
 

    2005年 3月号  
名古屋中村 ライオンズクラブ 

 
 

お知らせ  
    次回例会案内  

第７６６回例会（早朝例会）  
３月１６日（水） 午前８時～  

                     中村公園  
   ４月例会案内  

第７６７回例会（選挙会）  
４月 ６日（水） 午後６時～  

                     名古屋マリオットアソシアホテル  
第７６８回例会（春の家族会）  
４月１７日（日） 午前７：４０ 名駅太閤通口集合  

                      元善光寺と伊那谷道中  
 

 

 

第３９４回 理事会議事録  
 

日時及び場所   平成１７年２月２日(水) 16:30～17:30  於: 名古屋マリオットアソシアホテル  

出 席 調 査   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）  

 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 

 

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）指名委員の任命（№2） 会  長 Ｌ速水 

       指名委員会  ２月中旬開催 

       指名会 ３月第一例会 ３/２（水） 

       会長は指名委員１３名を任命                ………承認 

（第３号議案）補正予算及び中間収支決算書（№3～8） 財務委員長 Ｌ峠 

       提出された「中間収支決算書」の中の運営費、事業費の半期決算 

       額には財政安定基金からの繰入額を記載しないという一部修正を 

       加える                          ………承認 

・ 財政安定基金を加えてトータルで考えると、財政は豊かであ 

るが、半期決算で現状を把握し、後期の予想を立ててクラブ 



         運営を考えることが必要 

・ 今後のクラブは、個々の費用負担を少なくして、運営は安く 

  ＡＣＴは立派に 

（第４号議案）春の家族会の件（№9､10） 計画・大会委員長 Ｌ遠藤 

       南信州方面 元善光寺おもしろ法話と伊那谷道中       ………承認 

（第５号議案）クラブ単独献血ＡＣＴの件（№11～14） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

       ３月７日ユニー中村店において 全員参加          ………承認 

（第６号議案）3月第二例会(早朝例会)予算案の件（№15） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

       中村公園において 砂場、時計塔、日吉丸銅像の清掃     ………承認 

（第７号議案）１Ｒ ＹＥ活動費について（№16） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

       ＠3,000円 預託金より引き落とし              ………承認 

（第８号議案）ｽﾏﾄﾗ沖地震ｲﾝﾄﾞ洋津波被害に対する義捐金について（№17） 幹  事 Ｌ明石 

       前回拠出したものとは別。地区ガバナーからの要請 

預託金より引き落とし                   ………承認 

三．報告事項 

・３３４－Ａ地区年次大会及び３３４複合地区年次大会の件 計画・大会委員長 Ｌ遠藤 

  地区年次大会は例会振り替え。 複合地区は年次大会はメンバー数の２割出席の要 

・松本中央ＬＣ来名交流ゴルフコンペの件 ゴルフ部会長 Ｌ野々垣 

  ３月第一例会の日 春日井ＣＣにおいて 参加希望者締め切り２月10日 

 

四．幹事報告 

    ・会員預託金一覧表(訂正版)同封の件 

    ・ホワイトライオン対抗懇親麻雀大会（２月１３日（日））の件 

    ・事務局員休暇  ２月４日(金)午前中 及び ２月７日(月) 

    ・１Ｒ２Ｚ 麻雀大会（３／１２（土））、ゴルフ大会（４／７（木））の件 

 

   

五．その他 

青少年の薬害防止について 

 ２月第二例会の日に中村警察署から２名を招いて講演をお願いする 

 招待者など詳細はＹＥ・青少年指導委員長Ｌ高木にまかせる        ………承認 

 

 

 

第７６３回例会（節分例会）報告 
日付：平成17年2月2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：４５名 
ファイン・ドネーション：１４９，０００円 
 

実行委員 Ｌ高野隆喜 
 
 大雪に見舞われた日本列島。公共交通機関ではダイヤが乱れ、道路では玉突き事故が多発したが、予定通り節

分例会が名古屋マリオットアソシアホテルにて行われた。「上半期を終え、残り半年。頑張ります」との挨拶が会

長Ｌ速水より有り、節分例会は幕を開けた。指名委員の任命では、１３名が一人一人指名され起立し、次期の準

備開始を告げた。 
 季節を分ける「節分」。立春前日に邪気を払い、福を迎える「豆まき」。例年であると甚目寺観音のＬ堀江にお

越し頂くのだが、今回は会長Ｌ速水の音頭で豆まきが行われた。年男のＬ高柳、Ｌ大薮、Ｌ大竹、Ｌ野々垣の４

名が枡を持ち、音頭に合わせて豆を撒いた。「甚目寺観音節分音頭式次第」を参考に、戸惑いながらも大きな声で

元気良くとり行われた。 
 続く議事審議事項では、決算や予算の審議が５つもあったがスムースに運んだ。報告事項では地区年次大会の



参加の件と、松本中央ＬＣの来名の件があった。松本中央ＬＣとの交流ゴルフコンペには是非多数の方に参加し

て頂き、親睦を深めて頂きたいとのことだった。 
 結婚記念日の報告とお誕生日のお祝いの後、お食事へ。続いてテールツイスター登場、Ｌ大薮によるクイズが

あった。「うろこのない魚はどれでしょう」という三択問題。答えはナマズだった。 
 そして出席率の報告、会計報告に続き、Ｌ加藤善による元気の良いローア。第二副会長Ｌ入山のゴングにて節

分例会は終了した。豆を撒き邪気を払った皆様、そして我が名古屋中村ライオンズクラブに今年、更なる福が訪

れますように。 
 

記 Ｌ山本信房 
 

 

第７６４回例会 報告  
日付：平成１７年２月１６日（水）１８：００～１９：１５  
於：名古屋クラウンホテル  
出席者数：４２名  
ファイン・ドネーショ：１４６，０００円  
 

実行委員 Ｌ吉金 博  
 
 寒さももう少し、もうすぐ春が着実にそこまで近づいている。  
 本日の実行委員はＬ吉金 博でいつも通り定刻１８：００に始まった。  
 会長の挨拶では、薬物乱用防止について話をされ、今度の予定として２ゾーンの中で、名古屋ウエストＬＣが

３月に周年行事で鶴舞の公会堂で名古屋市の中学生を集めて講演を行う。又、名古屋太閤ＬＣでは中学校にて行

うとの事。２ゾーン３クラブで薬害の教室を開くなど話された。  
 続いて長期在籍４０年でＬ大塚、２５年モナークシェブロン伝達でＬ加藤昇が表彰された。続いて中村警察署

生活安全課課長 渡辺喜代一様より青少年の薬害防止について講演があった。現代の子供と昔の子供の違いなど、

又去年青少年の実態で覚醒剤など県下６３名検挙。年々、青少年が増えていく傾向がある。（そのうち、中学生１

名、高校生６名）また、シンナーについては去年４９９名、前年に比べると減っているが、それ以上にシンナー

より覚醒剤にいく傾向がある。又、恐さについて  
①心身共々こわす  ②家庭崩壊  ③幻覚、被害妄想  

について話された。又、我々も家族個人では解決できないので、身近にその様な子がいたら、すぐ警察、ヤング

テレホン、少年サポートセンター、又、保健所などに連絡するので一番良いとしめられた。続き、幹事報告、食

事タイムに入り、ライオンズローア、１９：１５Ｌ坪井の閉会ゴングで終了した。  
 

記 Ｌ前川和茂  
 

  

会長Ｌ速水あいさつ テールツイスターとの楽しいひととき 



  

中村警察署生活安全課  

課長渡辺様より薬害防止のお話を戴きました 
楽しい歓談 

 

 

幹事Ｌ明石より幹事報告  

 

 

第２回１・７Ｒ合同献眼・献腎・献血・骨髄移植推進担当委員長会議議事録 
 
日 時  2005年2月18日（金） 15：00～16：30 
場 所  名電ビル8階会議室 
司 会  7Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員  Ｌ木嶋幹吾 
記 録  1Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員  Ｌ立木一成 
 
１． 開会の言葉 7Ｒ四献推進委員 Ｌ木嶋幹吾 
２． 出席者の紹介 1Ｒ四献推進委員 Ｌ立木一成 
    出席者名簿別紙添付 
３． リジョン・チェアパーソン挨拶 ７Ｒリジョン・チェアパーソン Ｌ曽我一義 
    日頃の活動に対し感謝、残りのアクティビティの活躍を期待。 
４． 地区委員長挨拶 地区献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員長 Ｌ中沢成光 
    既に半年以上経過、クラブ活動が順調に進みお礼。 
 地区アイヘルス・聴力保護委員長 Ｌ伊藤忠行 
    各クラブに委員長不在にかかわらず、糖尿病などによる失明防止、 
    聴導犬育成等活動頂き感謝。 
５． 議事 
 ◇各クラブ委員長より活動報告 
 
 ◎１Ｒ１Ｚ 

○ 名古屋ホストＬＣ 
   50周年行事が中心、11月4日栄小公園、献血実施。 400mL中心 
○ 名古屋名城ＬＣ 



   10月19日 栄ガスビル前にて献血。 受付 99名  献血できた人 81名 
   内訳 200mL 11名 400mL 19名 成分 51名 出来なかった人 18名 

（書面報告） 
○ 名古屋北ＬＣ 
   9月11日 北区役所講堂、献血実施。 
   献血者 127名  内訳 200mL 37名  400mL 90名 
   同時に聴導犬育成募金を実施。 
○ 名古屋城北ＬＣ 
   11月19日 ダイエー上飯田店献血、  受付 321名 採血 240名 
   併せ献眼・献腎・骨髄移植のカード配布、新潟中越地震の義捐金募集。 
○ 名古屋栄ＬＣ 
   2月15日 栄ガスビル前にて献血実施、現在集計中。 
   来期から年２回にしたい。 
○ 名古屋堀川ＬＣ 
   城北ライオンズクラブに相乗りで実施。 

 
 
 ◎１Ｒ２Ｚ 

○ 名古屋ウエストＬＣ 
   2月2日大雪の日、中央郵便局ゆうクラブにて献血実施。万博のモリゾウ・キッコロのぬいぐるみを

着てＰＲ。 
   受付120名うち70名採血。 
   2月中献血月間として活動、駅前・栄両ルームで受付 現在40名。 
○ 名古屋太閤ＬＣ 
   3月16日 名鉄セブン前ナナちゃん人形前にて献血実施予定。 
○ 名古屋金城ＬＣ 
   3月20日 西区ダイヤモンドシティにて献血実施予定。 
○ 名古屋中村ＬＣ 
   3月7日 大門ユニーにて献血実施予定。 
○ 名古屋本丸ＬＣ 

① 西区区民祭り庄内緑地公園にて献血実施。四献資料と花の種を配布1500ヶ。 
② ２Ｚ合同で昨年10月8日（ライオンズデイ）に献血250名実施。 
③ 3月15日～4月30日の１ヶ月半、大名古屋ビル付近で実施予定。1000名目標。主として専門
学校生を対象に、若く新鮮な献血をよび掛ける。 

○ 名古屋ブルースカイＬＣ 
   初めての試みとして8月栄小公園で献血を実施、事前ＰＲにより58名。 
   3月１周年に絡めて献血アクティビティをしたい。 
 

 ◎７Ｒ１Ｚ 
○ 名古屋サウスＬＣ 
   4月13日 スーパーフィールで献血実施予定。100名予定。 
○ 名古屋葵ＬＣ 
   10月１日～31日献血月間、中心活動日20日台風により中止。 
   200mL 7名  400mL 20名  成分 90名 
   献腎 １、献眼 １、骨髄移植 １名登録 
○ 名古屋緑ＬＣ 
   10月区民祭りの時大高緑地公園で献血を実施 5月2回目を予定。 
○ 名古屋樟ＬＣ 
   9月22日、10月6・14・17日の４回、会員の４事業所にて、企業の方、得意先、近隣の方々に呼び

掛け企業献血を実施。 
   200mL 88名  400mL 211名 
○ 名古屋名南ＬＣ 



   11月南区民祭りで献血・盲導犬活動を実施。 
   3月28日ユニー柴田店駐車場にて２回目の献血を予定。 

 
 ◎７Ｒ２Ｚ 

○ 名古屋イーストＬＣ 
   10月17日 東区民祭りで四献の啓蒙運動を行う。 
   イーストレオＣ・城東レオＣ、1月29日 金山駅前で献血実施。 
○ 名古屋守山ＬＣ 
   献血センターの移転などがあり現在中断中。 
○ 名古屋東山ＬＣ 
   10月名古屋港ポートビルにて献血実施。 
○ 名古屋城東ＬＣ 
   献血活動なし、レオＣが献血実施。 
   薬害キャンペーンを実施。 
○ 名古屋昭和ＬＣ 
   献血は止め、環境問題を中心に展開、御器所～東郊通をパレード。 
○ 名古屋名東ＬＣ 
   11月3日 名東区民祭りにて献血実施、103名。 盲導犬活動もあわせてＰＲ。 
○ 名古屋天白ＬＣ 
   2月11日 献血、185名受付 162名採血。 
○ 名古屋千種ＬＣ 
   盲導犬育成募金 4月6・7・8日予定。 
○ 名古屋ひまわりＬＣ 
   四献活動していないが今後検討して行きたい。 

 
 ◎７Ｒ３Ｚ 

○ 名古屋みなとＬＣ 
   2月24日 港区液済会病院にて献血実施。 
○ 名古屋熱田ＬＣ 
   40周年で1000名献血を目指す、現在1092名受付、840名採血。 
   3・4月で100名目標、熱田神宮境内・イオン・電波学園で実施予定。 
   ＊昨年労働大臣より献血表彰を受ける。 
○ 名古屋瑞穂ＬＣ 
   12月9日瑞穂区役所で献血実施、実績前年割れ。 
○ 名古屋中川ＬＣ 
   10月24日 中川区民祭りに露橋センターにて献血実施。 
   68名受付 41名採血  200mL 7名  400mL 34名。 
○ 名古屋シニアＬＣ 
   12月9日瑞穂ＬＣと合同で献血実施。 
   200mＬ 11名  400ｍＬ 16名 
○ 名古屋クオリティＬＣ 
   8月29日にっぽんど真ん中祭り協賛 荒子公園にて献血を実施。 
   受付 119名  献血できた人 41名 
   内訳 200mL 21名  400mL 57名  出来なかった人 41名 

（書面報告） 
 
 
◇全名古屋献眼・献腎合同慰霊祭実施について 
 日 時 2005年4月19日（火） 10：00～11：30 
 場 所 平和公園「顕彰の塔」 
 費 用 予算別紙添付 
 献眼者 愛知県眼衛生協会調べ 県内提供者2004年4月～2005年1月 85名 



            累計 4092名 
 献腎者 愛知献腎財団調べ 2004年4月～提供者 県内10名 県外4個 累計753個 
            移植 全国2004年度 798例   累計 6000例 
 臍帯血 年697例  累計 2000例 
 
◇その他 
 ①「顕彰の塔」周辺整備について提案 
  昨年 11月には皆様方の拠出金協力により除草・剪定をすることができ感謝。来期についても 4月の慰霊
祭以外年間を通じ手入れの必要があると思う、この件につき来期役員に申し送りたい、全員賛成。申し送

り書作成。 
 ②前回2004年9月13日会議における質問事項 
  献眼・献腎の登録と臓器提供カードの配布のあり方について、 
  キャビネットの方針としては現段階ではカード提出者の管理はしない、啓蒙運動としての活動をする。 
 
６． 閉会の言葉 1Ｒリジョン・チェアパーソン Ｌ鈴木隆男 
   アクティビティのお礼と、残り期間の更なる活動により立派な一年にしたい。 
 

 

第 三回 １・7Ｒ合同リジョン会議議事録 

 
日 時 平成１７年 ３月 ７日（月）１３：３０～１５：３０ 
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   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 
１Ｒ・ＰＲ・ＩＴ委員       Ｌ吉田 基樹    ７Ｒ・ＰＲ・ＩＴ委員        Ｌ鈴木 那男 
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・ＬＣＩＦ委員          Ｌ浅野 好司      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・ＹＥ委員          Ｌ浅岡 晃生   ７Ｒ・ＹＥ委員             Ｌ大橋 勝美 
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 

 
司  会   ７Ｒ ＬＣＩＦ委員（ＲＣＡ）   Ｌ太田 勇造  
議事録作成者１Ｒ ＰＲ．ＩＴ委員（ＲＣＡ） Ｌ吉田 基樹 

 
開会の挨拶   ７Ｒ ＲＣ  Ｌ曽我 一義  
自己紹介   １Ｒ．７Ｒ各ＺＣ紹介と各委員の自己紹介 
議   長    前半 ７Ｒ・ＲＣ Ｌ曽我 一義  後半  １Ｒ・ＲＣＬ鈴木 隆男  

 
議   題  

 
１．第３回キャビネット会議の報告 
（１）国際本部からのアワード伝達について      

（２）全日本レベル会議その他議事報告について    

（３）第２回複合地区会則委員長連絡会議要録について 

（４）ガバナー協議会議事報告について        



（５）審議事項並びに協議事項について        

（６）地区委員長活動報告について           

（７）その他         ⇒ キャビネット会議諸資料・議事録に基づき報告 

 

２．次期地区役員選出について  

キャビネット  
 次期地区ガバナー推薦候補    次期副地区ガバナー推薦候補 

    次期幹事推薦候補          次期会計推薦候補  

１ Ｒ       ＲＣ推薦候補      

１Ｚ ＺＣ推薦候補  

２Ｚ ＺＣ推薦候補  

リジョン委員推薦候補  

７ Ｒ       ＲＣ推薦候補       
１Ｚ ＺＣ推薦候補    
２Ｚ ＺＣ推薦候補    
３Ｚ ＺＣ推薦候補    
リジョン委員推薦候補       ⇒ 「 資料 1 」のとおり報告 

 
 

３．地区年次表彰アクティビティ選考会について 

１Ｒ  と き  ２００５年３月１０日（木）１０：００～１２：００  

ところ  名電ビル３階会議室 

７Ｒ  と き  ２００５年３月１０日（木）１４：００～１６：００  

ところ  ７Ｒ２Ｚ合同事務局   ⇒ 承認 

                             

４．全名古屋ライオンズクラブ「新会員セミナ－」について  

と き  ２００５年３月１４日（月）１４：００～１６：００  

ところ  メルパルク名古屋 

案内状  ２月２日 各クラブに発送済み 

プログラム 「資料 １０ 」        ⇒ 現在120名程度の出席予定で承認 

 

５．全名古屋ライオンズクラブ「現次期リジョン役員、クラブ三役引継会」について 
と  き ２００５年 ６月１３日（月）１６：３０～１９：３０ 

ところ 名古屋東急ホテル「ヴェルサイユの間」  

プログラム 「資料 １１ 」       ⇒ 承認 

 

６．１Ｒ・７Ｒ 現次期リジョン役員、リジヨン委員 事務引継会について 
と き  ２００５年 ６月  ６日（月）１３：３０～１５：３０ 

ところ メルパルク名古屋          ⇒ 各委員で引継ぎを行い1・7Ｒ合同での 

事務引継会は開催しない 

    
７．スマトラ沖地震インド洋津波災害に対する義捐金について 

義捐先  中日新聞社会事業団 経由 社団法人 日本赤十字社 
持参日  平成１７年３月８日 ＡＭ 10：00～ 
金 額  ２，０８９，０００円        ⇒ 承認 
 

８．駐車場へケナフを植栽する事業について 「資料 13 」 

と き ２００５年３月２１日  ＡＭ１０：００ 
ところ 万博会場隣地 丸根駐車場特設会場   ⇒ 各ＺＣより各クラブへ通知 

                         
９．日本網膜色素変性症協会主催シンポジュームについて 

と き ２００５年５月２９日（日）  



                    ⇒ 当日の受付のみの依頼のため、再度キ
ャビネットと再検討をする。 

 

１０．活動報告と予定 

① 各リジョンチェアパーソン活動報告について 

１Ｒ ＲＣ Ｌ鈴木隆男  [資料 １５－１ ] 

７Ｒ ＲＣ Ｌ曽我一義  [資料 １５－２ ] 

② 各ゾーンチェアパーソン活動報告について  

[資料１６－１  ]～[資料１６－５ ] 

③ 地区リジョン委員活動報告について 

[資料１７－１ ]～[資料１７－１４ ] 

 

１１．その他 

次期クラブ三役セミナー開催（案） 

とき ２００５年５月２３日（月） ところ ウエスティンナゴヤキャッスル 

                      ⇒ 承認 後日時間の通知  

 

１２．第四回１・7Ｒ合同リジョン会議開催について      ⇒ 開催しないで承認 

 

閉会の挨拶          １Ｒリジョンチェアパーソン    Ｌ鈴木 隆男 
 

 

                                          
 [資料 1] 

 
 

次期キャビネット役員名簿 

次期キャビネット役員 ライオン名 クラブ名 
地区ガバナ－ 

Ｌ鈴木 誓男 
豊田ルネッサンスＬＣ 

副地区ガバナ－ 
Ｌ曽我 一義 名古屋イーストＬＣ 

キャビネット幹事 
Ｌ加藤助太郎 豊田ルネッサンスＬＣ 

キャビネット会計 
Ｌ加藤 之朗 豊田ルネッサンスＬＣ 

 
 
 

次期 1・７Ｒリジョン役員名簿 

次期リジョン役員 ライオン名 クラブ名 
1Rリジョンチェアパーソン 

Ｌ尾関 秀一 
名古屋ホストＬＣ 

1R1Ｚゾーンチェアパーソン 
Ｌ青木 重臣 名古屋名城ＬＣ 

1R2Ｚゾーンチェアパーソン 
Ｌ酒井 清満 名古屋本丸ＬＣ 

1RＰＲ･ＩＴ委員 
Ｌ石橋 隆明 名古屋ホストＬＣ 



1RＬＣＩＦ委員  
Ｌ西尾 恒章 名古屋太閤ＬＣ 

1RＹＥ・レオ委員 
Ｌ高坂 明男 名古屋城北ＬＣ 

1R献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員 
Ｌ樋口 護申 名古屋本丸ＬＣ 

1R青少年指導・薬物乱用防止委員 
Ｌ竹田 健司 名古屋名城ＬＣ 

1RＹＥ副委員 
Ｌ牧野 吉郎 名古屋金城ＬＣ 

７Rリジョンチェアパーソン 
Ｌ毛利 有伸 名古屋サウスＬＣ 

７R１Ｚゾーンチェアパーソン  
Ｌ小栗 厚紀 名古屋サウスＬＣ 

７R２Ｚゾーンチェアパーソン  
Ｌ野田 幸男 名古屋天白ＬＣ 

７R３Ｚゾーンチェアパーソン  
Ｌ西尾  剛 名古屋みなとＬＣ 

７RＰＲ･ＩＴ委員 
Ｌ片山 秀紀 名古屋みなとＬＣ 

７RＬＣＩＦ委員  
Ｌ藤井 大川 名古屋サウスＬＣ 

７RＹＥ・レオ委員 
Ｌ竹田 幸男 名古屋天白ＬＣ 

７R献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員 
Ｌ濱田 卓兒 名古屋サウスＬＣ 

７R青少年指導・薬物乱用防止委員 
Ｌ服部 幸三 名古屋天白ＬＣ 

７RＹＥ副委員 
Ｌ桜井 邦雄 名古屋熱田ＬＣ 

 

 

趣味部会 
 
松本中央ＬＣ・名古屋中村ＬＣ合同ゴルフコンペ  
平成１７年３月２日（水）  
於：春日井Ｃ.Ｃ.  
  
《個人の部》  
 優 勝  松本中央ＬＣ  Ｌ渡辺慶人  
 準優勝  松本中央ＬＣ  Ｌ遠山全一  
 ３ 位  名古屋中村ＬＣ Ｌ中川法恵  
 ５ 位  松本中央ＬＣ  Ｌ有賀大二  
 １０位  名古屋中村ＬＣ Ｌ入山毅士  
 １５位  名古屋中村ＬＣ Ｌ大場民男  
 Ｂ．Ｂ． 名古屋中村ＬＣ Ｌ坪井貞憲  
 ベスグロ 名古屋中村ＬＣ Ｌ中川法恵（８４）  
 ニアピン アウトスタート №２  Ｌ遠藤英雄    №１４ Ｌ鈴木和彦  
      インスタート  №１４ Ｌ入山毅士  



  
《団体の部》  
 団体優勝  松本中央ライオンズクラブ  
 （３名 ネット上位者  Ｌ渡辺慶人(73.0) Ｌ遠山全一(73.2) Ｌ有賀大二(74.0)）  
 

 

第５回ゴルフ部会 
２００５年３月９日 

於：桑名Ｃ.Ｃ. 
 
優 勝   Ｌ入山毅士 
準優勝   Ｌ野々垣徹 
３ 位   Ｌ高坂英夫 
５ 位   Ｌ斎藤靖人 
７ 位   Ｌ前川和茂 
１０位   Ｌ吉金 博 
Ｂ．Ｂ．  Ｌ柘植藤秋 
 
ベスグロ  Ｌ野々垣徹 
ニアピン  №４  Ｌ野々垣徹   №８  Ｌ野々垣徹 
      №１２ Ｌ入山毅士   №１５ Ｌ高坂英夫 
 

 

お誕生祝 
３月１９日  Ｌ柴田良市  
３月２５日  Ｌ堀江泰史  
３月２７日  Ｌ藤井英之  
３月３１日  Ｌ吉川 礒  
 
 

ご結婚祝 
３月 ３日  Ｌ横畑五夫 Ｌｌゆう  
３月 ４日  Ｌ田中光男 Ｌｌ芳子  
３月２１日  Ｌ後藤一夫 Ｌｌまさえ  
３月２４日  Ｌ服部吉秀 Ｌｌ順子  
３月２５日  Ｌ峠  宏 Ｌｌ康子  
 
 


