
 

   10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 

 
「お知らせ」 

 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 

 １１月例会案内   

 

  第７５７回例会   

  １１月１０日（水） 午後６時～ 

          名古屋マリオットアソシアホテル 

 第７５８回例会 

  １１月１７日（水）  ８：００～ 

 

          稲葉地公園 

 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 
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事業ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ  ー

アクティビティ情報 

１・７Ｒ全名古屋ライオンズクラブ合同ＡＣＴ 

  ●東海地震に備えての講演会 

       と き：平成１６年８月３１日 

            １３：３０～１６：００ 

        ところ：中区役所ホール 

 １ＲＲＣＡ Ｌ吉田の司会により始まり１ＲＲＣ Ｌ鈴木が今回の講演会の主旨を説明し、続いて名古屋市長松原様

より近い将来起こる大地震対策として地域と企業が協働で地域防災力を高める関係作りの必要性を訴えられていまし

た。阪神・淡路大震災時に、地域に対する企業貢献の事例が多数報告されたそうです。 

 その後今回の講師２名に講演を頂きました。 

名古屋市消防局理事 松見大三様より時間経過別行動マニュアルや東海大地震のこと、そしてライフラインについてお

話を頂いた。東海大地震は静岡県の駿河湾沖から御前崎沖を中心に広い地域を震源とするマグニチュード８級の巨大地

震のことであり、地震の前兆現象が高まったとされる場合即座にテレビ・ラジオ、サイレン、警鐘、広報車・ヘリコプ

ター等による警戒宣言が発生されますが、次のことがおきることが予想されるとのこと。１、自宅から離れたところに

いた場合には、電車やバスを利用して帰ってこられなくなってしまう。２、家族が離ればなれになる。３、食料品や生

活必需品を買い求める市民が殺到する。こうならない為にも、前もって自分や家族の行動要領や、家族内での役割など

を決めておく必要がある。また、９号地共同防災組織防災センター所長 若杉戦一様より地震のメカニズム、発生が予

想される地震の状況について詳しく説明を受けました。 

 当日は４００名以上の方の参加を頂き、熱心に聞き入っていたことがとても印象的でした。東海地震対策は今のうち

から準備をしておくことが大切です。詳しくは名古屋市のホームページをご覧下さい。    

http://www.city.nagoya.jp/  です 

  

1RRC L鈴木 7RRC L曽我 

お二人が活躍されました 

ZC L大場 ZCA L鈴木 

開場前の打合せ風景 

  

災害マップ 受付風景 

http://www.city.nagoya.jp/


  

中区役所ホールで開催 中村LCメンバーも多数参加 

  

1RRC L鈴木 挨拶 松原市長 挨拶 

  

松見大三様より地震対策 

についての講演 

地震はなぜ起こるのか 

詳しい説明を頂く 

  

若杉戦一様より 

地震のメカニズムの講義 
満員の会場 



 

 

ガバナー L奥村も参加された  

     

ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区       

●ライオンズクラブ 愛・地球博支援事業目録贈呈式 

         と き：平成１６年９月２５日（土） 

              １１：２０～１２：３０ 

         場 所：オアシス２１ 銀河の広場 

 名古屋女子大学、高校、中学マーチングバンド部によるファンファーレ・演奏・マーチングでオープニングセレモニ

ーが華やかに始まり、地区ガバナーＬ奥村博司より挨拶の後目録を７つのプラカードで紹介、ライオンズクラブ国際協

会複合地区ガバナー協議会議長連絡会議世話人 Ｌ．野中杏一郎から（財）２００５年日本国際博覧会協会事務総長 中

村利雄様へ目録を贈呈した。また、２００５年日本国際博覧会プロジェクト実行委員会最高顧問 Ｌ．竹内淳一から中

村利雄様へ高規格救急自動車のゴールデンキーを贈呈した。 

当日は暑い日差しの中、多数のライオンズ関係者の出席と、愛・地球博を半年後に控え、イベント会場となっているオ

アシス２１に来られている一般の方の参加で大いに盛り上がっていました。 

  

晴天の中で開催 ライオンズ役員の方らが多数参加 

  

名古屋女子大学・高校・中学 

マーチングバンド部による演奏 
演奏に合わせた華麗なマーチング 



  

オアシス 21はあと半年の 

イベントで盛り上がっていました 
役員の皆様ご登壇 

  

ガバナー L奥村 挨拶 高規格救急自動車の贈呈 

  

多数の医療機器を搭載している ボランティア用ユニホームの贈呈 

  

点字ガイドブックの贈呈 自動式体外除細動器の贈呈 



  

常備用救急箱の進呈 万博駐車場周辺のケナフ植栽事業 

 

 

   ライオンズクラブこども万博デー（子供３，５００名を招待） 

   を含め、合計７点（２６４，０００，０００円）の目録を贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

１・７Ｒ全名古屋ライオンズクラブ合同ＡＣＴ 

     ●堀川一斉大そうじ   

           と き：平成１６年９月２６日（日） 

               １０：００～１１：００ 

           場 所：松重閘門東南角 

           作業場所：堀川松重閘門周辺の護岸及び水上清掃 

 

毎年「クリーン堀川」主催で行われます「堀川一斉大そうじ」が堀川一帯で今年も行われました。中村ライオンズクラ

ブＬ鈴木が１Ｒ環境保全委員として活躍されました。また、ゾーンチャーパーソンＬ大場そして、中村ライオンズクラ

ブ保健奉仕・環境保全奉仕委員長Ｌ吉金、同副委員長Ｌ高坂が参加し清掃活動に汗を流しました。  

  

1R 環境保全奉仕委員長  

L鈴木 より清掃活動の説明 
日差しの暑い中汗かいてACT 

 

 

1R・7Rのメンバーが集合した  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
理事会 

 第３８９回 理事会議事録  

日時及び場所 平成１６年９月１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） 

 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 

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ速水清朗 

  （第１号議案）第３８８回及び臨時議事録報告(Ｌ速水)       

        内容           ・・・・・承認 

  （第２号議案）９月第二例会メンバースピーチの件 計画・大会委員長 Ｌ遠藤 

        公認ガイディングライオン Ｌ斎藤靖人 

 20分程度の報告を頂く。            ・・・・・承認 

  （第３号議案）本日のお客様の件  

        社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ柘植 

        ≪中村警察署 交通課長  奥野(おくの) 慶造(けいぞう) 様≫ 

 交通安全キャンペーン             ・・・・・承認 

  （第４号議案）堀川一斉大そうじの件（資料No2～5） 

             保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

        各クラブ２名参加 

        委員長､副委員長の出席で一任          ・・・・・承認 

  （第５号議案）台北市明徳獅子会ＣＮ２９周年記念式典の件(資料 No6.7)  

        姉妹提携委員長 Ｌ木村 

        １０月２２日(金)～２４日(日)         ・・・・・承認 

  （第 6号議案）今後最後の議案として、「その他」を入れて欲しい。  

             指導力育成委員長 Ｌ河瀬 

        ＺＣの出席のＰＲをする事。                 

          “下期に会費を 2万円ほど減らしたらどうか。会員増強の意味からも。“ 

       － 財務委員長も交え、相談します。 

三．報告事項   ・名古屋ホストライオンズクラブＣＮ５０周年記念大会の件  

                         計画･大会委員長 Ｌ遠藤 

     平成１６年１０月２９日（火） 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

       ・名古屋金城ライオンズクラブＣＮ３５周年記念例会の件 計画･大会委員長 Ｌ遠藤 

      任意とする。 

     平成１６年１０月１９日（火） 於：ウェスティンナゴヤキャッスル 

       ・松本中央ライオンズクラブＣＮ記念懇親会の件 姉妹提携委員長 Ｌ木村 

     平成１６年９月７日（火）   於：松本東急イン 

       ・「世界ライオンズ奉仕デー」１Ｒ２Ｚ合同献血ＡＣＴの件  

      保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

                 （資料No8～15） 

       ・    手帳の中で訂正あり。 

四．幹事報告 

五．その他  

 



例会の報告 

第７５３回例会 

第７５３回例会 

日時：２００４年９月１日（水）  
       １８：００～１９：１５ 

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：４６名 
 

ファイン・ドネーション：１６２，０００円 実行委員 L大竹 昌 
 

 本日は台風一過秋晴れかと期待したが生憎すっきりしない天気で、実行委員L大竹 昌により１８：００より例会は開催

された。本日のお客様は中村警察署交通課長奥野慶造様とライオンズクラブ国際協会３３４－A地区１Ｒ２ＺＺＣＬ大場民

男、更には同１Ｒ環境保全委員Ｌ鈴木和彦がアシスタントとして出席された。 

 会長Ｌ速水より挨拶があり、まず７月１０日交通安全パレードが雨により屋内にて実行したが、盛況であった旨報告があ

った。又、中区役所にて東海地震についての講演会があったとの報告もあった。 

 続いて中村警察署の奥野課長より交通パレードについてお礼の言葉があり、今后は交通安全の為に道路を更に整備し、そ

して人の心の教育が大切だとの言葉があった。その后感謝状の贈呈があった。 

 続いてＺＣＬ大場民男の挨拶があり、本日は例会訪問であるという趣旨とＺＣはゾーン・チェアパーソンと呼称が変更さ

れた旨、説明があった。続いて長期在籍者１５年Ｌ鈴木和彦 １０年Ｌ遠藤英雄へのアワードの伝達があり表彰された。 

 議事審議事項は堀川一斉大そうじの件、並びに台北市明徳獅子会ＣＮ２９周年記念式典に参加されたい旨、並びに報告事

項が三件すべて会長が単独で議事進行され短時間で終了し、誠に合理的な例会のあり方だと感服した。従って、食事時間が

約３０分とれ会員お互のコミュニケーションがはかれ、極めて有意義な例会となった。 

 古いルールにとらわれず思い切った改革をされた新会長に心から賛辞をお送りいたします。 

                                                   Ｌ中村幸夫 記 

  

会長 L 速水 挨拶 
中村警察署交通課長 

奥野慶造様 挨拶 

  

中村警察署より感謝状の贈呈 
感謝状を手にして 

喜んでいる L 速水 



  

お客様 ZC L 大場 挨拶 

１年間のご活躍をお祈りします  

長期在籍者 １５年 L 鈴木 

長期在籍者 １０年 L 遠藤 

アワードの伝達 

  

実行委員長 L 大竹 ９月の誕生日 おめでとうございます 
  

 

第７５４回 例会 

第７５４回 例会 

日時： ２００４年９月１５日（水） 
          18:00 ～  19:15 

於：名古屋クラウンホテル 

出席者数：４０名 

ファイン・ドネーション：６０，０００円 

 

 実行委員  Ｌ前川和茂 
 

会長Ｌ速水清朗のゴングに続き挨拶では、「今年は例年になく猛暑が続いていると思えば台風の当たり年となり、さらに地震と天変

の異常が多いようです、備えあれば憂いなしで日頃の備えをお互い十分に心がけたいと思います。また、そうした天候の先週、松

本中央ＬＣのＣＮに三役とＬ加藤(善)とで参加し、親交を深めてきました」と報告されました。 

本日の審議事項はなし、報告事項は、保健奉仕委員会より来たる 10月8日２Ｚ合同献血ＡＣＴにゾーンチェアパーソンとして指揮

を取られる L大場民男の選出クラブとして、恥じない成績を収めたいので皆様の協力をお願いしたいとの報告がなされました。ま

た、幹事報告では、重ねて合同献血が取り上げられ、当日都合の悪い方でも、１０月１日～２５日の間はクラブ実績となるので、献

血センターに出向いて協力してほしいとの要請がなされました。 

本日のメンバースピーチは、7月6日～7月13日にﾃﾞﾄﾛｲﾄ／ｳｨﾝｻﾞー にて開催された国際大会に、代議員として参加されたＬ斎藤

(靖)にお願いしてのスピーチです。 

「ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの国際化は、今回の国際大会が開催された両地、ﾐｼｶﾞﾝ州ﾃﾞﾄﾛｲﾄからｶﾅﾀﾞ/ｵﾝﾀﾘｵ州ｳｨﾝｻﾞー にｽﾎﾟﾝｻｰして初めてｲ

ﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙになった訳です。私達は、334A地区ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 21名でﾂｱｰを組みｶﾅﾀﾞ側からﾅｲｱｶﾞﾗの滝を見学の後、ﾃﾞﾄﾛｲﾄに入りま

した。10年前のﾌｪﾆｯｸｽ(当時ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副幹でした)、一昨年の大阪、そして今回と過去3回国際大会に参加したのですが、今回始

めて代議員としての投票を行いました。前日に資格審査を受け、当日投票用紙の記載候補者をパンチで穴あけして信任するとい

う方式のものでした。閉会式は新国際会長ｸﾚﾒﾝﾄ･F・ｸｼﾞｱｸ氏の独壇場で、家族紹介そして就任演説と大変華やかでｴﾈﾙｷﾞｭｼｭ、



盛大なものでした。新国際会長の今年度テーマは「奉仕を通して成功を分かち合おう」で、奉仕を通じて会員の和を築き一緒に頑

張り目標達成を一緒に喜び合おうということだと思います。詳しくは、ザ･ライオン 9月号で新国際会長の就任演説が全文掲載され

ておりますので一読下さい。その後、私達はシカゴに移り、世界一きれいな町並みを散策、ﾏﾘﾅｰｽﾞ／ﾎﾜｨﾄｿｯｸｽの野球観戦ではイ

チローが休養であったが高津がｽﾄﾊﾟー 登場で締めくくり、試合後の花火大会などﾌｧﾝｻｰﾋﾞｽが行き届いていて日本とはだいぶ違う

雰囲気をあじわい帰国しました。次回来年度の国際大会は香港です、近い所ですので皆さんも一度参加して楽しんでもらいたい

と思います。」とのお話でした。 

                                                 L丹羽正道 記 

  

実行委員長 L 前川 会長 L 速水 挨拶 

  

L 吉金 より１０月８日の 

合同献血のお願い 

L 野々垣 よりゴルフ部会の 

成績発表・表彰 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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。」 

今月の誕生祝・結婚祝 

 

今月の誕生祝 

１０月 ２日  L山崎直哉  

 １０月３０日  L柘植藤秋  
 

今月の結婚祝 

１０月２６日  L水谷義雄 Ｌｌ峰子 

１０月 ３日  Ｌ高坂英夫 Ｌｌ洋子 

１０月 ４日  Ｌ渡辺一央 Ｌｌ良子 

１０月２７日  Ｌ早瀬紀男 Ｌｌ光江 

１０月１５日  Ｌ日置淳一 Ｌｌ純子 

１０月１４日  Ｌ入山毅士 Ｌｌ佳江 

１０月２２日  Ｌ大場民男 Ｌｌ欽子 

 

１０月１０日  Ｌ加藤善康 Ｌｌ幸子 
 

 
趣味の部会報告 

ゴルフ部会 

名古屋中村LC第２回ゴルフ部会 

平成１６年９月１５日（水） 

於：東建多度カントリークラブ名古屋 

                 G     H     N 

  １位  L遠藤英雄      ７９   ９．０   ７０．０ 

  ２位  L前川和茂      ９０  ２０．０   ７０．０ 

  ３位  L大井高義      ８７  １３．０   ７４．０ 

  ５位  L野々垣徹      ８５   ９．０   ７５．０ 

 １０位  L大薮城正      ８２   １．０   ８１．０ 

   B.B.  L堀江泰史     １２０  ３０．０   ９０．０ 

ベスグロ L遠藤英雄 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
１Ｒ２Ｚ合同事務局管理委員会   

○名古屋金城ライオンズクラブＣＮ３５周年記念例会 

拝啓 秋暑の候、貴クラブ並びに会員の皆様方には、益々ご健勝にてライオンズクラブ活動に、ご精進のこととお慶び申

し上げます。 

 さて、私ども名古屋金城ライオンズクラブは、お陰を持ちまして本年１０月にチャーターナイト３５周年を迎えること

になりました。これも偏に皆様のご指導の賜と深く感謝しております。 

 つきましては、下記により３５周年記念行事を催します。記念大会のあり方について、クラブ員一同考えて参りました

が、今回は厳しい時節の折、今一度ライオンズクラブの原点に立ち戻り、地域とクラブが一体となった記念事業と簡素な

がら心温まる“記念例会”を予定致しております。私共のこの記念例会にご出席を頂き、節目の年の意義を共に感じてい

ただければ幸いでございます。 

 ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、是非ご出席を賜りたくご案内申し上げます。 

 末筆ながら、貴クラブのご発展を心より記念申し上げます。           敬具 

 

                       記 

    と き  平成16年 10月 19日（火曜日） 

          受  付 16時 00分～ 16時 50分 

          記念例会 17時 00分～ 19時 30分 

    ところ  ウェスティンナゴヤキャッスル ２階「青雲の間」 

          Tel（052）521－2121 

                                                  以上 

○第一回 １R MERL－O委員会開催のご案内 

                                              １R RC L鈴木隆男 

拝啓 時下益々ご清勝にてライオニズム昂揚にご精励のことと存じます。 

 さて、かねてより協調されている会員増強について、具体策を立て。果敢に挑戦する行動を起こさねば、目的遂行は不

可能と存じます。 

 以上の趣旨から、下記要項にてMERL－O委員会を開催致したくご案内申し上げます。 

                                                         敬具 

                  【 記 】 

１．日   時 ２００４年１０月２１日（木） 

         １５：００～１７：００ 

２．場   所 名電ビル ３F 会議室 

３．出席要請数 各クラブ委員長含む２名 

４．そ の 他 委員長は具体策及び具体的数値を申告出来るようご準 

        備の上、ご出席下さい。 

○地区ＭＥＲＬチーム年間活動推進依頼について 

  拝啓 

 残暑の候 各ライオンには益々ご健勝にてライオニズムの昂揚にご活躍を賜り、厚くお礼申し上げます。 つきまして

は、標記の件下記の目的達成の為、各リジョン・チェアパーソンご指導の下、各クラブでのＭＥＲＬチーム推進にご理解

とご協力をいただき年間活動計画を成し遂げたく思います。この方針に対し、各リジョンでご指導とご検討をいただき、

立ち上げを何卒よろしくお願い申し上げます。                                      敬具 

             記 



１．会員維持 増強目標 「会員数減少率０％達成」 

 

２．目標達成を目指す活動方針 

    全会員参加で意識高揚を計る為 各クラブでＭＥＲＬチーム推進特別委員会 約５名位（仮称）の設立 別紙資

料№１ ①②③年間実施計画参照下さい。 

 

３．国際会長方針 

    別紙資料№２では会員数「５％ＵＰ」を国際大会発表 

 

４．３３４－Ａ地区 奥村地区ガバナー方針 

    別紙資料№３の中で国際会長提言を受け成功を分かち合うことは表彰と結びつき又表彰は会員の士気を高め重要

な方法である事を発表された。 

以上 地区ＭＥＲＬチーム活動の重要性とその結果に対しまして期待されています。 

 尚、目的達成クラブに対しては年次表彰に提言いたして参りたいと思います。今年は会員減少に歯止めを掛ける為、一

層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

＜資料№１＞ 

○地区ＭＥＲＬチーム 副委員長 方針 

       地区インパクトリーダー 

地区インパクトリーダー 

                                              Ｌ池戸 竹男    

 

１．年間活動の基本方針 

世界的に会員数が毎年減少し続けている現状の中、国際会長方針の下、過去２年間に亘り地区ＭＥＲＬ活動は素晴らしい

成果を上げられました。 

今年は、更にＭＥＲＬチームの強化と団結により、永続的課題であります、Ｍ 会員増強、Ｅ 新クラブ結成、Ｒ 会員

維持、Ｌ 指導力育成 に積極的又、効果的で且つ魅力的なチーム活動を行い会員増強と維持の目的達成に対し邁進する。 

 

２．今後の進め方 

  地区ＭＥＲＬチーム構成はライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区組織表のメンバー構成員で行い、特に各リジョ

ン．チェア．パーソンからゾーン．チェア．パーソン．を通じ各クラブの積極的運営参加により活動する。 

 

３．年間実施計画 

①各クラブでＭＥＲＬチーム推進員会の設立運営 

 １）会員増強、新クラブの結成、会員維持、指導力育成等の目的達成の積極的な論議 

 ２）クラブ会員全員参加による魅力ある活動ある運営の論議 

 

②各リジョン．チェア．パーソン  ゾーン．チェア．パーソンの下、リジョンＭＥＲＬチーム推進委員会の開催、運営 

 １）定期的に各クラブの推進委員会の情報検討 

 ２）目的達成に対する協力とアドバイス 

 

③地区ＭＥＲＬチーム委員会の定期開催と運営 

 １）各リジョンの報告、情報交換と推進 

 ２）必要資料の提供援助 

 ３）必要に応じて各リジョン、又は各クラブＭＥＲＬチーム推進委員会への積極的参加 

 

④会員数減少０％達成を目指す活動 

 １）各リジョンに１クラブの新クラブ結成を目指す 

 ２）会員増強と維持を計る為、指導力育成活動を通じ活力ある、又魅力あるクラブ運営を積極的に展開する。 

 以上、目的達成を成し遂げる為、各メンバーのご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 



 

     ○2004～2005年度 ＹＥ夏期派遣募集について 

 拝啓  初秋の候、貴クラブにおかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、２００４～２００５年度 夏期ＹＥ派遣生を募集いたします。ご希望のクラブは下記をご参考の上、別添「２０

０４～２００５年度 ＹＥ夏期参加予備申込書」を１０月１５日（金）迄に名古屋中村ライオンズクラブへご提出頂きま

すよう、お願い申し上げます。   敬具 
 

                     記 

〈２００４～２００５年度 ＹＥ夏期参加予備申込書〉 

  提 出 先 ： 名古屋中村ライオンズクラブ 

  提出期限 ： １０月１５日（金）必着 

 

１Ｒ クラブ会長各位 

１ＲＲＣ   Ｌ 鈴木 隆男 

                                        １Ｒ１ＺＺＣ Ｌ 遠山 康孝 

                                        １Ｒ２ＺＺＣ Ｌ 大場 民男 

 

前略 

 ライオン誌日本語版事務局より「ライオンズ・スクール初級編が発行されました。必要冊数を１０月２７日(水)までに名

古屋中村ＬＣ事務局までご連絡下さい。      草  々

      

１Ｒ２Ｚ薬物乱用防止教育講師派遣会議 議事録 

                         日時 ２００４年９月２日(木) 
                                   16：00～17：00 

                         場所 名電ビル3階 会議室 

                         司会   大場 民男 

                               議事録作成者   大場 民男 

 

１．開会のことば                    １Ｒ２ＺＺＣ Ｌ大場民男 

薬物乱用防止教育講師派遣についての各単位クラブの企画・実行の程度等についての情報交換、今後の具体的派遣に当っ

て、学校へ複数のクラブが働きかけて混乱を生じないようにするためのテリトリー（地域割り）、学校割当てなどの調整

を行うため、１Ｒ１Ｚが本日15：00～16：00開催したのに引き続いて開催することにしました。 

 

２．青少年指導・薬物乱用防止委員長挨拶 Ｌ牧 利彦 

配布いただいている「『薬物乱用防止教室』教師ご利用について（ご依頼）」と同文のもの、但し宛名だけは「名古屋市

教育委員会」とあるものを８月５日に持参し、協力をお願いしました。 

 

３．        講師派遣説明 １Ｒ 青少年指導・薬物乱用防止委員 Ｌ竹川享志 

教育界においては、校長会が力を持っているとのことですので、「平成１６年度校長会組織」を配布させていただきまし

た。活用してください。講師派遣を実現してほしい。 

 

４．        情報・意見交換・質疑応答 

  ウエスト   西区内の学校を担当したい。 

  金 城    今のところ方針をもっていない。 

  本 丸    天神山中学校３年を担当したい。他のアクティビティで関係がある。 

  太 閤    日比津中学校を担当したい。 

  中 村    日比津中学校を担当したい。Ｌ高木が中村の青少年指導・薬物乱用防止委 
         員長であり、日比津中学校のＰＴＡ会長である。 
  太閤・中村  両クラブで調整する。 
  ブルースカイ 決めていないが事務所を置いてある緑区を担当したい。 



  各クラブ   実現性等について議論がでた。 

 

５．        リジョン・チェアパーソン挨拶 １Ｒ ＲＣ Ｌ鈴木隆男  

急用が発生し遅刻した。８月１８日名古屋市教育委員会を訪問した。各校長に直接指揮・命令はできないとのこと。各ク

ラブがいろんな  ・縁で講師派遣を実現して下さい。各方面と相談の上、次の会合を開きたい。 

 

６．        閉会のことば 

今日は、決議することを予定していたものでなく、情報・意見交換の会でしたところ、活発な意見を交わしていただいて、

それなりの成果が上がったと思います。 

   

第二回２ＺＡＣＴ準備会 議事録 

２００４年９月１４日（火） 

                                              名電ビル３Ｆ 会議室    

                                               １４：００～１５：００ 
                             司会 ＺＣＡ Ｌ鈴木 和彦 

出席者 

愛知県赤十字献血センター 

推進課 推進三係長 大津 賢一 様 

名古屋ウエストLC  幹事L出口 満  担当委員長L伊藤庄三 

名古屋太閤LC    幹事L片浦健司 欠 担当委員長L平野由紀子 

名古屋金城LC    幹事L舩木 周  担当委員長L安藤健二郎 

名古屋中村LC    幹事L明石元佑  担当委員長L吉金 博 

名古屋本丸LC    会長L岩間久爾  幹事L増田 修  担当委員長L竹内良男 

名古屋ブルースカイLC  幹事L権田秀人  担当委員長L柳井信忠 

１Ｒ ２Ｚ ＺＣ  Ｌ大場 民男 

１Ｒ ２Ｚ ＺＣＡ Ｌ鈴木 和彦 

 

◎    開会の挨拶 

   ZC L大場民男  

 10月8日の実施日までの最終打合せです。各自の役割分担を理解し、成功裏に 

   終わるようご協力をお願いします。 

  献血センター 大津健一 係長 

   献血に際して新しいお願い事項が増えました。街頭献血においては、検査目的 

   の献血を防ぐため、本人確認が必要となりました。運転免許証、健康保険証、 

   学生証などで本人確認をします。ただし、今回は口頭でお願いし、次回より確 

   実にチェックすることで、献血者本人の了解を取る。現在までのデーターでは、 

   本人確認による献血拒否者は１％位です。 

 

◎    議題 

  １．        ２Ｚ合同献血・献眼・献腎・骨髄移植推進ＡＣＴについて 

    １）名称、日時、場所 

  ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区１Ｒ２Ｚ合同 

  「献血・献眼・献腎・骨髄移植推進」ＡＣＴ 

  日 時 １０月 ８日（金） 

  場 所 栄広場（献血車 ４台 接遇車 ２台）・栄献血ルーム 

  参加者 ・６クラブ各ライオ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 

  内 容  

  献 血   愛知県赤十字血液センターの献血車による献血 

  献眼推進  （財団法人）愛知県眼衛生協会の「目の不自由な人々へ光のプレゼントを」のＰＲ及び登録受け付け 

  献腎推進  （財団法人）愛知県腎臓財団の「愛の命リレー」もＰＲ及び登録受け付け 

           骨髄移植推進 （財団法人）骨髄移植推進財団の「Gift of Life」リーフレッ 
        トによるＰＲ及び登録受け付け 

   協力団体 

 

        ・愛知県赤十字血液センター      ・財団法人 愛知県眼衛生協会 

        ・骨髄バンクを支援する愛知の会    ・財団法人 骨髄移植推進財団 

        ・財団法人 愛知県腎臓財団 

 

   ２）各クラブ役割分担 

      ①    名古屋ウエストＬＣ 集合９：３０     確認済み 

       ・    愛知円知事、名古屋市長、その他来賓の招請（来賓者名、来場時間の確認） 

       ・    報道機関へのＰＲ（来賓者、来場時間決定後） 

 

9月6日訪問し依頼済み 

      ②    名古屋太閤ＬＣ 集合９：３０ 

       ・    採血場の手配 

       ・    担当警察署への連絡、交通整理の協力要請 

9月16日訪問予定 

      ③    名古屋金城ＬＣ 集合８：３０ 

   受付用：４張（３クラブで２張）  来賓及びフォトメイツ休憩用：１張 

     ◇    予算① 

    テント設営、撤去 机(３０)、椅子(１００)リース料  ２４０，４５０円 

 配置は別紙の通り  

     ④    名古屋中村ＬＣ 集合９：３０ 

      ・    放送設備、テープ（２本）の手配（テープは会場と広報車で流す） 

      ・    関係者（フォトメイツ、事務局員）の食事の手配（一人１，０００円） 

      ・    フォトメイツ（４名）の手配 

手配済み 

     ⑤    名古屋本丸ＬＣ 集合８：３０ 

      ・    横幕、看板、のぼりの手配、取り付け及び取り外し 

      ・    ポスター（５００）、チラシ（１，０００）の手配 

      ・    献血者、献腎・献眼登録者への粗品（６００）の選定及び手配 

      ・    献眼献腎登録申し込み書、ドナーカードの手配 

手配済み 

     ⑥    名古屋ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣ 集合９：３０ 

      ・    横幕、看板、のぼりの手配、取り付け及び取り外し 

      ・    会場撤収 

了解 

  各クラブ受付で出るゴミは、各クラブが責任を持って回収し処分する。 

   ３）予算について 

 昨年の実績をベース 

 ・テント設営、別紙：㈱みずほ見積書による              ２４０，４５０ 

 ・横幕、立看板（のぼり）費用                         ９９，７５０ 

 ・献血・献眼・献腎・骨髄移植登録用記念品(あめ)（６００）       ５６，７００ 

 ・ポスター印刷代（５００）今年より献血センター負担                  ０ 

 ・送料                                            １，９９５ 



 ・街頭宣伝チラシ用ビニール袋、粗品詰め作業代              ３２，１３０ 

 ・中警察署 手土産代                                 ５，３９７ 

 ・愛知県、名古屋市への手土産代                          ４，７８８ 

 ・フォトメイツ（４）御礼＋食事代                        ４４，０００ 

 ・フォトメイツ（４）交通費                              ８，６１０ 

 ・事務局員食事代                                     ６，０００ 

 ・雑費（振込手数料）                                  １，０５０ 
                            合 計  ５００，８３０ 

  各クラブ分担金（予定額）                             ８３，４７２ 

 

４）その他 

   ・集合時間：設営担当クラブ（金城ＬＣ） ８：３０ 

        その他のクラブ      各クラブの判断による 

  ・献血時間（下記時間帯に献血されることが望ましい） 

  午前の部（１０：００～１３：００）金城ＬＣ、中村ＬＣ、本丸ＬＣ 

  午後の部（１２：００～１６：００）ｳｴｽﾄＬＣ、太閤ＬＣ、ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣ 

  受付、街頭宣伝は各クラブ終日お願いすることになりますので、各クラブで担当 

  者時間割表を作成して下さい。 

 ・成分献血について 

  各クラブ５名を目標（別紙用紙にて実績集計表締切日までに） 

  成分献血の会場は栄ルーム 

 ・献血有効期間 

  当日都合の悪い献血者もあるため、10月1日から25日までの期間中の献血を実 

  績としてカウントする。市内の献血ルームで、ライオンズクラブ名を名乗ってい 

  ただけばカウントされます。  

  記念品は9月28日までに事務局に用意する。 

 ・各クラブ献血申し込み用紙にコード№を記入 

   ウエストＬＣ   １２８５ 

   太閤ＬＣ     １２７５ 

   金城ＬＣ     １２７９ 

   中村ＬＣ     １２８２ 

   本丸ＬＣ     １１４１ 

   ブルースカイＬＣ ６４７７ 

 ・各クラブ役割担当を９月１７日までに中村ＬＣまで提出 

 ・当日各クラブは、腕章を着用 
 

１Ｒ２Ｚ合同事務局管理委員会 議事録 

日時  ２００４年９月２２日（水） 

１４：３０～１５：３０  

     場所  名電ビル ３Ｆ 会議室  

司会  １Ｒ２Ｚ ＺＣＡ Ｌ鈴木和彦 

  議事録作成者       L鈴木和彦 

出席者 

１Ｒ リジョン・チェアパーソン  Ｌ鈴木隆男 

名古屋ウエストＬＣ  会長Ｌ鈴木宸祥  管理委員(一副)Ｌ杉江豊次 

名古屋太閤ＬＣ    会長Ｌ堀 一郎  管理委員(幹事)Ｌ片浦健司  欠 

名古屋金城ＬＣ    会長Ｌ冨田順治  管理委員(一副)Ｌ高田勇夫 

名古屋中村ＬＣ    会長Ｌ速水清朗  管理委員(前会長)Ｌ柴田良市 欠 

名古屋本丸ＬＣ    会長Ｌ岩間久爾  管理委員(一副)Ｌ岡崎正巳 



１Ｒ２Ｚ ＺＣ   Ｌ大場民男 

１Ｒ２Ｚ ＺＣＡ  Ｌ鈴木和彦 

開会のご挨拶     １Ｒ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン   Ｌ大場民男 

  会員減少、事業予算の切詰めを行わざるを得ない時代に沿った事務局運営をいかに行うか、  皆様の英知を集めて

より良い方向に向くよう努力しますのでご協力をお願いします。 

ご挨拶 
        １Ｒ リジョン・チェアパーソン    Ｌ鈴木隆男 

  事務局の合理化・簡素化は、今まで議題にあがることがあっても、具体的な進展が見られな  かった。例えばサー

バーを中心に各クラブのPCをネットワーク化し、書類のフォームを統  一化すれば合理化がはかれる。ぜひ皆様の意

見を集めてより良い事務局を作って欲しい。 

議題 

・    各クラブの現状と問題点 

   各クラブの会長・第一副会長より、現行の事務局の状況と将来展望を率直に意見を述べ合   い、質疑応答をした。 
   ZC L大場：本日皆様より出ましたご意見を汲み上げ、より良い事務局を構築するために、        次回委員
会までに「事務局管理規約」の素案を提示しますので、それに基づき        討議をお願いします。 

     

○“万博丸根駐車場ケナフ植栽事業”の進捗状況報告及び協力依頼 

             2005年日本国際博覧会プロジェクト実行委員長 白井 亮  

前略  事業の進捗状況の報告と、情報提供の協力をお願い致します。 

                                草  々

                        記 

《ケナフ植栽事業》 

 趣旨１．ケナフは地球温暖化要因の一つである二酸化炭素を、ほかの植物より約５倍ほど吸収するとされています。環

境問題を個人の問題として考えていただきたい。 

   ２．「愛・地球博」副テーマは「循環型社会」であります。ケナフは既に自動車内装材としてポリ乳酸プラスチッ

クとケナフの繊維で合成したものが使われています。ポリ乳酸プラスチックは土に戻せる性質があり、環境を配慮した循

環型社会を目指すものであります。 

     今後、ケナフが第２の木材として、あるいは環境にやさしいこと、様々な分野で採用されていることを調査す

ると同時にケナフの活用を提案したい。 

《ケナフ植栽事業の進捗状況とこれからの予定》 

   ケナフ植栽、万博事業は4R3Z 内各ライオンズクラブより選出された委 

   員11名より、多くの意見を取り入れ進めております。既に２回の会議を 

   致しました。 

           １．        現在丸根地区ほか、２ヶ所の借地でテスト植栽実験中 

           ２．        2004年９月下旬テスト植栽のケナフを刈り取り後、紙の加工 

           ３．        2005年２月苗づくり 

           ４．        2005年３月２０日(予定)丸根駐車場ケナフ定植式典行事 

           ５．        2005年３月２５日博覧会開催より期間中、水やりなど管理作業 

           ６．        2005年9月下旬ケナフ刈り取り、紙加工作業 

           ７．        事業の記録と成果の報告 

《ケナフに関する情報提供のお願い》 

   ・クラブでケナフ事業をされた事例  ・個人で関わってこられた事例 

  以上お知らせ下さい。（採用できないこともありますがご容赦ください） 

                                                     以上 

○第４３回東洋・東南アジアフォーラムについて 

 ３３４複合地区ガバナー協議会より第４３回東洋・東南アジアフォーラム（マニラ）（２００４年１２月２日[木]～１２

月５日[日]）３３４複合地区推薦コースパンフレットが届きました。皆様多数のご参加を賜りますようお願い申し上げます。 

 


