従来通りの委員会活動をしてまいる考えでありますの

で、宜しくお願い致します。 
 

 
                       社会福祉・公衆安全委員長   Ｌ柘植藤秋 

 この度、大役を仰せつかりました柘植でございます。 

 委員長として、会長の方針に従い重責を果たすべく全力をつくす所存でございますが、先輩方全員の皆様の

ご指導とご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                     保健奉仕・環境保全奉仕委員長  Ｌ吉金 博 

 今期より保健奉仕と環境保全奉仕が一つになりました。この様な大役を仰せつかり、身の引き締まる思いです。 

 アクティビティの回数は前年度と変わっておりませんので、副委員長のＬ高坂始め、委員会の皆様には大変ご

迷惑をお掛けする事と思いますが、私も誠心誠意最善を尽くして頑張りますので宜しくお願い致します。 

 特に来年行われる単独の献血アクティビティに関しましては、是非成功させたいと思っていますので、メン

バー各位絶大なる御協力を賜ります様何卒宜しくお願い申し上げます。 
 

 
                    ＹＥ・青少年指導委員長   Ｌ高木弘文 

 この度、ＹＥ・青少年指導委員長を仰せつかりましたが、本年も、国際平和ポスターコンテストの継続、そし

て、ＹＥ活動としての派遣・受け入れもあり、会員の皆様方の御支援、御協力なくして活動する事はできません。 

 精一杯の努力をするつもりでありますが、重ねて、宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                      国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長   Ｌ田中光男 

 久し振りに事業委員長を務めます。 

 本年度は、会長方針により、国際奉仕に就いては行い予定がないとのこと、一方ＬＣＩＦは前年度クラブの

ＣＮ３０周年にもとづき３０口を達成しました。今年度は平常に戻り、メンバー数の一割の５口を目標にした

いと思って居ります。その節には皆さんの御協力をお願いします。 
 

 
                      姉妹提携委員長   Ｌ木村幹雄 

 今期姉妹提携委員長を担当させて戴く事になりました。毎年恒例の提携先との訪問交流は、台北市明徳ＬＣに

ついては今年が提携してから２５年になります。台北市明徳ＬＣはＣＮ２９の記念行事を１０月２９日に予定し

ていると聞いております。おって皆様にご案内申上げますのでよろしくお願いします。次に松本中央ＬＣにつき

ましては、今期は当クラブへの来訪予定になっておりますが、日程等未だ決定されておりませんので、確定次第

お知らせ致します。 

 今期の訪問交流に何とぞ皆様のご協力を賜りますようお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                    １Ｒ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン   Ｌ大場民男 

 １リジョン 2 ゾーンのゾーン・チェアパーソンに就任することとなりました。「大いなる場に立ちて民のなか
の男たれ」と私の氏名をもじって励ましてくれた中学校教頭がいます。ほんの少し「大いなる場」に近づいたよ

うな気がします。とりあえず前年の例に学び踏襲し誤りなきを期し、その上で少しでも新しいものを加えること

ができればと考えています。 

 組織の要素は、強制力、利益（物質的なもの）、価値（精神的なもの）と言われます。国家はこのすべてを

備えています。弁護士会は強制加入団体とし強制力がありますし退会すれば弁護士でなくなります。会社は利

益が中心でしょう。ライオンズは価値のみです。その価値とは何か。研究し、創造していく必要があります。

この点でも微力を尽くしたいと決心しています。 
 

 
                      公認ガイディングライオン   Ｌ斎藤靖人 

公認ガイディングライオン（Ｃ．Ｇ．Ｌ）は役職名ではなく認定を受けた資格名称です。 

２００２年より始まった制度で地区ガバナーより推薦申請を受けセミナーを受講、設問９題に対してのレポー

トを国際協会に３ヶ月以内に提出し、ＯＫを受け認定書を頂きました。 

当地区では現在３名の認定者がいます。 

今期地区会員、エクステンション委員長職に続いて、次期地区公認ガイディングライオンとしてキャビネット

構成員に任命を受けました。 

キャビネット会議後、地区ＭＥＲＬチーム委員会に参画致します。新クラブの結成また新クラブの育成に協力

するのが仕事です。次年度も精力的に行動したいと思います。 



 

 
                        １ＲＹＥ委員   Ｌ浅岡晃生 

 今期は１ＲＹＥ委員として１Ｒ１３クラブのお世話をする事になりました。ＹＥプログラム委員会は男女を

問わず、健康で立派な人格を持った青少年を海外に派遣し、又受入れ、お互いの国の生活文化を体験させる雄

大なアクティビティです。１Ｒではデンマークへ名古屋北ＬＣの安田さんを派遣します。又ギリシャ、オラン

ダ、イスラエルの各国から１名ずつ受入れることになりました。７月８日は東京成田へＹＥ生の送迎で多忙な

日が続くのでホーム例会は欠席することが多くなると思いますがご賢察下さいます様よろしくお願い致しま

す。 
 

 

                    １Ｒ環境保全委員   Ｌ鈴木和彦 

 今年度１Ｒ環境保全委員にご指名いただきましたが、１Ｒ２Ｚ６クラブの環境保全ＡＣＴと地区や１・７Ｒ（全

名古屋）で行なわれる環境保全ＡＣＴにかかわることに、重大な責任と、任務を遂行できるかという不安にから

れております。中村ＬＣの皆様のご支援をよろしくお願い致します。 

 従前より「環境」はこれからの人類にとって、生存を掛けた大変大きな、解決しなければならない問題となる

ような気がして、自分なりに勉強したいと思っておりました。 

 全ての動植物が、今までと同じように生存する事に対する最大の障害は、高度に発達したエネルギー多消費型

の文明社会に生活する人間の存在そのものです。多消費型生活を見直し、地球にやさしい生活スタイルをするこ

とは個人個人でも出来ます。しかし、今までに汚してしまったり、壊してしまった「環境」の修復は個人では出

来ません。従って、ライオンズクラブのＡＣＴの中でも「環境」はますます重要度を増してくると思われます。 

 環境保全に関する地区の方針は未だ受取っておりませんが、決り次第ご連絡致しますので、ご協力ご支援の程

よろしくお願い致します。 



「前三役退任の挨拶」 
 
■退任挨拶（2003年7月～2004年6月） 

         １年間大変お世話になりました         会長 L柴田良市 
 

30周年の大きな節目の年に会長をお引き受けし、幹事のＬ丹羽正道 会計のＬ中山恭三を始め各役員並びに理

事 そしてメンバーの皆様の温かいご支援により大役を無事果たす事が出来ました。 

顧みますと永いようで短い１年でした。ＣＮ３０周年記念式典に於いては、皆様の御尽力により大きな成果を

挙げることが出来、来賓の皆様から感動とそして多くの賛辞の言葉を耳にし感激いたしました。又 記念事業

ＡＣＴには精力的な協力と、そしてＬＣＩＦへの献金には、多数の方々の善意と御協賛を賜り深く感謝申し上

げます。更に今期経費削減の方針による緊縮予算の実行には、大変ご迷惑をお掛けしましたが、深いご理解を

戴きました。お陰をもちまして去る５月１５日地区年次大会に於いて、国際協会アワードとして名誉ある国際

会長感謝状と併せて、地区アワード5個も受賞する事が出来ました。大変有り難う御座いました感謝の気持ち

で一杯です。  

さて今期 クラブメンバーの資格及び年会費等の件で一部変更を理事会に諮り、ご承認戴きました。此れに

伴い、クラブの会則付則の整合性を図るため、改正案を執行部提案で会則付則委員会に提案致しましたが、「大

変な作業であり期末も近く審議の時間が無いので、次期会則付則委員会に付託したい」との申し出が有りまし

た。次期会長Ｌ速水清朗と相談し次期で継続審議を図る事で理解して頂きました。大変な作業ですので、取り

敢えず暫定的な一部改正で例会承認を受け、本格的な改定については継続して、メンバー皆さんで充分に討議

検討願うことに致しました。この事は既に第７４７回(６月2日)の例会に於いて、私から説明させて頂いた通

りです。大変な大仕事を残して心苦しく思っております。此の上は皆様の叡智を結集し、分かり易い会則付則

の改正が諮られる事を願います。 

一年間メンバーの皆様にお力添え戴き無事会長とし責務を果たさして頂く中で、特に会員皆様の心の温かさ

を肌で感じ、味わわせて頂き、其れによって大きな勇気を与えてもらいました。そして皆様の結束力の偉大さ

と成果の大きさを実感させて頂きました。この事は、私の生涯に於いて燦然と輝く大きな宝物として大切にし

たいと思っております。 

今期メンバーの皆様が健康で無事新しい期を迎えられる事が出来、大変喜ばしく思います。来期も皆様のご

健勝とご隆昌を祈念申し上げ、今期賜りましたご厚情に厚く御礼申し上げます。本当に有り難う御座いました。 

 
■退任挨拶（2003年7月～2004年6月） 

退 任 挨 拶 

                                     会計  L中山恭三 

 振り返ってみれば、非常に短い一年でありました。 

本年は会員の減少に加えて、会費の減額をしたため年初は非常に心配でした。 

 しかし、ドネ－ションの１０％を運営費に繰り入れる提案をして頂きました河瀬Ｌ 、ドネ－ションの集めかたに工夫

されたテ－ルツィスタ－の明石Ｌのおかげもあり、何とか収支バランスのとれた決算が出来そうです。 

 財政安定基金の導入にご尽力頂きました会長・幹事には、大変感謝しております。又、今期の執行部に全面的に

ご協力頂きましたメンバ－の皆様には、心より感謝を申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 



 
■退任挨拶（2003年7月～2004年6月） 

                             退 任 挨 拶 

                                            幹事 Ｌ丹羽正道 

 

昨年度 幹事をお受けして無我夢中で取組んできた一年でありましたが、皆様のお陰で大変すばらしい体験をさせていただく

ことができました。 

特に 地区50周年記念の年にゾーン内からガバナーが選出され、記念事業の講演会を始め多くの地区アクティビティが実施

されました。また、クラブにおいては、ＣＮ30周年記念大会が9月9日に挙行され、参加された来賓の皆様より伊勢湾の環境

に対する講演や愛知万博への記念事業など時節に会ったものと高い評価をいただき成功裏に終了いたしました。 

継続アクティビティに加え、これらＣＮでの盛り沢山の事業が高く評価され、地区年次大会ではガバナー・スペシャル・アワード

を始め、アクティビティ賞、会報コンテスト賞、平和ポスター協力賞、LCIF貢献賞をクラブとしていただくことができました。 

この様な喜びを得ることができましたのは、ご指導いただきました緒先輩方を始め、会員皆様のご協力・ご支援の賜と心から

感謝申し上げる次第であります。 

この一年間、本当にありがとうございました。 

 
 
 

第７４７回例会報告 

日時：２００４年６月２日  １８：００～１９：３０ 

於 ：名古屋マリオットアソシア 

出席者数：４５名 

ファイン・ドネーション：１５６，４００円 

                                            実行委員 Ｌ高坂英夫 

 六月に入り、梅雨入り宣言も間近な、湿気の多い日々が、続く季節です。 

 本日、実行委員であるＬ高坂英夫の司会で１８：００より始まりました。会長Ｌ柴田良市より会則付則つい

て、たたき台として訂正案を６月の会報誌に掲載してありますので、次回第三回準備理事会の議題として取り

上げ承認をいただきたいとの挨拶がありました。 

 続いて、病欠にてしばらくの間例会をお休みしていましたＬ安井寛司が出席し、先日のご母堂様会葬のお礼

と、一年のリハビリを通じてかなり体の方も順調に回復していると言う報告をしていただきました。 

 続きまして、計画委員長Ｌ上野元嗣よりクラブ年次例会の予算案の発表、大会委員長Ｌ大竹昌より３３４複

合地区大会に出席する方々の、メンバー発表がされ、幹事Ｌ丹羽正道よりアワードの発表がありました。国際

会長リーダーシップ賞として、Ｌ斉藤靖人が表彰され、会長Ｌ柴田良市より賞状が手渡されました。また、国

際会長感謝状を会長Ｌ柴田良市が受賞され、Ｌ斎藤靖人より賞状が手渡されました。当クラブとしては、ガバ

ナースペシャルアワード・国際平和ポスター協力賞・ＬＣＩＦ貢献賞・会報コンテスト賞・アクティビティ賞

を受賞しました。一年間の皆様の貢献が認められたらと思います…。 

そして、Ｌ中山恭三より会則付則改正案の説明があり、新会則付則についての勉強会をしたいとの要望が有り

ました。 

 ゴルフ部会幹事Ｌ野々垣徹より２Ｚ合同ゴルフの振込みのお願い、次回ＰＲ・ＩＴ・情報委員長Ｌ丹羽正道

より、次期三役・地区役員・各委員長方々への就任挨拶文提出のお願い、次期ＹＥ・青少年指導副委員長Ｌ渡

辺一央よりＹＥ派遣生推薦のお願いがありまして、会長Ｌ柴田良市より結婚記念日及び誕生日のお祝いが行わ

れた後、食事に入り、テールツイスターの登場、本日の出席率の報告、会計報告の後、Ｌ浅岡晃生によりライ

オンズロアー、そしてＬ速水晴朗により閉会のゴングで第７４７回例会を終了しました。 

                                                  Ｌ山本信房 記 

 
 
 
 
 



 

第７４８回例会（年次例会）報告 

名古屋中村ライオンズクラブ 

日付：６月１６日（水）１８：００～２０：００ 

於：名古屋クラウンホテル 

出席者数：４２名 

ファイン・ドネーション：１６６，０００円 

 

 実行委員 L大竹 昌 

                                            

中村ライオンズクラブ第７４８回例会（年次例会）が６月１６日名古屋クラウンホテルにて、本日の実行委員Ｌ大竹

昌の司会で午後６時より開かれた。今期最後の打ち上げ例会となる今回の例会では、一年間のメンバー全員の活躍を

慰労する例会となった。 

始めに、会長Ｌ柴田良市より中村ライオンズクラブＣＮ３０周年の成功や、アワードの各賞を受賞した事等、一年間

を振り返り会長としての役目をメンバー全員の協力のもと無事まっとう出来た事のご挨拶がありました。続いて幹事

Ｌ丹羽正道より年次報告としての挨拶がありました。Ｌ加藤善康よりチャーターメンバーの紹介があり、チャーター

メンバーの方々全員に表彰状が会長Ｌ柴田良市より手渡されました。チャーターメンバーの代表としてＬ山梨一美よ

り３０年間の経緯と感謝のご挨拶がありました。そして、Ｌ木村幹雄の喜寿のお祝と本人の挨拶がありました。続い

て会長Ｌ柴田良市より本日愛知ウエストＬＣ認証伝達式出席の為、欠席されているＬ斉藤靖人に国際大会参加の代議

員ピン交付の発表があり、幹事報告としてＬ丹羽正道より、国際大会の場所と日程の発表がありました。次に出席委

員長Ｌ入山毅士より本年度例会の上半期、下半期及び全期皆出席者の発表があり、テールツイスターの登場、本日の

出席率の報告、本日の会計報告の後、第二副会長Ｌ坪井貞憲により開会のゴングで第７４８回例会は一時終了した。

５分間の休憩をとり華やかなオープニングセレモニーの後、大会委員長Ｌ大竹昌の挨拶で年次例会は再会となり、接

待委員長Ｌ河瀬良三のご発声により乾杯をした後、チャーターメンバー方々のお言葉をいただきながら、お食事、ア

トラクションを行いました。楽しい食事の時間も過ぎて行く中、新旧三役による、ライオンズロアー、計画委員長Ｌ

上野元嗣の閉会の挨拶にて年次例会は閉会となりました。 最後に、一年間、皆様本当にご苦労さまでした。 

                                                 Ｌ山本信房 記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

第３８６回 理事会議事録 

 

日時及び場所 
平成１６年６月２日(水) 16:30～17:30  

於: 名古屋マリオットアソシアホテル 

出 席 調 査 柴田 木村 速水 坪井 丹羽 中山恭 野々垣 明石 加藤善 

 上野 大竹 鈴木 中川 山梨 渡辺 入山 遠藤 高木 前田 

 前川 吉川                 （役員２１名） 

 山梨 河瀬 加藤鋭 中山和 田中 加藤音 浅岡 大場 笹瀬 

 斎藤靖                       （接待委員）  

 服部 大藪 早瀬 高坂 峠 吉金 藤井   （委員長及び副役員） 

議長   会 長 Ｌ 柴田良市  

議事進行   幹 事 Ｌ 丹羽正道  

書記   副幹事 Ｌ 高坂英夫  

一、会長挨拶 

二、議題・審議事項 議長 Ｌ柴田良市 

（第１号議案）前回議事録報告(Ｌ柴田) 

（第２号議案）年次例会について 計画委員長   Ｌ上野 

                               ・・・・・承認 

三．報告事項 

・３３４－Ａ地区年次大会アワード報告 会  長 Ｌ柴田 

   国際会長リーダーシップ賞 Ｌ斎藤靖人 

 インパクトチーム功労賞 Ｌ斎藤靖人 

 国際会長感謝状 Ｌ柴田良市 

  １Ｒ・７Ｒ 合同アクティビティ 
堀川１０００人調査

隊 

 アクティビティ賞  

 会報コンテスト賞  

 国際平和ポスター協力賞  

 ＬＣＩＦ貢献賞  

・複合地区年次大会の件 大会委員長 Ｌ大竹 

 

四．幹事報告 

    

五．その他 

    

 
 
 
 
 



 
合同囲碁大会 

第２７回 １Ｒ２Ｚ合同囲碁大会  

  ２００４年６月２６日（土） 

    優 勝 Ｌ松本忠一（本丸ＬＣ） 

    準優勝 Ｌ後藤文吾（金城ＬＣ） 

    ３ 位 Ｌ加藤 昇（中村ＬＣ） 

最終例会 

睦会 最終例会 

  Ｈ１６年６月２６日（土） 

    優 勝 Ｌ笹瀬英治 

    準優勝 Ｌ上野元嗣 

    ３ 位 Ｌ服部吉秀 

 
 

『お知らせ』 

  ７月の例会案内 

    第７４９回例会 

    ７月 ７日（水曜日） 午後６時～ 

 
           名古屋マリオットアソシアホテル 

 

   夏の交通安全県民運動 

   「HOT ほっと フォト キャンペーン」 

       ７月  １０日  （土曜日）  10：00～11：00 

                       JRタワーズガーデン 

 
 

 

  第７５０回例会（納涼例会） 

    ７月２１日（水） 午後６時～ 

                堀川遊覧 

 

  ８月の例会案内 

    第７５１回例会（ガバナー公式訪問） 

    ８月 ４日（水曜日） 午後１２時１５分～ 

           名古屋マリオットアソシアホテル 

    第７５２回例会 

    ８月１８日（水曜日） 午後６時～  
           名古屋クラウンホテル 

 
 
 



 

事業ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ 

２００４年 夏の交通安全県民運動 

第２３回 Ｈｏｔ・ほっと・フォトキャンペ－ン 

アクティビティ実施要領 

                           名古屋中村ライオンズクラブ 

                          社会福祉・公衆安全委員会 

◎ 日  時  平成１６年７月１０日（土） 

◎ 集合場所  タワーズガーデン 

  集合時間  ＡＭ９：３０ 

  担当委員会のＬは、ＡＭ９：２０集合 

◎ 服装はネクタイ（紺のクラブ制定）､ワイシャツ（上着なし）、腕章 

◎ キャンペ－ン内容 

  ＡＭ１０：００～１１：００ 

  ①開会の言葉   名古屋中村ライオンズクラブ   第一副会長  Ｌ坪井 

  ②挨 拶     名古屋中村ライオンズクラブ   会 長    Ｌ速水 

           中村警察署           署長  大坪 道夫様 

  ③御来賓の紹介 

   ④ちびっこ警察官による交通安全宣言 

   ※タレントの内川あ也さんと交通宣言を行います。 

   ⑤名古屋音楽大学ブラスバンドによる演奏 

   ⑥閉会の言葉   名古屋中村ライオンズクラブ   第二副会長  Ｌ入山 

  ・うちわ等の配布 啓発活動 

５．その他 

  ・白バイとの撮影会（ポラロイド） 

  ・ウ－ロン茶、ジュ－ス、おしぼり 参加者に配布 

   ＊    雨天の場合でも、配布しますので参加御願い致します。 

 


