
 

   12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 

 
 「トピックス」  台湾旅行写真 

「お知らせ」 

 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 

 
 

 
 １月の例会案内 

   第７６１回例会（新年例会） 

  １月１２日（水） 午後１２時～  加藤旅館 

 第７６２回例会 

  １月１９日（水） 午後６時～ 

 

                         名古屋クラウンホテル 
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理事会 

 

第３９１回理事会議事録 

 

日時及び場所 
平成 16 年 11 月 10 日(水) 16：30～17：44  

            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 副幹事  Ｌ 明石元佑   
   

   

書記 副幹事  Ｌ 前田佳和 欠席者…○なし 

一．会長挨拶                    会 長 Ｌ速水清朗 

二．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       

                     会   長  Ｌ速水・・・・・ 承認 

  (第２号議案) ・被災者に対する義捐金のお願い（一人当り500円）  

                     会   長       Ｌ速水 

   新潟県中越地震、三重県南部災害、静岡県伊豆半島、岐阜県飛騨地方合計500円 

         ・平和公園「顕彰の塔」周辺清掃代の件（一人当り100円） 

          合計600円を預託金から引き落とす・・・ 承認 

  (第３号議案) 新入会員（古瀬和義様）の件 

            会員委員長      Ｌ加藤善 

          11月中に入会説明 12月第１例会で入会式・・・・ 承認 

  (第４号議案) 第760回クリスマス例会予算案の件 

         計画・大会委員長    Ｌ遠藤 

         ２回分の例会会食費を使ったうえ、財政安定基金からさらに20万円を繰り 

         入れることに異議が出たため、本日の例会で全員の承認を取る。 

                              ・・・・・ 承認 

  (第５号議案) 赤い羽根共同募金の件 

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

          一人当たり200円を預託金から引き落とす  ・・・・ 承認 

  (第６号議案) 第758回早朝ACT(11/17)予算案の件 

                      会   長       Ｌ速水 

          当初10冊程購入して、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 

          15校203名の募集あり。本日メンバーの投票でクラブの優秀作を決める。 

          12月第１例会に本人・保護者・校長会会長を招待 

                              ・・・・・ 承認 



  (第８号議案) ＄２０献金の件      会   長       Ｌ速水 

                                               ・・・・・ 承認 

三．報告事項 

   ① ２Ｚ合同献血の件        保健奉仕・環境保全奉仕委員長    Ｌ吉金 

      合計56名(200? 15名、400? 21名、成分 ８名) ２Ｚで２番目 

   ② 薬物乱用防止教室について      YE・青少年指導委員長    Ｌ高木 

      12/24(金)日比津中学校において講演。全校生に記念品を渡す。 

      予算案は12月に提出。 

   ③ ライオンズこども万博デーについて  YE・青少年指導委員長    Ｌ高木 

      太閤ＬＣと合同で10名招待。 中村区役所を通じて、晴光学園に決定 

     ④ ライオンズ環境保全写真コンテストにの件 

     会   長  Ｌ速水   ふるって応募を期待する。 

 

四．幹事報告 

   ・ ライオンズ必携 主な訂正箇所一覧表を本日全員に配布する。 

 

五．そ の 他 

   ・ 六反のウォールアートギャラリーのアクリル案内板が台風で破損。 

     補修に11万円程度 

   ・ 作品群が上部から流れ落ちてきた錆で汚れている。 

     万博推進室より万博サテライト会場付近であり、清掃の要望あり。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
例会の報告 

第７５７回例会 

第７５５回例会報告 

名古屋中村ライオンズクラブ 

日付：１１月１０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：４３名 

ファイン・ドネーション：２５５，１００円 

実行委員 L峠 宏 

１１月１０日１８時より、中村ライオンズクラブ第７５７回例会が、実行委員L峠宏の司会によって行われた。まず

始めにL速水清朗会長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て礼、国歌斉唱し、ラ

イオンズの誓いをL大井高義が読んだ。そして、ライオンズクラブの歌を歌った後、皆着席してからL速水清朗会長

から台北市の話し、そして、３３４－A地区のガバナーが推奨している「薬物乱用防止教室」を日比津中学校にて１２

月２４日終業式後開催するとの話がありました。アワードの伝達では、長期在籍者１５年のL中川法恵がお休みのた

め次回の例会で発表されることとなった。 

 議事審議事項では、①被害者に対する義損金のお願い（１人当り５００円）、②平和公園「顕彰の塔」周辺掃除代の

件、③新入会員の件、⑤赤い羽根共同募金の件、⑥第７５８回早朝例会ACT（１１/１７）予算の件、⑦ライオンズ国
際平和ポスターコンテストの件、⑧＄２０献金の件、以上の事がL速水清朗会長より説明された。最後に④第７６０
回クリスマス例会予算案の件は、ライオンズメンバーに確認をとり、１２月の理事会で再度検討するという話だった。

この後災害のことで、６クラブで何かできないか？ ということで１クラブあたり１０万円、６クラブで６０万円、

１R２Z・ZCのL大場民男を代表として理事会の方で話を進めたことにご承認いただくよう話があった。 
 報告事項では、台北市明徳獅子会訪問の件について、姉妹提携委員長のL木村幹雄からは、「勲章をいただいた」と
いうこと、保健奉仕・環境保全奉仕委員長のL吉金博から、１０月８日に行われた２Z合同献血ACTの結果報告、YE・
青少年指導委員長のL高木弘文から、薬物乱用防止教室及びライオンズこども万博デーの現状報告があり、国際奉仕・
LCIF副委員長のL高野隆喜からは、LCIFご協力のお願いと、ライオンズ環境保全写真コンテストの件については、
L速水清朗会長から説明があった。 
 幹事報告の後、結婚記念日・誕生日のお祝いの発表があり、その後食事に移った。食事の途中で、当日L山梨一美
からいただいた、１１月１２日に名古屋ドームで開催される、全日本対全メジャーリーグの観戦チケットをかけ、L
大藪城正の司会もとオークションがあった。そしてテールツイスターの登場、今回は前回の合同例会と本日の発表、

そして、本日の出席率の報告、本日の会計報告、L鈴木和彦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、第７５７回の例会が終了した。 
 

 

  

ライオンズの誓い L速水あいさつ 



  

実行委員のL峠 １１月 誕生日の皆さんでロアー 

  

メジャーリーグ観戦 

チケットオークションを行った 

テールツイスター L大藪 

体調が回復し久しぶりに 

登壇した 第一副会長 L坪井 

第７５８回例会（早朝例会） 

第７５８回例会 
日時：２００４年１１月１７日（水） 
          ８：００～９：００ 

於：稲葉地公園 

出席者：２５人 

実行委員 Ｌ上野元嗣 

 １１月に入り一番の冷え込みの中で第７５８回の早朝例会が、実行委員Ｌ上野元嗣のもと稲葉地公園で開会されまし

た。 

 公園内はけやき、桜、楢、撫、かえでが色づき地面には落葉が一杯でした。毎年紅葉の深さが薄れていくようです。

これも地球温暖化現象といわれています。 

 はじめに会長Ｌ速水清朗の開会のゴング、挨拶、その後例年のように名古屋市中村土木事務所 大谷三郎所長の感謝

等の言葉があり、保健奉仕・環境保全奉仕委員長Ｌ吉金博から、事業委員会別に清掃分担場所をそれぞれ花壇、砂場、

落葉収集の３班に分かれて清掃する指示があり、全員久し振りの労働ＡＣＴに精を出しました。又、いつもながらＬ上

野にはお骨いただきありがとうございました。しかし出席者が少ないのは残念でした。 
 
                              記 Ｌ高坂英夫 



  

会長 L速水あいさつ 
朝早くから大勢のメンバーが 

集まりました。 

  

中村土木事務所 大谷所長あいさつ 環境保全委員長 L吉金あいさつ 

  

テールツイスター L大藪 登場 落葉の多さに冬を感じます 

  

多くの子供達の笑顔の為に 花壇の手入れ 



汗を流すメンバー 

  

掃除も終わり きれいになりました たくさんの落葉に悪戦苦闘 

 

 

砂場もご覧の通り 

子供達の笑い声が聞こえそうです 
 

 
掲示板 

 ☆毎月メンバー皆様の情報を掲載したいと思います。クラブのこと、 

今月の誕生祝・結婚祝 

 

今月の誕生祝 

１２月 １日  L山梨一美 １２月２２日  L大薮城正 

１２月 ７日  L早瀬紀男 １２月２３日  L上野元嗣 

１２月 ９日  L中山恭三 １２月２５日  L野々垣徹 

１２月１０日  L河瀬良三     

１２月１４日  L高柳義明    
 

今月の結婚祝 

１２月 ６日  L坪井貞憲 Ｌｌ美稚子 

１２月１４日  Ｌ木村幹雄 Ｌｌシズ子 

 

 
 

 
 

 



      台湾旅行写真 

  

  

  

 

 

 
 


