
 

    2005年 2月号  
名古屋中村 ライオンズクラブ 

 
 

「お知らせ」 

 第７６４回例会 

  ２月１６日（水） 午後６時～  名古屋クラウンホテル 

 第７６５回例会（指名会） 

  ３月 ２日（水） 午後６時～ 
 

              名古屋マリオットアソシアホテル 

 第７６６回例会（早朝例会） 

   ３月１６日（水） 午前８時～ 

 

              中村公園 

 
 
 

理事会 

 

第３９３回 理事会議事録 

 

日時及び場所 
平成１７年１月 12 日(水) 11:00～11:45  

            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 渡辺一央 青色は出席者 

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) 

 
  （第２号議案）クリスマス家族例会決算の件（資料№２） 計画・大会委員長 Ｌ遠藤 

                                    ― 承認 

  （第３号議案）ﾗｲｵﾝｽﾞ国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ決算の件（資料№３）  

                       YE･青少年指導委員長 Ｌ高木 

                                    ― 承認 

  （第４号議案）薬物乱用防止教室決算の件（資料№４） 

                         YE･青少年指導委員長 Ｌ高木 

      ― 承認 

三．報告事項 

   ・上半期皆出席者報告（資料№５） 出席委員長 Ｌ大竹 

     ・平和ポスターコンテスト地区結果報告（資料№６）  

                         YE･青少年指導委員長 Ｌ高木 

     ・堀川再生に関するシンポジウムの件 幹 事 Ｌ明石 

   1/14テレピアホールでパネルディスカッション 出ていただける方歓迎します。 

四．幹事報告 

     ・ レオディへの提供品を募ります。  

          バザーの提供品のその後の結果報告がほしい    Ｌ大塚 

             － レオ委員長にその旨要望を伝える。 

五．その他 

・スマトラ沖地震への献金 

  中村ＬＣとしてはMAX 1,000円/人として、他のクラブと調整して、ゾーンへ 

    回答する。 

・外国人のＬＣへの入会に就いて 

    堀川ＬＣ、西ＬＣ、四国には韓国だけのＬＣもある。王仁と称するＬＣ、全国 

    に４つあり。 

     －マール委員会で提案してもらう事とする。その後理事会ではかる事とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



例会の報告 

第７６１回例会 

名古屋中村ライオンズクラブ  

日付：1月12日（水）１2：００～１4：００ 

於：かとう旅館 
出席者数：４４名 

ファイン・ドネーション：１８７，０００円 

実行委員：L高木 弘文 

晴天に恵まれたなか２００５年１月１２日水曜日、今年最初の中村ライオンズクラブ第７６１回の新年例会が、実行

委員Ｌ高木弘文の司会によってかとう旅館で行なわれた。  

 Ｌ速水清朗会長により開会の宣言並びに開会のゴング、会長挨拶がありました。引き続きの議事審議事項では、①

クリスマス家族例会決算の件、②ライオンズ国際平和ポスターコンテスト決算の件、③薬物乱用防止教室決算の件、

そして、スマトラ沖地震への義援金の件の話がありました。報告事項は、①上半期皆出席者報告（名前の発表のみ）、

②ライオンズ国際平和ポスターコンテスト地区結果報告、③堀川再生に関するシンポジウムの件の話がありました。 

 Ｌ明石元佑の幹事報告の後、豊国神社へ移動し、本日出席者の中村ライオンズメンバー全員でご祈祷を受けました。

ご祈祷後かとう旅館へ戻り、Ｌ大藪城正の乾杯の後食事うつりました。そしてテールツイスターの登場、今回は前回

のクリスマス例会と本日の発表、そして、本日の出席率の報告、本日の会計報告、Ｌ大竹昌よるライオンズロアー、

第二副会長Ｌ入山毅士の閉会のゴングで、２００５年度の新年例会が終了しました。 
 

  

会長Ｌ速水新年のあいさつ  メンバー全員で新年のご祈祷 

  

今年も良い年でありますように  元メンバー村上さん今年もありがとうございます。 



  

中村ＬＣの発展を祈ります  実行委員長Ｌ高木 

  

年男 Ｌ大藪による乾杯 下半期も三役力を合わせ頑張ります 

  

和気合い合いの食事Ｐａｒｔ１  和気合い合いの食事Ｐａｒｔ２ 

  

和気合い合いの食事Ｐａｒｔ３ 年男 Ｌ大竹よるロアー 



第７６２回例会 

日時：１月１９日（水）１８：００～１９：１５ 
場所：名古屋クラウンホテル 
出席者数：４３名 
ファイン・ドネーション：１３９，５００円 

実行委員 Ｌ柘植藤秋 

時が過ぎるのは早いもので、今回は２００５年になり下半期２回目の例会となり、本日の実行委員Ｌ柘植藤秋で、１

８：００より開始となった。 

会長Ｌ速水の開会のゴングつづいて国歌とライオンズクラブの歌を斉唱、ライオンズの誓いはＬ野々垣にて行われた。 

まずは会長Ｌ速水の挨拶で、本日は会場にライオンズクラブの歌の歌詞が無いにもかかわらずメンバー全員が歌詞を

空で歌えるところは、「さすがにライオンズクラブのメンバーですね」と絶賛されていた。次に堀川再生事業報告の後、

現在日本国における若者の就職率についても語られた。  

続いて数年間、奥様の介護の為お休みをしていたＬ加藤音吉が来られ、年末の葬儀会葬のお礼を言われた。そして新

しいライオンの方にとＬ加藤音吉の「自伝」を手渡された。 

次に幹事Ｌ明石による幹事報告の後、Ｌ柘植による結婚記念日の報告、今月のお誕生日はＬ堀江承戒、Ｌ中山和夫、Ｌ

浅岡晃夫、Ｌ安井寛司、Ｌ日置淳一、Ｌ高野隆喜、Ｌ北村新一、Ｌ前田佳和で、本日出席されている方々にて、元気な

ロアーをされました。 

食事も会話も進む中、テールツイスターＬ大藪の登場、今回も色々な思考で盛り上げてくださった。そして会計Ｌ上

野による会計報告、Ｌ大竹による出席率の報告の後、第１副会長Ｌ坪井による閉会のゴングにて終了しました。  

                                        記：Ｌ山本信房 

  

実行委員長 Ｌ柘植 Ｌ野々垣によるライオンズの誓い 

  



会長Ｌ速水あいさつ。 

いつもと違う楽しい話でした。 

昨年の暮れにお亡くなりになられた 

奥様の会葬御礼のあいさつをされるＬ加藤音 

  

１月の誕生日おめでとうございます。 テールツイスターＬ大藪。今年も頑張ります。 

 

 

ロアー  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



趣味の部会報告 

全名古屋ライオンズクラブ 

 会 長・趣味部会長 様 

                               主   催 日本白獅子会 

                                  主   管 日本段位麻雀連盟 

                     後   援 日本赤十字社愛知県支部 

                     担当クラブ 名古屋名南ライオンズクラブ 

                           会   長  八田 正信 

                           大会委員長  村上  隆 

                           大 会 幹 事  吉川  健 

                           大 会 会 計  服部 賢治 

                     顧   問 伊藤 和夫  岩田 利彦 

                     大会相談役 石川  清  

 

       第２８回ホワイトライオン対抗懇親麻雀大会のご案内 

 

２８回目を迎える歴史輝くホワイトライオン対抗懇親麻雀大会を、恒例により下記の通り 

開催致します。ご多忙とは存じますが、各クラブ出来る限り２チームのご参加を賜りますようお願い申し上げます。

又今回は１名様の参加も可能ですので、チームが出来なくても是非、個人でご参加下さい。 

                                  記 
 
 日  時  ２００５年２月１３日（日） 
         受付１０：００  競技開始１０：２０  閉会１５：３０ 

 

  場  所  琥珀 名駅店 

       名古屋市中村区名駅４-１０-２２ 琥珀ビル３F TEL５６１－３９１１ 

 

 競  技  日本段位麻雀連盟ルールによる四荘戦 

        団体戦：４名１組で各々の相手と戦い、４人の得点合計で団体順位決定 

        個人戦：１名での参加も可 

 

 表  彰  団体戦・個人戦 

        上位得点若干名様に日本段位麻雀連盟から段位が授与されます。 

 

 会  費  １名 １０，０００円（参加費・昼食・飲物） 
 
 申 込 先  名古屋名南ライオンズクラブ 

        〒456-0002 名古屋市熱田区金山1-3-2 ｲﾄｰﾋﾟｱ金山ﾏﾝｼｮﾝ 1201号室 
              TEL６７８－８６１０    FAX６７８－８６２０ 

 



 締 切 り  別紙申込書に記入の上、２００５年１月１５日（土）迄にお願い致します。 

 

          会費は2005年1月末日までに、各クラブ一括振込みをお願いします。 

 

 振 込 先  名古屋銀行 高針支店 普通預金 No.３２５４６１１ 

       口座名：服部 賢治（ハットリ ケンジ） 

 

 ご 注 意  組合せは、前もってコンピューターに入力してあり、当日変更できません。 
       欠員は参加クラブで責任を持って補充し、参加して下さい。 

 

           参加申し込み書  PDF表示 

 

           PDF参照ソフト ダウンロード 

 

第４回ゴルフ部会  

平成１７年１月１９日（水）  於：東名古屋カントリークラブ 

順位 氏  名 OUT IN G H N 

１位 Ｌ河瀬良三 ４８ ４９ ９７ ２５ ７２ 

２位 Ｌ大井高義 ４６ ４２ ８８ １３ ７５ 

３位 Ｌ遠藤英雄 ３７ ４４ ８１ ６ ７５ 

５位 Ｌ後藤一夫 ５１ ４４ ９５ １９ ７６ 

７位 Ｌ峠  宏 ５３ ５０ １０３ ２５ ７８ 

ＢＢ Ｌ大場民男 ５７ ５９ １１６ ２４ ９２ 

ベスグロ Ｌ遠藤英雄（８１） 

ニアピン Ｌ高坂英夫  Ｌ遠藤英雄  Ｌ速水清朗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



名古屋太閤ライオンズクラブ 1000回記念  

1月21日（金）１８：３０より名古屋国際観光ホテルで名古屋太閤ライオンズクラブの1000回記念例会がおこなわれま

した。中村ライオンズクラブからは三役の他、中村ＬＣと太閤ＬＣのチャーターメンバーであるＬ山梨、ＺＣ Ｌ大場、

ＺＣＡ Ｌ鈴木が出席しました。式典では物故ライオンに対して献花が添えられ、元会長の面々を労うセレモニー、そし

て、両クラブのチャーターメンバーＬ山梨に感謝状がが贈られました。中村ＬＣの例会が1000回を数えるには、１0年か

かります。1000回にはメンバー数が100人になっているといいですね。 

  

 
 

 

 

今月の誕生祝・結婚祝 

今月の誕生祝 

２月 １日 Ｌ大竹 昌  

２月１２日 Ｌ水谷義雄  

２月２４日 Ｌ笹瀬英治  

    
 

     



今月の結婚祝 

２月 ３日  Ｌ山本信房 Ｌｌ有架 

２月１１日  Ｌ前川和茂 Ｌｌ美智子 

２月１８日  Ｌ吉金 博 Ｌｌ美知子 

２月２１日  Ｌ明石元佑 Ｌｌ多津子  
２月２８日  Ｌ速水清朗 Ｌｌ久美代  

 


