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理事会 

 

第３８７回 理事会議事録 

 

日時及び場所 
平成１６年７月７日(水) 16:30～17:30   

          於: 名古屋マリオットアソシアホテル 

速水 柴田 坪井 入山 明石 上野 野々垣 大藪 加藤善 遠藤 河瀬 高木 柘

植 中川 大竹 峠 中山恭 丹羽 吉金 
                             （役員１９名） 

山梨 加藤鋭 大塚 中山和 安井 堀江 田中 加藤音 浅岡   
大場 笹瀬 斎藤靖 木村             （接待委員） 

出 席 調 査 

高坂 藤井 堀江泰 前田 山本 吉川 渡辺 （委員長及び副役員） 

                       青字：欠席者 

 議長 会 長  Ｌ 速 水 清 朗  

 議事進行 幹 事  Ｌ 明石元佑    

 書記 副幹事  Ｌ 渡辺一央  

一．会長挨拶 

 改革の柴田会長の後の土台固めをしたい。 

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ速水清朗 

（第１号議案）前回議事録報告(Ｌ速水) 

（第２号議案）第１～３回準備理事会議案承認事項一括承認  

                                 会  長  L速水   

  ・・・・承認 

 

   （第３号議案）前期皆出席者表彰について 前出席委員長 Ｌ入山 

  ・・・・承認 

 

   （第４号議案）前期年次例会決算書の件 前計画委員長 Ｌ上野 

  ・・・・承認 

 

   （第５号議案）７月第二例会の件 計画･大会委員長 Ｌ遠藤 

               ・    時間延長、服装、集合場所(納屋橋乗船場)について 

              ノーネクタイ、バッジなしOK  ・・・・承認 

 

   （第６号議案）１･７Ｒ全名古屋ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ合同ＡＣＴの件  

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

  ・・・・承認 



三．報告事項 

     ・Ｈｏｔ・ほっと・フォトキャンペーンの件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ柘植 

四．幹事報告     

五．その他 

  ドネ－ションに就いての領収書の発行希望に就いて 

       欲しい人のみに領収書を発行する事に決定。 

 
 
 

例会の報告 

第７４９回例会報告 

第７４９回例会 

日付：７月７日（水）１８：００～１９：３０ 

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：４６ 

ファイン・ドネーション：５２７，０００円  

 実行委員  L遠藤英雄  
今期最初の中村ライオンズクラブ第７４９回の例会が、実行委員L遠藤英雄の司会によって2004年７月７日に行わ

れた。 

今期から中村ライオンズクラブの会長になられた、会長L速水清朗によって開会の宣言並びに開会のゴングが行われ、

引き続き国旗に対し礼、国歌斉唱、ライオンズの誓いをL藤井英之が読み、そして、ライオンズクラブの歌を皆歌った。 

L速水清朗より今年一年宜しくお願いします。との会長挨拶があり、新旧三役前会長L柴田良市からL速水清朗へ、

前幹事L丹羽正道からL明石元佑へ、前会計L中山恭三からL上野元嗣へのバッチ交換が行われた。続いて、会長L速

水清朗より第１～３会の準備理事会の一括承認を得ました。前期年次例会決算書の件については、前計画委員長L上野

元嗣より報告がありました。次に計画・大会委員長L遠藤英雄より、７月第二例会（納涼例会）の件でお話があり、前

出席委員長L入山毅士よりL明石、L大場、L大藪、L大竹、L木村、L柴田、L丹羽、L服部、L速水、全期例会皆出席

者、並びに、上半期例会皆出席者、L入山、L加藤善、L斉藤靖、L高野、L高木、L花房、及び、下半期例会皆出席者、

L上野、L後藤、L山本以上の発表と皆出席者全員でのロアーを行った。 

７月１０日に行われる、Hot・ほっと・フォトキャンペーンの件で、社会福祉・公衆安全委員長L柘植藤秋より説明

がありました。引き続き、幹事L明石元佑より８月の第一例会ガバナー公式訪問や、各委員会セミナーの日時などにつ

いて、説明がありました。この後食事に移り、今月誕生日のL後藤、L中川、L加藤昇のお祝いとロアーが行われた。

そしてテールツイスター登場、今回はこの場でL大藪城正からメンバーにむけて、ゲームが行なわれ、例会を盛り上げ

た。そして、本日の出席率の報告、本日の会計報告、新三役によるライオンズロアー、第一副会長L坪井貞憲の閉会の

ゴングで、今期最初の例会が終了した。 

Ｌ堀江泰史 記 



  

  

  

  
 

    

第７５０回例会（納涼例会） 

日時：２００４年７月２１日（水）  
     １８：００～２０：１０ 

於：御座舟 義丸 

出席者数：４１名 

ファイン・ドネーション：７６，５００円 
 

 実行委員 L遠藤英雄  



梅雨も明け、暑い夏が来ました。これから一ヶ月近く暑い日が続くと思いますが、充分に体調を整えてがんばって頂き

たいと思います。 

 第７５０回例会が納涼例会として、船上にて行なわれた。定刻よりメンバーが早く集まり御座舟義丸にて１８：００

に出航された。 

 本日の実行委員L遠藤英雄の司会で行われた。会長の挨拶では１Ｒで打ち水大作戦を８月２１日広小路祭りの中で行

うのでぜひ参加してほしいとの事。Ｌ大場民男、Ｌ鈴木和彦へ会長より委嘱状が伝達された。続き各報告がされＬ大塚

和生によるライオンズロアーが行われた。又座ったままのライオンズロアーも初めてではないかと思いました。１８：

１０閉会ゴングを第二副会長Ｌ入山毅士にて行われた。船上から見る堀川はまだまだ汚れているのが実感ではないかと

思う。がしかし白鳥橋から川幅も広く風景も良かったのではないかと思います。 

 宴会もメンバー一同船にゆられ、そしてお酒もすすみ、会話そしてカラオケと全員が満足の行く納涼例会であったと

思いました。又最後にＬ速水清朗、Ｌ斎藤靖人、Ｌ加藤鋭吉に入会した頃の新聞を思い出新聞として渡された。 

 ２０：００計画・大会委員長Ｌ遠藤英雄の閉会の挨拶で終わった。 

                                                   Ｌ前川和茂 記 

  

出航 会長挨拶 

  

ウイサーブ 委嘱状の授与 Ｌ大場ＺＣ1年間宜しくお願いします。 



  

委嘱状の授与 Ｌ鈴木ＺＣＡ1年間宜しくお願いします。 飲んで暑さを吹き飛ばすぞ 

  

Ｌ遠藤 女房が一番。今年は楽しい例会にします。 Ｌ後藤 歌は任せなさい。 

  

Ｌ前川 目指すはＬ大竹です. Ｌ日置 男の歌は日本一 

  

Ｌ入山 暑くても背広は脱ぎません。男 入山ここにあり。「誰だ聞い

ていないのは」 
Ｌ花房 うまい！また聞かせて下さい 



  

Ｌ大竹さすが歌もＮＯ．１ ちょっと涼しくなりました。 

  

港も変わってきました 港まで来ました。そろそろ日没です。 
 
 

   

１Ｒ（１Ｚ・２Ｚ）合同ＡＣＴ情報 

「名古屋打ち水大作戦」 

日時：平成１６年８月２１日（土） 

   午後５:００～５:３０（雨天中止） 

場所：広小路夏まつり会場（広小路本町角ＵＦＪ本店前） 

国土交通省・名古屋市等関係団体よりライオンズクラブへの協力要請があり、１Ｒ内の環境保全委員長・会長で討議をした結果、

協力することに決定。 

「打ち水大作戦」とは市民が一斉に「打ち水」をして、ヒートアイランド化した名古屋の温度を下げようという市民参加による社

会実験です。 

「打ち水」をすると・・・・ 

①     ヒートアイランドの緩和につながります 

②     ホコリなどを抑える効果があります 



③     環境問題への関心が高まります 

④     近隣コミュニティーの再生につながります 

「名古屋打ち水大作戦」に参加するには・・・・・ 

各家庭で・・・・・当日午後５時から庭先や家の前の道路などで「打ち水」を行って下さい。 

広小路夏まつりで・・・・・広小路夏まつり会場 

             (内容) 開会セレモニー：５時から５時１０分 

                         市長の挨拶と打ち水 

                 打 ち 水  ：５時１０分から１０分間 

             ※「打ち水」に使う水は、できるだけ風呂の残り湯や雨水をペットボトル等に入れて持参ください。 

中村ライオンズクラブ メンバーの皆様にお願い 

当日の運営のお手伝いに１クラブ３名の要請が来ています。運営の手伝いを頂けます方は事務局へお知らせください。８月９日

（月）までにお願いします。 

打ち水の参加は自由ですが、多数の参加をお待ちしています。終わった後一杯やりましょう。 

    
 

全名古屋（１Ｒ・７Ｒ）合同ＡＣＴ 

「東海地震に備えての講演会」  

   日時：平成１６年８月３１日(火) 

      会場 午後１：００ 講演午後１：３０～４：００ 

   場所：名古屋市中区役所ホールＢ１ 地下鉄「栄」駅１２番出口 

１、行事名     東海地震に備えての講演会 

２、行事の目的   地域住民が各家庭で地震に対する知識と防災の啓発を目的とする。更にはライオンズクラブの奉仕活動を地

域住民にＰＲできることを含めて実施 

３、講師      名古屋市消防局の専門家に依頼  ２名を予定 

４、受講希望者   制限無しとするも、主婦を希望している（入場無料） 

５、参加人員    ５００名  主として名古屋市内 

 及びその範囲 

６、後援      名古屋市・中日新聞社 



７、その他     クラブ員の方は当日腕章のご用意をお願い致します。 

中村ライオンズクラブ メンバーの皆様にお願い 

各ライオンズクラブ ノンライオン１０名の参加要請が来ています。 

お知り合いの方で、特に主婦の方にご紹介ください。 

８月１９日（木）までに事務局へお知らせください。 

   

☆ その他の情報 

７月に行われました３３４－Ａ地区セミナー、薬物乱用防止教育講師養成認定講座、１・７Ｒ合同ＡＣＴ会議、１Ｒ合同ＡＣＴ会議

についての報告 

３３４－Ａ地区情報 

●ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴセミナー 

  日時：７月２０日(火) １０:００～１２：００ 

  会場：ホテルキャッスルプラザ 

  出席者：Ｌ明石  Ｌ丹羽 

●ＬＣＩＦ・国際協調セミナー 

  日時：７月２０日(火) １３:００～１５：００ 

  会場：ホテルキャッスルプラザ 

  出席者：Ｌ明石  Ｌ高野 

●環境保全セミナー 

  日時：７月２７日（火） １０:００～１２：００ 

  会場：名鉄ニューグランド 

  出席者：Ｌ明石  Ｌ吉金 

●アイヘルス・聴力保護/献眼・献腎・献血・骨髄移植推進合同セミナー 

  日時：７月２７日（火） １３:００～１５：００ 

  会場：名鉄ニューグランド 



  出席者：Ｌ明石  Ｌ吉金 

●薬物乱用防止教育講師養成認定講座 

  日時：７月３０日（金） １０:００～１７：００ 

  会場：名古屋国際会議場 

  出席者：Ｌ速水 Ｌ明石 Ｌ渡辺 

※薬物乱用防止教育養成認定制度は、ライオンズクラブと財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターと共同して開発したプロ

グラムです。ライオンズクラブの薬物乱用防止教室開催の為に、薬物乱用防止教育養成認定講座を受講することにより講師

の資格を認定する制度です。 

薬物乱用防止教育養成認定講座は、この認定講師の資格を取得する為に、ライオンズメンバーが財団法人麻薬・覚せい剤

乱用防止センターから派遣される専門の講師による講座を一定期間受け、専門知識と実践の方法を学習する講座のことで

す。 

ライオンズクラブでは、１９９７年に３３０-Ａ地区で最初に開催され、既に、３３０－Ａ、Ｂ、Ｃ、３３２－Ｄ、３３３－Ａ、Ｂ、Ｃ、３３

４－Ｂ、Ｅ、３３６－Ｃ、３３７－Ｃの１１準地区にて実施され、現在７，５００名程度のメンバーが受講しています。 

参加して薬物が中学生、高校生に蔓延している実態。減ることなく増えつづけている現状、薬物に手を出すことによる傷害、

殺人などの犯罪の増加を目の当たりにし、ライオンズクラブの活動の一環として身近でできる「薬物乱用防止教室」を地域の

小・中・高生を集めて実施することが必要と感じました。今期この教室を中村区内で実施し青少年に明るい未来を約束したいと

思います。メンバー皆様のご協力をお願いします。 

   

１・７Ｒ 合同ＡＣＴ会議情報 

日時：７月１６日（金） １５:００～１７:００ 

場所：愛知厚生年金会館   出席者：Ｌ速水 

内容：東海地震に備えての講演会 

 ・議題  ①各クラブ参加人員  ７名（三役、担当員会正副２名、ＰＲ正副２名） 

        ②チラシ校正・時間・その他 

        （チラシの枚数 ３，５００枚  各クラブ１００枚） 

        ③各クラブ参加者名簿の提出  ８月２０日締切 

        ④当日お手伝いするライオンズメンバーは腕章をつける 

 

       ⑤５月末までのメンバー数×２７０円を７月末までに請求書を発送、８月２０日までに振込 

        ⑥プログラムの決定 



        ⑦来賓、講師の接待、応対者の決定 

        ⑧報道関係取材依頼の担当者決定 

        ⑨看板文字、席順のチェック者決定 

        ⑩受付決定 

        ⑪場内外整理誘導責任者決定 

        ⑫報道関係者対応者決定 

        ⑬撮影担当決定 

        ⑭その他の緊急案件はＺＣに一任 

   ・関係者集合時間・場所  午前１１時 中区役所ホール Ｂ１入口 

 ※中村ライオンズクラブより選出されました７名の方時間をお忘れなくご出席ください  

 

１Ｒ 環境保全委員長会議情報  

  日時：７月２１日(水)  １３：００～１４：３０ 

場所：名電ビル   出席者：Ｌ速水 Ｌ吉金 

内容：①「名古屋打ち水大作戦」 

   ②「堀川の清掃について」 

 

議題 ① 名古屋打ち水大作戦について国土交通省および名古屋市より説明、ライオンズクラブの協力要

請があった。 

 

各クラブより数名が出席し打ち水を行うことで住み良い環境つくりへのお手伝いになり、また、ライオンズク

ラブのＰＲにも貢献するので１Ｒとして参加することでまとまった。 

②       堀川の清掃について 

９月２６日(日)開催予定  

内容・時間などは後日連絡あり 

   

第一回２ＺＡＣＴ準備会 

  日時：７月２６日(月) １５:３０～１７：３０ 

  場所：名電ビル   出席者：Ｌ速水 Ｌ明石 Ｌ吉金 



  内容：２Ｚ合同献血・献眼・献腎・骨髄移植推進ＡＣＴについて 

      議題   

         ・日時  １０月８日（金） 

         ・場所  栄広場（献血者４台、接遇車２台）・栄献血ルーム 

         ・参加者 ６クラブ各ラインズクラブ会員及び家族 

              各クラブ会員の事業所従業員 

              一般通行人 

         ・責任者 総括担当責任クラブ・・・・中村ＬＣ 

              各担当委員長、幹事、ＰＲ担当委員長 

         ・中村ライオンズクラブ役割分担 

              集合９：３０ 

              放送設備、テープ(２本)の手配 

             関係者（フォトメイツ、事務局員）の食事の手配 

             （１人１、０００円） 

             フォトメイツの手配(４名) 

         ・予算について 

             １クラブ分担金 ９２，７２６円 

         ・献血の時間 

             午前の部  １０：００～１３：００ 

             午後の部  １２：００～１６：００ 

※全員参加のＡＣＴです。献血戴ける方（社員さん、ご家族の皆様、お知合いの方）多数の呼びかけよろしくお願いします。

（成分献血は１クラブ目標５名です。） 

   

第一回 ガバナー諮問委員会情報 

  日時：７月２６日(月)   １３：３０～１５：３０ 

  場所：名電ビル    出席者：Ｌ速水 Ｌ明石 



  議題：①「第１回ガバナー諮問委員会」質問書回答について 

       ※各クラブ（６クラブ）会長より報告、説明があった。 

        各クラブともメンバー減による運営費の削減が問題になっていた。 

        メンバー増員の為のクラブ運営についても意見交換した。 

     ②ガバナー公式訪問２Ｚ合同例会について 

      日時：８月４日(水) １２：１５～１４：００ 

      場所：名古屋マリオットアソシアホテル １６階 

     【ガバナーを囲む懇親会】 

      日時：８月４日(水) １４：１０～１６：００ 

      場所：名古屋マリオットアソシアホテル １７階 

        ※設営面について中村ＬＣが確認する 

     ③２Ｚ合同献血・献眼・献腎・骨髄移植推進ＡＣＴについて 

      日時：１０月８日(金)  1０:００～１６：００ 

      場所：栄広場 

        ※２Ｚ合同ＡＣＴ準備会にて詳細を詰める 

     ④合同事務局管理委員会及びその規約について 

       ※管理者を各クラブ２名選出すること。      

    ⑤その他 

      ・次回ガバナー諮問委員会  １１月１１日（木） １４：００～ 

      ・合同事務局休暇について  ８月１１日(水)～１５日（日） 

      ・事務局員健康診断について ９月中旬予定 

                                         以上 
 

  
  

掲示板 

「毎月メンバー各位の情報を掲載したいと思います。クラブのこと、会社のこと、家族のこと等など、何でも構いませんの

で事務局までお送りください。毎月更新いたします。よろしくお願いします。」 

会員情報 



今月の誕生祝・結婚祝 

 

今月の誕生祝 

  Ｌ水谷賢治  ８月 ５日 

  Ｌ坪井貞憲  ８月１４日 

  Ｌ加藤鋭吉  ８月１６日 

  Ｌ大場民男  ８月２０日 

 

  Ｌ高木弘文  ８月３１日 
 

今月の結婚祝 

   結婚祝なし 

 

 
 

 

 
趣味の部会報告 

ゴルフ部会 

グレイスヒルズカントリー倶楽部 

平成１６年７月２８日（水） 

１位 Ｌ柘植藤秋 

２位 Ｌ河瀬良三 

３位 Ｌ中川法恵 

５位 Ｌ大井高義 

７位 Ｌ入山毅士 

ＢＢ Ｌ速水清朗 

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 

 


