
 

   9月号名古屋中村 ライオンズクラブ  

LIONS   CLUB 

 

 

■ ２００４年～２００５年度スローガン 

■ 名古屋中村ライオンズクラブスローガン 

    「明るい笑顔で楽しい奉仕」 

■ 国際会長テーマ ： 「 WE  SERVE 」 

■ 334複合地区スローガン 

    「取り戻そう 人と社会 人と人 」 

      ～奉仕を通して地域の人々と成功を共有する為に～ 

■ 334A地区スローガン 

    「自然と共に生きよう 奉仕の心 」 

 事務局 ：名古屋市中区錦三丁目８番１４号 名電ビル４階 

 電話  ：052-959-2871  ファクス：052-959-2872 

  Eメール ：nakamuralc@h5.dion.ne.jp 

 

「委員会からのお知らせ」    ☆台北訪問案内PDF      参加申込み案内 

                       ☆台北訪問旅程表PDF 

 

「お知らせ」 ９月例会  

第７５３回例会（ＺＣ訪問例会）  ９月 １日（水） 午後６時～ 

                     名古屋マリオットアソシアホテル 

第７５４回例会 

  ９月１５日（水） 午後６時～  名古屋クラウンホテル 

１０月例会案内   第７５５回例会 

１０月 ６日（水） 午後６時～  名古屋マリオットアソシアホテル 

第７５６回例会（太閤ＬＣ合同 ＲＣ例会訪問） 

１０月１５日（金） 午後６時１５分～ 

              名古屋マリオットアソシアホテル 
ＡＣＴ予定 
世界ライオンズ奉仕デー １Ｒ２Ｚ合同献血・献眼・献腎・骨 
 髄移植推進ＡＣＴ 
  １０月 ８日（金） 午前１０時～     栄広場 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:nakamuralc@h5.dion.ne.jp


事業ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ 

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 

場所：広小路夏まつり会場（広小路本町角ＵＦＪ本店前） 

広小路夏まつりのパレードが通過するまでの午後5：１０～５：２０にＵＦＪ本店前で１、７Ｒライオン 

ズクラブ、名古屋市、国土交通省、広小路商店街、ボーイスカウト、ガールスカウト、一般参加者など多数 

集り「名古屋打ち水大作戦」が盛大に行われました。５：１０松原市長のあいさつの後、車道にて松原市長の 

掛け声で一斉に打ち水。市長の撒いた水は堀川の水を浄化したもので、堀川浄化のＰＲもしていました。 

当日曇りでしたので、真夏日よりは多少温度は低めでしたが、３３度の温度から2度下がり大成功に終わりました。 

●ライオンズクラブメンバーのＡＣＴとして 

 午後3時にえびすやさんに１，７Ｒライオンズクラブより１クラブ3名の多数のメンバーが集合し環境委員 

Ｌ鈴木の運営、設営の説明の後、会場へ移動。受付の他、打ち水の入ったバケツを車道に並べたり、桶を配ったり、 

もちろんしっかり打ち水をしたりとたっぷり労働奉仕を行いました。当日ご参加されましたメンバーの皆様に 

お礼申し上げます。 

※ 「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 

以上報告します。 

  

打ち水大作戦の開始前の打合せに多数 打ち水大作戦開始前に打合せをしている L明石様 



ライオンズが集合（えびすやにて） 

  

ZCL大場 御苦労様です RCL鈴木 あいさつ 

  

路面の温度がわかるサーモグラフの前で セレモニーが始まる前の一コマ 中央は松原市長 

  

ろ過した堀川の水を市長に注ぐガールスカウト達 打ち水が始まりました  
 



 

第３８８回 

理事会議事録 
 

日時及び場所 
平成１６年８月４日(水) 10:00～11:00  

           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  （副役員） 

 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 前 田

佳 和 
 

一、会長挨拶 

 

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)            ・・・・・承認 

  （第２号議案） 

     前期決算報告（資料No2～11）  

     前期財務委員長 Ｌ前田 

     前会長L柴田、前会計L中山恭から財政安定基金の重要性の説明あり 

                            ・・・・・承認 

  （第３号議案） 

     7月第二例会(納涼例会)決算の件(資料No12)  

     計画･大会委員長 Ｌ遠藤 

                                      ・・・・・承認 

  （第４号議案） 

     Ｈｏｔ･ほっと･フォトキャンーペーン決算の件  

社会福祉･公衆安全委員長 Ｌ柘植（資料No13） 

                            ・・・・・承認 

        ・    雨が降ったのが幸か不幸か予算の半分の支出で終わった。 

        ・    フォトの応募は１枚もなかった。 

  （第５号議案） 

     愛知県アイバンク賛助会費の件  

 保健奉仕･環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

     ３０，０００円／１口（資料No14）       ・・・・・承認 

  （第６号議案） 

    「堀川とまりづくりを考える会」への協賛金  

保健奉仕･環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

     ２０，０００円（資料No15）          ・・・・・承認 

  （第７号議案） 

     ＹＥ冬期派遣募集の件（資料No16）  

     ＹＥ･青少年指導委員長 Ｌ高木 



     要請はきているが、当クラブは派遣しない事に決定している。 

                              ・・・承認 

  （第８号議案） 

     ２Ｚ合同管理委員２名選出の件 会 長 Ｌ速水 

     会長L速水と前会長L柴田を選出。        ・・・・・承認 

  （第９号議案） 

     ガバナー公式訪問記念ＡＣＴの件 会 長 Ｌ速水 

     記念ＡＣＴとして ボーイスカウト ２００，０００円 

     ガールスカウト  ５０，０００円を贈呈      ・・・承認 

     当日の食費・会場費は７月１日現在の在籍数による頭割りとする。 

 

三．報告事項 

   ・１･７Ｒ合同ＡＣＴ 社会福祉･公衆安全委員長 Ｌ柘植 

   「東海地震に備えての講演会」の件（資料No17～20） 

    ノンライオン１０名の参加について是非協力をお願いする。 

   ・打ち水大作戦の件（資料No21,22） 保健奉仕･環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

    同時刻に各家庭で打ち水をして、空メールを送って下さい。 

 

四．幹事報告 

     ・事務局夏休み ８月１１日～８月１５日のため事務局へは電話しないで下さい。 

 

五．その他 

 

臨時理事会議事 

 

日時及び場所 
平成１６年８月18日(水) 17:00～17:15   

              於: 名古屋クラウンホテル 

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） 

 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 前 田 佳 和  
 

一、会長挨拶 

     ８月４日のガバナー公式訪問例会の食中毒にあわれた会員に対して、お見舞いとお詫 

    びを申し上げます。 

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ速水清朗 

    （第１号議案）新潟・福島豪雨災害被害者に対する義捐金について  

                        会 長 L速水 

        会員一人当り 300円（2004年7月末会員数にて）預託金から引き落とす 

                                ・・・・・承認 

    （第２号議案）２００５年愛・地球博協力金 会 長 L速水 

        会員一人当り ９，０００円（2004年度期首会員数にて） 

              ・地区年次大会ですでに承認済であり、審議承認の必要なし。 



    （第３号議案）２００５年スペシャルオリンピックス 会 長 L速水 

        会員一人当り ５００円（2004年度期首会員数にて）預託金から引き落とす。 

    ・地区年次大会ですでに承認済であり、審議承認の必要なし。 

三．報告事項 

    ・松本中央ライオンズクラブ 例会訪問の件  会 長 L速水 

       ９月７日に訪問の要請あり。出席者を募る。 

四．幹事報告 

     ・ 松本中央ライオンズクラブ例会訪問の出席者応募締切りは８月末日。 

     ・ ８月４日のガバナー公式訪問例会の費用については、ホテルから請求されないことになった。 

     ・ ８月２１日の打ち水大作戦については、是非ご協力を請う。 

五．その他 

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 

   

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。 

   

                    第１回１・7Ｒ合同リ

ジョン会議議事録 

   日 時 平成１６年８月１７日（火）１４：１０～１６：００ 
   場 所 名電ビル３Ｆ会議室 
   <出席者>  
    １Ｒ・ＲＣ      Ｌ鈴木隆男    ７Ｒ・ＲＣ         Ｌ曽我一義 
    １Ｒ・１Ｚ ＺＣ   Ｌ遠山康孝欠   ７Ｒ・１ＺＺＣ       Ｌ蟹江良三 
    １Ｒ・２Ｚ ＺＣ   Ｌ大場民男    ７Ｒ・２ＺＣ        Ｌ武井 敬 
    ７Ｒ・３ＺＣ     Ｌ木俣公男 
    １Ｒ・環境保全委員  Ｌ鈴木和彦    ７Ｒ・環境保全委員     Ｌ山守修一 
    １Ｒ・ＹＥ委員    Ｌ浅岡晃生    ７Ｒ・ＹＥ委員          Ｌ大橋勝美 
    １Ｒ・ＰＲ・ＩＴ委員 Ｌ吉田基樹    ７Ｒ・ＰＲ・ＩＴ委員      Ｌ鈴木那男 
    １Ｒ・ＬＣＩＦ委員   Ｌ浅野好司欠      ７Ｒ・ＬＣＩＦ委員     Ｌ太田勇造 
    １Ｒ青少年指導・薬物乱用防止委員 Ｌ竹川享志 ７Ｒ青少年指導・薬物乱用防止委員   Ｌ前川隆男 
    １Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員 Ｌ立木一成 

   ７Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員  Ｌ木嶋幹吾 
    １Ｒ・ＹＥ副委員    Ｌ高坂明男 

    １Ｒ・ＹＥ副委員    Ｌ竹田幸男 
    １Ｒ・１Ｚ 名古屋ホスト幹事Ｌ戸松栄孝（代理出席） 
                                     司会  １Ｒ・ＲＣＡ  Ｌ吉田基樹 
       開会の挨拶   １Ｒ・ＲＣ      Ｌ鈴木隆男 
                ７Ｒ・ＲＣ      Ｌ曽我一義 
       自己紹介    １Ｒ．７Ｒ各ＺＣ 自己紹介と挨拶 
            挨拶の後下記の議題について審議した。 
            議長１Ｒ・ＲＣ      Ｌ鈴木隆男 

    議   題  
    １．年間計画の発表（各リジョン委員より） 
       ◎環境保全委員  １Ｒ Ｌ鈴木和彦・７Ｒ Ｌ山守修一より発表がなされた。 

         基本方針 
           本年度地区ガバナーキーワードであります自然との共生にもとづき、環境保全 

        委員として活動の推進を図る。 
        年間活動計画 
           ３３４A地区環境保全委員会への参加４回開催予定。 
           名古屋都市センター主催によるクリーン堀川定例会に出席。 
           環境美化運動の推進。 
           名古屋打ち水大作戦に参加（出席者にも参加の呼びかけがなされた）。 

 

        ◎ＹＥ委員  １Ｒ Ｌ浅岡晃生 ・ ７Ｒ Ｌ大橋勝美より発表がなされた 

                               



          基本方針 
           ＹＥプログラムの趣旨に基づき活発な活動を推進し、合わせて青少年を取り巻く。 
        環境にいても、国の内外を問わず見聞を広め、我々との関わり方を研修する。 

           リジョン担当委員長会議１・７リジョンにて調整を図り年２～３回開催予定。 
          重点目標 
            単一クラブがプログラムに積極的に参加するように促す。 
            リジョン単位による活動の推進。 
            レオクラブとの交流を広げレオクラブの推薦によりＹＥ生としての派遣実現を検討する。 
            ＹＥ生オリエンテーション１００%出席及びＹＥＯＢ会への加入義務化を促す。 
        ◎ＰＲ・ＩＴ委員  １Ｒ Ｌ吉田基樹 ・ ７Ｒ Ｌ鈴木那男より発表がなされた。 
        基本方針 
          今年地区ガバナ―のキ―ワ―ド「自然と共生」。地区ATCスロ―ガン 

       「自然と共に生きよう 奉仕の心」。 
          をベ―スに愛・地久博も開催されることも配慮をし、環境保全を訴えて行きたい。 

 

    年間活動計画 
        ①委員会はクラブの活性化を計り、情報収集、情報交換等により新しい芽吹きを芽生えさせる。 
        ②今年度も「特筆すべきATC・PR活動報告書」の報告により年次大会表彰審査の資料とします。 
        ③継続的に国際平和ポスタ―、ATC・フォトコンテストの参加をお願します。 

 

        ◎ＬＣＩＦ委員  １Ｒ Ｌ浅野好司欠 ・ ７Ｒ  Ｌ太田勇造より発表がなされた。 
          基本方針 
            ガバナー方針を基本に地区委員長の指導のもとリジョン委員として活動に望む。 
            ＬＣＩＦへの理解とご協力を頂くためＲＣ例会訪問時に同行し献金の御願いをする。 
            ＬＣＩＦ援助交付金の活用に対する理解と取り組みを推進する。 
            ＭＪＦ献金の目標（予定）の口数は会員数の２５%～２８%。 
          年間活動計画 
            地区ＬＣＩＦ委員会に年３回出席予定。 
            地区ＬＣＩＦセミナーへの出席予定。 
            各クラブ担当委員長会議の開催１・７リジョンにて調整を図り年２～３回開催予定。 
            年２回担当委員長会議開催前に献金計画・献金状況報告書を各クラブに送付し回収する。 
        ◎青少年指導・薬物乱用防止委員１Ｒ Ｌ竹川享志 ７Ｒ Ｌ前川隆男より発表がなされた。 
          基本方針 
            １９９７年に３３０－Ａ地区で最初に始められた「薬物乱用防止教育講師養成認定講座 

         」が当３３４－Ａ地区でも１２番目の準地区として７月３０日に教育講師認定講座が開 

         講され、４７１名教育講師の認定を受けました。 

            本年度のガバナ－方針の柱の一つでもあるこの活動を各クラブのアクティビティとして 

         積極的に推進する努力を重ねます。 
          年間活動計画 
            ○各学校においての教育講座の開講についてはキャビネットより愛知県及び名古屋市の 

          教育委員会に対してこの教育講座の趣旨及び開講の協力のお願いをして頂いてあるの 

          で次の段取りで進めていくことを考えています。 
            ○各区校長会の会長及び各区のＰＴＡ協議会の会長に各クラブから趣旨の説明と働き掛 

          をして積極的に教育講座の開講に対して努力をお願いしたい。 
            ○現在各区の校長会の会長及び各区のＰＴＡ協議会の会長の名簿を頂けるように話し合 

          いをしており入手しだい各クラブ 1校を目標として教育講座を開講する努力をする。 
            ○薬物乱用防止教育講師養成認定講座の開催と認定者に講師認定書の交付。 
            ○大相撲名古屋場所用に薬物防止啓蒙用の団扇の配布。 
        ◎献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員１ＲＬ立木一成・７Ｒ Ｌ木嶋幹吾より発表がなされた。 
              まだ年間計画はありませんが各委員長と相談の上、計画書を提出します。 



 

   2. ＭＥＲＬチ－ムの設立について 
          リジョンチェアパーソンより下記のとおり説明があった。 
        ガバナー方針 
           会員減０%達成目標（昨年は会員１５９名減となっている）。 
           各リジョンクラブで１クラブ・各ゾーンでシニアクラブ．女性クラブの結成を目指す。 
           ＭＥＲＬチ－ム地区役員の指導力で活力と魅力あるクラブ運営の指導推進。 
           ガバナー方針を達成するため各クラブに３名～５名のＭＥＲＬチームの設立をお願いし 

        たい。 
           現会員のライオンズ活動に対する参加意識を今以上に高めるとともに、一層の例会出席 

        奨励と各種 
           ＡＣＴへの積極的参加をお願いします。 
           新入会員を募集するに当たっては現役ライオンが内部から見ても、外部から見ても輝い 

        て見える事ライオンズは「有名ブランド」であることが大切である。これが退会者を減 

        らし新入会員を増やす基盤である。 

 

   ３．その他 
          今後リジョン委員が、発送する担当委員長会議等の開催案内はリジョン委員名でよいとの 

       確認がされた。 
        第2回1R.7R合同リジョン会議開催予定 
          と き  2004年11月29日 午後2:00~4:00  
          ところ  名電ビル 
        議事録作成者７ＲＬＣＩＦ委員（ＲＣＡ）   

                                      Ｌ太田勇造 

   

      第１回 １・７R合同 PR・IT委員長会議・議事録 

                     日 時 2004年８月23日（月） 

                                            13：30～15：00 

                       場 所 名電ビル 8F会議室 

                       司 会 1R PR・IT委員 L吉田基樹 

                           7R PR・IT委員 L鈴木那男 

＜出席者＞  1R RC     L鈴木隆男    7R RC      L曽我一義（欠） 

       1R 1Z ZC   L遠山康孝（欠） 7R 1Z ZC   L蟹江良三 

       1R 2Z ZC   L大場民男 7R 2Z ZC   L武井 敬 

                        7R 3Z ZC   L木俣公男 

       地区PR・LC情報・IT・災害緊急援助資金管理委員長  L池戸和久 

       1R PR・IT委員 L吉田基樹   7R PR・IT委員 L鈴木那男 

       1、7R PR・IT委員長 34名〔別紙〕 

 

1. 開会の挨拶                     1R PR・IT委員 L吉田基樹 

 

2. リジョン・チェアパ―ソンご挨拶   1R リジョン・チェアパ―ソン L鈴木隆男 

   ★LCでの PR・IT委員長は重要な役職である。出来れば全てのACTに積極的に参加 
   をして頂きたい。また、RCのｱｼｽﾀﾝﾄの地区委員役はPR・IT委員になるのが普通である。 
  そうする事によりRC選出クラブから PR・IT委員をACT等に出席する 

   必要が無くなる。 



 

3.  出席者紹介（ＲＣ・ＺＣ） 

 

4. 地区委員長ご挨拶   地区PR・ライオンズ情報・IT・災害緊急援助資金管理委員長 

                                                    L池戸和久 

 

5.  議 題  

   ① 地区委員会年間活動方針について 〔別紙資料〕 

   ② 地区委員活動方針について    〔別紙資料〕 

   ③  愛知万博ついて… 

   ★来る９月２５日（土）11：30～12：30に名古屋で愛知万博へ医療機器、車両等の目 

   録の贈呈式を行います。たくさんのご参加をお願します。詳細はおってご通知します。 

   ★来年の４月１０日には、愛知万博へ 1.200名を招待します。招待者に関してはゾ―ン 

   単位で行い、ゾ―ン単位でバスを配車するように考えているので宜しくお願します。 

   また、７月26、27、28日？に全国LCから愛知万博へ招待も考えているのでお願します 

   詳細は改めてご通知します。 

 

6.      クラブ委員長年間活動方針について各クラブより発表…34名 

   ★33クラブ 34名の共通した問題点として… 

   ①     PR関係ではクラブメンバ―の減少により予算削減の中、会報誌の発刊回数、頁数を 

    減らしたりしている。また、会報誌を全てHPに書き込み必要なメンバ―だけが事務 

    局でプリントをして、ペ―パ―レス化も計っているクラブもあるようだ。 

   ②    IT関連はクラブ毎に温度差が激しくて、まだ、HPも立ち上げてないクラブもあ 

    るようだ。一番の問題点は各クラブ内のパソコンの利用度がメンバ―よって大差が 

    あることである。因みに、パソコン同好会を結成し学習をしているクラブがあるこ 

    とにビックリした。いずれにしても地道な努力が必要に思える。 

 

7.      質疑応答 

   ★     愛知万博への拠出金（約4.2億円）ついての使用明細について？ 

       ⇒ 約1／2医療機器等、約1／2招待者への費用 

 

8.      閉会の挨拶                    7R PR・IT委員 L鈴木那男 

                                     議事録 1R PR・IT委員 L吉田基樹 

                                     以 上  

   

☆ 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、３３４－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    

 


