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■ 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 

『新潟中越地震災害義援金』 10月31日中日新聞に掲載 

 
「お知らせ」 

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（早朝例会） 

   １１月１７日（水）  ８：００～ 

          稲葉地公園 

 １２月例会案内 

 

  第７５９回例会 

  １２月 １日（水） 午後６時～ 

          名古屋マリオットアソシアホテル 

第７６０回例会（クリスマス例会） 

  １２月１５日（水） 午後６時～ 
                ナゴヤキャッスルプラザ 

 

第７６０回例会（クリスマス例会） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nakamuralc@h5.dion.ne.jp


 
事業ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ  ー

第１７回 ライオンズクラブ国際平和ポスターコンテスト 

今回も中村区内の小中学校より２００点を越える応募作品があり、その中から各校より推薦頂いた優秀作品、入選作

品４１点を10月13日～10月20日まで中村区役所に掲示いたしました。 

 

今回も平和への願いを子供たちの目線から見たすばらしい作品です。平和へのコメントも大人顔負けで、素直な表現

がとても心に響きます。今後の予定として、この作品はキャビネットに送られ、選考されます。そこで選ばれました

作品が国際本部へ行きさらに選考されます。中村から多くの作品が国際本部へ行きますことを願います。 

 

また、中村LC内でも最優秀作品を選考します。予定は１１月第１例回にて選考し、最優秀者に選ばれました生徒、保
護者、校長会会長に１２月例会にご招待する予定です。 
                            YE・青少年指導委員長 高木弘文 

  

  

    

世界ライオンズ奉仕デー １Ｒ２Ｚ合同献血ＡＣＴ 

平成１６年１０月８日（金） 

１０：００～１６：００ 

於：栄広場 

本年度から６クラブとなり３１回目を数える合同献血ＡＣＴを１０月８日に行いました。あいにくの雨の中

でも、多くのメンバーの方が参加され、通りがかる人へチラシを配り協力を依頼したり、また、メンバーの

社員さんや知人の方にご協力を頂きました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

今回の献血実績は以下の通りです。（今回は当日の献血以外に１０月１日～２５日まで、市内各所の献血ル



ームにおいてライオンズクラブ名で献血された方もカウントされました。）        保健奉仕・環

境保全委員長 Ｌ吉金 博 

ライオンズクラブ １Ｒ２Ｚ 献血実績 

  クラブ名      受付 ２００ｍＬ ４００ｍＬ 成分   合計 

中村ＬＣ        ５６   １５    ２１   ８   ４４ 

ウエストＬＣ      ６１   １３    １７   ２   ３２ 

太閤ＬＣ        ４４    ８    １０   ５   ２３ 

金城ＬＣ        ２１    ６     ７   ２   １５ 

本丸ＬＣ        ８９   ３４    ３４   ４   ７２ 

ブルースカイＬＣ    ５０   １５    ２２   ０   ３７ 

  合計       ３２１   ９１   １１１  ２１  ２２３ 

  

  

   

新潟中越地震の災害義捐金を１Ｒ２Ｚ（６クラブ）合同ＡＣＴ 

  

１０月２３日におきました新潟中越地震に被災者へ一日も早くライオンズクラブとして何か出来ないかと１Ｒ２Ｚの

６クラブ会長が緊急協議し１クラブ１０万円合計６０万円を被災者へお送りすることにしました。中村ＬＣでは１０

月２８日急遽ＦＡＸにて理事の皆様へこの主旨を文面にし審議をさせていただきましたところ過半数以上の賛成を２

９日 

に頂き早速６クラブ合同ＡＣＴの主旨に賛成させていただきました。 



翌日１０月３０日に１Ｒ２Ｚ ＺＣ Ｌ大場を６クラブの代表者として各クラブ会長、幹事が集い中日新聞 社会事

業団へ訪問しました。 

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



理事会 

 

第３９０回 理事会議事録 

 

日時及び場所 
平成１６年１０月６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 前 田 佳 和 欠席者…青色 

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）2004～2005年度ＹＥ夏期派遣生募集の件(資料№２)  

         ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

              １０月１３日（水）締め切り          ・・・・・承認 

   （第３号議案）LCIF(MJF)$1000献金のお願い(資料№３)  

       国際奉仕･LCIF委員長 Ｌ田中 

              今期は無理せずに６～１０口にとどめる     ・・・・・承認 

   （第４号議案）クラブＭＥＲＬチーム結成の件(資料№４､５)  

   ＭＥＲＬ委員長 Ｌ加藤善 

              現三役、坪井第一副会長、加藤善委員長の５名  ・・・・・承認 

   （第５号議案）万博丸根駐車場ケナフ植栽事業の協力依頼(資料№６)  

        会 長 Ｌ速水 

              ｹﾅﾌについてはよく理解できないが、万博参加事業として ・・承認 

   （第６号議案）ライオンズ・スクール初級編冊子購入について(資料№７)  

        会 長 Ｌ速水 

             当初１０冊購入して、必要があれば今後追加注文する  ・・・承認 

   （第７号議案）ライオンズこども万博デーについて(別紙№８)  

  会 長 Ｌ速水 

            ＹＥ・青少年指導委員会で検討して、次回理事会で提案 ・・・承認 

 

三．報告事項 

   ①第４３回東洋・東南アジアフォーラムの件(資料№９)  

                      計画・大会委員長 Ｌ遠藤 

    出欠を１０月２０日（水）までに事務局へ 

 

   ②２Ｚ合同献血アクティビティの件  

       保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

    10/1～10/25の間に献血ルームへ行けばクラブの実績にカウントされる 

 



   ③堀川一斉大そうじの件  

  保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

 

   ④ライオンズ国際平和ポスターコンテストの件  

                 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

    応募数２００点を超える。 

   優秀作３５点を10/13～10/20の間中村区役所ロビーに展示 

 

四．幹事報告 

   ・     １０月第二例会（１０月１５日[金] 於：名古屋マリオットアソシアホテル） 

   ・     ライオンズ必携について 

 

五．その他 
 

 
 

例会の報告 

第７５５回例会報告 

第７５５回例会報告 

名古屋中村ライオンズクラブ 

日付：１０月 ６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：３９名 

ファイン・ドネーション：￥170,000円 

 

 実行委員：L後藤一夫 

中村ライオンズクラブ第７５５回例会が１０月 ６日名古屋マリオットアソシアホテルにて、本日の実行委員Ｌ後藤

一夫の司会で午後６時より開かれた。会長Ｌ速水の開会宣言とゴング、続いて９月２５日に行われた「愛・地球博」

に対しての３３４―Ａ地区のアクティビティについて医療機器を搭載した高規格救急自動車１台、ボランティア用ユ

ニフォーム３万着、現地マップ１５万部、心臓発作用機器７０台、常備用救急箱、駐車場周辺のケナフの植栽、ライ

オンズクラブ子供万博デーとして日本各地から３５００名を無料にて招待する等、７つのアクティビティーを行った

報告があった。 

続いて長期在籍者３０年Ｌ大場、２５年Ｌ加藤昇、２０年Ｌ峠のアワードの伝達が行われ３名が元気なロアーをなさ

れた。 

そして、薬物乱用防止教育講師認定証がＬ大場、Ｌ速見、Ｌ明石、Ｌ渡辺に手渡された。 

続いては会長Ｌ速水より議事審議事項と各委員会よりの報告事項があり、副幹事Ｌ前田より幹事報告がありました。

その後実行委員のＬ後藤から今月の結婚記念日 Ｌ水谷、Ｌ高坂、Ｌ渡辺、Ｌ早瀬、Ｌ日置、Ｌ入山、Ｌ大場、Ｌ加

藤善の報告に続いてお誕生日 Ｌ山崎、Ｌ柘植、のお祝いがされた。 

食事に入りメンバーの会話も弾む中、テールツイスターＬ大藪が登場され、今回も愉快なゲームを取り入れたものと

なり、たくさんのドネーションが集まった。 

例会も終盤となり、出席委員長Ｌ大竹より本日の出席率の発表、会計からの会計報告があり、その後Ｌ田中が声高ら

かにライオンズロアーをされ、閉会のゴングを第二副会長Ｌ入山にて終了した。 

                                           Ｌ山本信房  記 
 



  

会長Ｌ速水あいさつ 
Ｌ加藤昇（２５年）Ｌ大場（３０年）Ｌ峠（２０年） 

長期在籍者にアワードを伝達しました 

  

Ｌ山崎  Ｌ柘植誕生日おめでとうございます Ｌ田中の元気な挨拶とラインズロアー 

第７５６回例会報告 

第７５６回例会 
（ＲＣ訪問 名古屋太閤ＬＣ合同例会） 
日時：２００４年１０月１５日（金） 
      １８：１５～１９：４０ 

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：３３名 

ファイン・ドネーション：５８，０００円 

 

 実行委員 Ｌ片浦健司（太閤ＬＣ） 

 今回例会は、名古屋太閤ライオンズクラブとごうどうで行われた。 

司会は、太閤ＬＣ幹事Ｌ片浦健司で、１８：１５に始まった。 

 まず、ゲスト・ビジターの入場で３３４－Ａ地区１Ｒリジョン・チェアパーソンＬ鈴木隆男、１Ｒ ＰＲ ＩＴ委員長

Ｌ吉田基樹を迎えて行われた。会長挨拶で太閤ＬＣ会長Ｌ堀 一郎が今回合同で行うのは２４回目と話された。続き、

中村ＬＣ会長Ｌ速水清朗より青少年指導、薬物乱用防止の件でライオンズメンバーが認定講師となって小・中学校で指

導ができると話された。続いてリジョン・チェアパーソンＬ鈴木隆男が挨拶をされ、太閤ライオンズクラブ、中村ライ

オンズクラブとも演習がうまく、又特に地域の人達にうまくＰＲをしてみえると感想を述べられた。 又、ガバナー方

針が６項目あるが、クラブを繁栄させる為には来年６月には会員を何とか１名増員してほしい、又会員が入っても居心

地の良い、それと夢と情熱がほしいと述べられた。 

 続き、各幹事より各報告が有り、１９：００食事タイム、各テーブルに両クラブ混合にて行われて話がはずんだと思

われた。時間も過ぎ、ライオンズロアーをＬ鈴木隆男、Ｌ吉田基樹、太閤・中村ＬＣ会長で行われた。１９：４０閉会

のゴングで終了した。 

                                            Ｌ前川和茂 記 



  

実行委員長で活躍 太閤ＬＣ 幹事Ｌ片浦 太閤ＬＣ 会長Ｌ堀  あいさつ 

  

会長Ｌ速水より １Ｒ ＲＣ Ｌ鈴木をご紹介 １Ｒ ＲＣ Ｌ鈴木 あいさつ 

  

幹事報告 幹事Ｌ明石 テールツイスターＬ大藪登場 

 

 

全員でライオンズロアー合同例会無事終了  

 



 
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 

１１月 １日  L吉金 博 １１月 ６日  L遠藤英雄 

１１月 １日  L速水清朗 １１月 ８日  L加藤音吉 

１１月 ３日  L大井高義 １１月１１日  L斎藤靖人 

１１月 ５日  L明石元佑 １１月２５日  L横畑五夫 
 

１１月 ５日  L峠  宏  
 

今月の結婚祝 

１１月 ２日  L山梨一美 Llまさ子 

１１月 ３日  L前田佳和 Ll秀子 

１１月 ８日  L丹羽正道 Llよし子 

１１月１４日  L中川法恵 Llひさ子 
 

１１月２３日  L大塚和生 Ll智恵子 
 

 
 

趣味の部会報告 

   

     第 3回 ゴルフ部会開催のお知らせ 

 

     日  時    平成１６年１１月２４日（水） 
             ９：３１ スタート 

 

     場  所    ナガシマＣ．Ｃ． 

             （０５９４）７４－４１１１ 

 

     会  費    ５，０００円 

             （プレー代は各自精算） 
 
                                        

 

    第２８回  １Ｒ２Ｚ合同囲碁大会  ご案内 

 

                         ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 

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

            囲碁部会顧問  元ゾーン・チェアパーソン Ｌ石原 金三 

                  囲碁部会長   名古屋中村ＬＣ  Ｌ加藤  昇 

                  囲碁部会幹事  名古屋金城ＬＣ  Ｌ後藤 文吾 

 

 

                           記 

 



  日  時  ２００４年１１月２０日（日） 

        集合１３：００  囲碁対局１３：２０～ 

 

        終了後 懇親会（望年会を兼ねる）１８：３０～ 

  場  所  名古屋国際ホテル   ＴＥＬ０５２－９６１－３１１１ 

  参加人数  各クラブ、多数ご参加下さい 

  会  費  １０，０００円 

 

   申し込み  名古屋中村ＬＣ事務局まで 

                                                     以上 

 
 

1） 

ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区情報                                              

２００４年１０月２９日 

被災者に対する義捐金のお願い 

                    ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 
                    地区ガバナー     奥村 博司 

 

拝啓 

 晩秋の候、貴クラブにおかれましては、ライオニズムの昂揚に益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、地区運営にご協力賜り心よりお礼申し上げます。 

さて、１０月２３日発生した新潟県中越地震の被害状況は既にご承知のことと存じます。 

昨日開催されました第２回複合地区ガバナー協議会において、対応は各地区に一任となり 
ました。 

 

 ３３４－Ａ地区といたしましては、新潟県中越地震と併せ台風２１号（三重県南部災害）台風２２号（静

岡県伊豆半島）台風２３号（岐阜県飛騨地方）の被災者に対しましても、出来る限り早急に思いやりを被災

地区にお届けしたいと思います。趣旨ご理解の上、ご協力を賜りたくここにご案内申し上げます。 

 尚、出費多端の折誠に恐縮に存じますが、何卒ご協力下さいますようお願い申し上げます。  

                                                          敬具 

                                  記 

 

義捐依頼額   新潟県中越地震 会員１名当り ２００円（１０月末会員数にて） 

        三重県南部災害 会員１名当り １００円（１０月末会員数にて） 

        静岡県伊豆半島 会員１名当り １００円（１０月末会員数にて） 

        岐阜県飛騨地方 会員１名当り １００円（１０月末会員数にて） 

送金締切日   ２００４年１１月１９日（金） 

                                                          以上 

2） 

                              ２００４年１１月吉日 

各ライオンズクラブ 

会長・幹事・ＬＣＩＦ委員長 様 

                      ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 

                                             地区ガバナー 奥村博司 

                                    地区LCIF・国際協調委員長 杉浦辰男 
 

拝啓 



 秋冷の候 皆様におかれましてはライオニズムの昂揚にますますご活躍のこととお慶び 
 申し上げます。 

 ＬＣＩＦに関しまして、従来とも各クラブには充分ご理解とご支援を頂き、過去１０年に 
わたり準地区としては、世界１、２位の好成績を継続維持し得ましたことを深く感謝申し上 
げます。 さて、１１月は献金会員の月と定められております。本年度も出費多端の折誠に 
恐縮に存じますが、よろしくご協力をお願い申し上げます。 

 今年度の献金会員なるよう、ライオンズドネーション奨励をお願い申し上げます。 

 

クラブ幹事がドネーション（１人ＵＳ＄２０）を集め、寄付者全員の氏名のリストを添え、 
まとめてＬＣＩＦサービス課にご送金をお願い申し上げます。 

                                                         敬具 

 

  ◇     「わかりやすいＬＣＩＦ（０３－０４年度版）」Ｐ．３９ （１）献金会員参照 

  ◇     １１月に献金会員寄付をすることが協調されておりますが、年間を通して送金し、 
    ピンをもらうことが出来ます。 

3）  

                                              ２００４年１０月吉日 

 

 各ライオンズクラブ 会長 様 

                                 ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 

                                            地区ガバナー 奥村博司 
                                   地区ＰＲ・ライオンズ情報 
                         ＩＴ・災害緊急援助資金管理委員長 
                                  池戸和久 
 
               ホームページ・コンテスト参加のお願い 

 

 拝啓 

 秋涼の候、ライオニズムの昂揚に格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、３３４－Ａ地区内において、ホームページを立ち上げ、活用されているクラブが 
 増えており、ＩＴ化が年々活発になってきています。 
 つきましては、今年度も前年度同様、地区内全クラブを対象にホームページ・コンテスト 
 を実施いたしますので、ご参加下さいますようお願い申し上げます。 
 

 なお、ホームページ・コンテストの実施要綱を添付いたしますので、ご一読ください。 
 コンテスト対象期間は、実施要綱にも記載しましたが、2004年7月1日～2005年2月28日 
 ですので、この期間中にご応募用書式にてご応募下さい。 

 

                                                         敬具 
 
                                記 

 

◇コンテスト対象期間      ２００４年７月１日～２００５年２月２８日 

◇ホームページ推薦文提出先   地区ＰＲ・ＩＴ委員 

◇応募締切り          ２００５年３月４日（金） 
 
                                                          以上 

4） 

             ０４～０５年度  ホームページコンテスト実施要綱 

 



                                                  ３３４－Ａ地区 

                                     ＩＴ・緊急災害援助資金管理委員会 

 

趣  旨 

３３４－Ａ地区においては、インターネット環境は整備されており、国際協会・キャビネ 
ットＷＥＢ報告も１００パーセント（新クラブは除く）達成されております。今後のＩＴ 
化推進の更なる前進のためには、各クラブがホームページを持つことが必要不可欠と考え 
ます。ホームページは、情報の伝達、記録、広報、意見の交換発表、各種データ配布の合 
理化など、多くの利用価値があります。 

 

各クラブがホームページを持つということは、会員の認識も高まり、それぞれのスキルア 
ップにもつながります。 

このホームページコンテストは、そのきっかけ作りのために実施するものです。 

 

○対象期間 

  ２００４年７月１日～２００５年２月２８日 

○応募期間 

   ２００５年３月４日（金）必着  

  推薦文提出先：各リジョン地区ＰＲ・ＩＴ委員まで 

○応募方法 

  各クラブＩＴ委員長（いない場合はそれに準じる者）が推薦文を提出 

  推薦文のフォームは別添指定用紙（メールにて配信） 

  推薦文の記載内容 

    ホームページ立ち上げ日・作成者・更新履歴・特色 

    アクティビティ紹介ページ・・・・など 

○選考方法 

  ２００５年３月４日～３月１５日  各リジョンで3クラブ選考（計24点） 

  ２００５年３月中旬        地区ＩＴ委員会で推薦クラブ８点選出 

  ２００５年３月下旬        キャビネットで最終選考 

○     選考基準 

 

  ・作成者は問わない        クラブ会員でも外部委託でもＯＫとする 

  ・デザイン性は重視しない     わかりやすいサイトであればＯＫとする 

  ・更新はなるべく多くが望ましい  更新履歴を掲載してもらう 

                   選考期間でも更新履歴はチェックする 

  ・     アクティビティの紹介がなされているか 

  ・     クラブの特色、地域の特色が表されているか         など 

5） 

各ライオンズクラブ 会長 様 

                                ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 

                            地区ガバナー 奥村博司 

                           地区ＰＲ・ライオンズ情報 

ＩＴ・災害緊急援助資金管理委員長  
                                  池戸和久 
        アクティビティ・フォトコンテスト参加のお願い 

 

拝啓 

 秋涼の候、ライオニズムの昂揚に格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、各クラブにおかれましては本年度のアクティビティを活発に実施されているこ 



 とと存じます。３３４－Ａ地区としましては、各種アクティビティのＰＲ活動の一環 
 として下記の通りアクティビティ・フォトコンテストを行いますので、当地区内全ク 
 ラブの参加をお願い申し上げます。 
 
                                                        敬具 
 
                                 記 

 

１、名   称    アクティビティ・フォトコンテスト 

 

２、目   的    地域社会活動（アクティビティ）を広く公開し、感動と共感を 
           得る積極的奉仕をクラブの内外に示し、ライオンズクラブの奉 
           仕活動を表現することを目的とします。 
 
３、参加方法 

   ①参加資格    ライオンズクラブ国際協会334－Ａ地区 所属ライオンズクラブ 
  ②期  間    2004年7月1日（木）～2005年2月28日（月） 
   ③写  真    上記期間内の感動的な奉仕活動（アクティビティ）の写真 

                  サイズ＝六切り（Ｓ６又は６Ｐ）20.3ｃｍ×25.4ｃｍ 
   ④提出方法    アクティビティ・フォトコンテスト用紙に 内容（目的・日時 
           ／写真タイトル・撮影者名）を記入し台紙に指定写真を貼付し 
           て下さい。 
   ⑤提出先及び締切 所属リジョンＰＲ・ＩＴ委員に2005年3月4日（金） 
  ⑥写真の提出枚数制限  各クラブ3枚以内 

 

４、審査方法 

  ①第一次審査《各リジョンにおける審査》 

   2005年3月4日以降 各リジョン毎にＰＲ委員主催の審査会（リジョン・チャーパ 
   ーソン、ゾーン・チャーパーソン／専門家等）で優秀作品を各ゾーンで〔各ゾーン 
   内クラブ数以内の枚数〕選出します。 
 
５、表  彰   地区年次大会において表彰及び展示します。       以上 

6）  

各ライオンズクラブ 会長 様 

                                ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 
                                           地区ガバナー 奥村博司 

                                        地区ＰＲ・ライオンズ情報 
                         ＩＴ・災害緊急援助資金管理委員長 池戸和久 
                    地区環境保全委員長     小谷野正雄 

 

               ライオンズ環境保全写真コンテストについて 

 

拝啓 

 暮秋の候、ライオニズムの昂揚に格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、国際本部より標記のプログラムを行うにあたり、環境をテーマにした写真を募集 
するとのお知らせがあり、３３４－Ａ地区内全クラブへコンテスト参加を呼びかけること 
となりました。 
  つきましては、参加を希望されるクラブは、下記要領にてご提出下さいますようお願い 
申し上げます。 
なお、当地区開催のアクティビティ・フォトコンテストとは性質が異なりますので、ご留 



意下さい。 
                                      敬具 
 
                                  記 

 

１、テーマ   地球を分かち合おう（本年度特別テーマ） 
 
２、目 的   自分たちの居住地の自然環境を守り、保護できるかについて、考えても 
        らうこと。 
３、参加方法 
 ①         参加資格  グッド・スタンディングのすべてのライオンズクラブ会員及びライ 
          オンズクラブ 
  ②      写  真  自分たちが住んでいる地域において誇りに感じている自然環境を収 
             めた写真で自然の美しさを前面に押し出した写真 
          且つ 下記分野に関連している写真 
     ※     景観（都会又は自然） 
     ※     動物の生態  ※植物  ※気象現象 

     ※     地球を分かち合おう（今年度特別テーマ） 
         カラー又は白黒  デジタル写真又は焼付け写真（ネガを添える） 

         サイズ＝六切り（Ｓ６又は６Ｐ）20.3ｃｍ×25.4ｃｍ 

 ③ 提出方法  別紙応募用紙に必要事項をすべて記入し指定写真を貼付して下さい。 
 ④ 提出先及び締切 所属リジョン リジョン・チャーパーソン2004年12月末日 
 ⑤ 提出枚数制限  各クラブ3枚以内 

 

４、審査方法  リジョン審査の後、キャビネットにて最優秀作品1点を選出し、 
             334複合地区ガバナー協議会事務局へ提出 

7） 

１・７Ｒ 情報 

                                                   2004年10月7日 

 

各クラブ会長各位 

                                         １Ｒ  ＲＣ  Ｌ鈴木隆男 
                                         ７Ｒ  ＲＣ  Ｌ曽我一義 

 

                             ご 依 頼 

拝啓 仲秋の候 

  貴会長様におかれましては、ご健勝にて益々ご活躍の由、大慶に存じ上げます。 

  日頃はリジョン運営に一方ならぬご協力、ご支援を賜り深く感謝いたしております。 
  さて、過日「１・７Ｒ 合同 献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員会会議」におき 
  まして、下記の件が採択されましたので、趣旨をご理解頂きご協力くださいますよう 
  お願い申し上げます。 
                                      敬具 
 
                                 記 

１ 趣旨 

  献眼・献腎者の慰霊碑「顕彰の塔」周辺に雑草が生い茂り、尊い献体の御霊を祭る場 
 所としては相応しくない状況です。33クラブの労力ＡＣＴで清掃し問題を起こすよりも、 
 専門業者に委ねた方が賢明の策との結論に達しました。 
２、上記趣旨により、清掃費用として148,050円（一回分）がかかります。 



３、１・７Ｒ  8月末現在会員数  1,549人 

４、1人宛 拠出金 148,050円÷1,549名＝96円位 

         従って一人宛100円を拠出する事に決定。 
以上が１・７Ｒ合同献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員長会議にて決定しました。 

8） 

                                                 2004年10月28日 
 
１・７Ｒ各ライオンズクラブ 

  会長及び環境保全委員長 様 

 

                                         １Ｒ環境保全委員 鈴木和彦 

                                         ７Ｒ環境保全委員 山守修一 

 

         「名古屋打ち水大作戦 2004公式ガイドブック」の件 

 

拝啓 秋冷の候 皆様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。 

 7月20日にご協力賜りました「名古屋打ち水大作戦」のガイドブックが名古屋打ち水大作 
戦本部より全名古屋ライオンズクラブへ100部（＠１００円）送られて参りました。 

そこで各クラブへ2冊、残りをご協力頂いた団体へお渡しすることに致します。尚、代金に 
つきましては、毎月のリジョン分担金（100冊分を33クラブで負担）にて請求申し上げるこ 
とに致しますので、よろしくお願い申し上げます。 
                                                        敬具 

                                          

 

 

                                                 2004年10月28日 

名古屋中村ライオンズクラブ 
会長・管理委員 様 

                  １Ｒ２Ｚ合同事務局管理委員長  大場民男 
 
             １Ｒ２Ｚ合同事務局管理委員会開催のご案内 

 

拝啓 秋涼の候 貴殿におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、下記要項により１Ｒ２Ｚ合同事務局管理委員会を開催いたします。ご多用中誠に 
恐縮ではございますが、是非ご出席賜りたく、ご案内申し上げます。 

                                                       敬具 

 

                               記 

 

     日  時  2004年11月18日（木） １６：００～１７：３０ 

     場  所  名電ビル  ３Ｆ  会議室 

     議  題  １、合同事務局と事務局職員のあり方 

                 ①     合同事務局管理員会規約の改訂 
                 ②     就業規則（案）（含む：給与規則）の検討 

               ２、その他                  以上 

9）   

その他 情報 

                                               平成16年10月12日 

名古屋中村ライオンズクラブ 様 



                                             中村区共同募金委員会 

                                                会長  齋藤信康 

                                             中村区共同募金委員会 

                                             顧問（中村区長） 

                                                   小嶋  勝 

 

                    「赤い羽根」共同募金のお願い 

 

秋冷の候 皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、社会福祉の増進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本格的な高齢社会を迎え「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を実現するため 
には、地域の皆様の参加・協力を得て、民間による社会福祉活動の充実を進めていく必要 
があります。 

 この民間社会福祉活動の重要な財源として、本年も10月1日から全国一斉に共同募金運 
動が展開されています。中村共同募金委員会におきましても、下記のとおり共同募金運動 
を進めてまいりますので、何卒、みなさまの温かいご理解とご協力を賜りますようお願い 
申し上げます。 

 

 

                              記 

     募金期間 

 

            平成16年10月1日～12月31日 

 

                                                         以上 

 


