
 

    2005年 4月号  
名古屋中村 ライオンズクラブ 

 

お知らせ  
次回例会  
第７６８回例会（春の家族会）  
４月１７日（日） 午前７時４０分名古屋駅集合  
         伊那谷道中  
５月の例会案内  
第７６９回例会（法要例会）  
５月１１日（水） 午前１１時３０分～  
         甚目寺大徳院  
第７７０回例会（例会振替）  
５月１５日（日） 午後１５時１０分～  
         一宮市民会館  
 
第３９５回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成１７年３月２日(水) 16:30～17:17  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 

        ４月１０日こども万博デー。14名を会長、幹事が引率。 

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）次期役員候補者の指名（№２） 会  長 Ｌ速水 

        選挙会の日時について ４月第一例会（４/６(水)） 

        次期役員候補者については、原案どおり承認 

        会員理事については選挙の必要がない。３年目の会員委員が会員 

        委員長兼会員理事となるため(標準版付則第４条第６項による)。 

（第３号議案）３３４－Ａ地区年次大会、３３４複合地区年次大会の代議員指名の件 会  長 Ｌ速水 

        両年次大会とも、Ｌ斎藤、Ｌ大場、Ｌ鈴木 

        Ｌ坪井、Ｌ渡辺、Ｌ前田                 承   認 

（第４号議案）その他 

        な   し   

 

三．報告事項 



・ ４月第二例会 春の家族会ご案内の件（№３） 計画・大会委員長 Ｌ遠藤 

例会振り替えのため、サイン帳を用意しておくこと。 

キャンセル料が発生するので、申込み後の不参加は注意のこと。 

・ ３月第二例会早朝ＡＣＴ役割分担の件（№４，５） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 

役割分担表は既に配布済。当日の協力を乞う。 

 

四．幹事報告 

       六反のウォールアート案内板の補修が完了した。 

 

   

五．その他 

・補正予算及び中間収支計算書の件（№６～１１） 会  長 Ｌ速水 

  中間貸借対照表に一部誤りあり。訂正のこと。 

 

出 席 者  速水、柴田、坪井、入山、明石、上野、加藤善、遠藤、川瀬、柘植、大竹、峠、 

      丹羽、吉金、渡辺、前田 

 
 

第７6５回例会  
名古屋中村ライオンズクラブ  
日付：3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：４６名  
ファイン・ドネーション：９４，０００円               実行委員：L上野 元嗣  
 
２００５年３月２日水曜日、中村ライオンズクラブ第７６５回の例会が、実行委員Ｌ上野元嗣の司会によって

名古屋マリオットアソシアホテルで行なわれた。Ｌ速水清朗会長により開会の宣言並びに開会のゴング、引き続

き国旗に対して礼、君が代斉唱、ライオンズの誓いをＬ堀江が読み、ライオンズクラブの歌一番のみを、ライオ

ンズメンバー全員で歌った。 
 本日の中村ライオンズクラブの例会に、Ｌ上野元嗣から松本中央ライオンズクラブの会長Ｌ中村兼祥・幹事Ｌ

堀内重雄・会計Ｌ山本勇一・Ｌ有賀大二・Ｌ金井善則・Ｌ小池元孝・Ｌ小寺泰子・Ｌ田上寿次・Ｌ遠山全一・Ｌ

野口宏・Ｌ渡辺慶人・Ｌ和田甲子朗・そして事務局員白仁田貴世さんら１３名のご紹介がありました。Ｌ速水会

長の挨拶の後、松本中央ライオンズクラブＬ中村兼祥会長の挨拶、その後指名会に入り次期役員候補がＬ速水清

朗会長から発表がありました。 
 議事審議事項・報告事項では、Ｌ速水清朗会長から334-A地区年次大会・334複合地区年次大会代議員指名の
件・こども万博デー引率者の件・4月第二例会春の家族会の件・3月第二早朝例会ACTの件・3月7日クラブ単
独献血ACTの話がありました。L大場民男からは、2Z合同チャリティゴルフコンペ及び麻雀大会の件の話があ
りました。幹事報告はL明石元佑から、万博の件、献血ACTの件、春の家族会の話がありました。その後今月
の結婚記念日報告と、今月の誕生日の報告及びお祝い贈呈がありました。 
 松本中央ライオンズクラブのL和田甲子朗の乾杯で食事にはいりました。食事の途中L野々垣徹から、本日中
村ライオンズクラブと松本中央ライオンズクラブ合同で行なわれたゴルフの成績発表と、L大藪城正からオーク
ションゲームがありました。 
 そしてテールツイスターの登場、そして、本日の出席率の報告、本日の会計報告、松本中央 LCL 中村兼祥会
長とL田上寿次、中村LCL速水清朗会長とL木村幹雄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、第765会の例会が閉会いました。閉会後、松本中央LCの皆様を拍手でお送りしました。 

記 Ｌ堀江泰史 

 

 



  

実行委員長L上野 会長L速水 挨拶 

  

松本中央LC会長L中村挨拶 松本中央ＬＣ幹事Ｌ堀内によるメンバー紹介 

  

３月誕生日おめでとうございます 元ガバナーL和田による乾杯 

  

ゴルフ部会長L野々垣による楽しい表彰式 １位２位が松本LCへ３位に L中川 



  

笑顔溢れる表彰式でした 優勝したＬ渡辺よるスピーチ。次期会長です 

  

.松本中央LC L田上によるロアー 全員でロアー 

 

 

第１副会長L坪井による閉会  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７6６回例会 
名古屋中村ライオンズクラブ  
日付：２００５年３月１６日（水）  
於：中村公園  
出席者：３３名  
 
 

 実行委員 L高坂英夫  
 

 好天のもと第７７６回の早朝例会が中村公園で開催されました。昨日までの寒さが嘘のように晴れ、会員皆様

の心がけのお陰ではないかと思います。 
 会長 L 速水の開会宣言、開会のゴングの後、「名古屋は愛知万博でムードが盛り上がっており、そんな中で公
園清掃 ACT にたずさわれる事は喜ばしいことです。街をきれいにするよう心がけよう」と挨拶がありました。
その後、名古屋市中村土木事務所、大谷所長の挨拶では「愛知万博、行政も頑張っていくが民間の皆さんも協力

をして欲しい。その為に、今日のようにライオンズクラブが協力して頂けるのは何よりの事です」とお礼の挨拶

がありました。その後、環境保全奉仕委員長L吉金より作業分担説明があり、その後テールツイスターL大薮よ
り、「今まで欠席者よりファインを頂いていたが、今回は出席者からも１０００円のドネーションを頂く」との発

表がありました。そして第二副会長L入山の閉会ゴング後清掃にかかりました。日吉丸となかまたち（１９８３，
９，９寄贈）の汚れを落とし、未来への詩（１９８８，２，２２寄贈）では、日頃経験しない高所で若いライオ

ンが、又砂場で今回は全部のスコップの手作業、各ライオン腰が痛いといいながら頑張りました。 
記 L高坂英夫 

 

  

３月第２例会実行委員長Ｌ高坂 たっぷり汗をかきました。 

  

Ｌ遠藤とＬ入山の後ろの人物は誰？ Ｌ上野危険な仕事は得です 



  

Ｌ斉藤、大谷所長と記念撮影。 
いつもお世話になっています。 

中村土木の大谷所長。 

  

会長Ｌ速水も日吉丸の仲間入り 
幹事Ｌ明石、第２副会長Ｌ入山記念撮影。 

日吉丸と悪がき。 

  

環境保全委員長Ｌ吉金。お役目ご苦労様。 砂場をしっかり掘り起こしています。 

  



時計塔の清掃をしているＬ山本 次期幹事Ｌ渡辺。大変活躍していました。 

 

 

第２副会長Ｌ入山。仕事しています。  
 

 

２Ｚ6クラブ交流例会訪問  
 
名古屋金城ライオンズクラブ訪問記  
 
平成 17年 2月 17日(木)に行われましたＰＯＢにて、6クラブの会長で年度内中に各クラブを訪問し次期のクラ
ブ運営に役立てようと企画し実行することを約束しました。とは言っても突然の参加はできないのであらかじめ

6クラブで打ち合わせ、訪問日程を作りました。 
また、例会訪問のルールとして、ドネーションは払わない、スピーチはしないと決定しました。 
さて、第 1回目の例会訪問として名古屋金城ライオンズクラブへ 3月 15日（火）に会長Ｌ速水、幹事Ｌ明石と
二人で例会を訪問してきました。特徴的なことは、毎回ライオンレディを同伴しているところです。とても明る

く和やかな雰囲気でした。少人数でもドネーションは各メンバーさんが率先して出しておられました。 
終始和やかでにこやかな雰囲気の中で例会が行われたことがとても印象的でした。 
今回の例会訪問で、ライオンレディを同伴し和やかで、明るい雰囲気の例会作りが今後も増えるのではないかと

感じました。我中村ＬＣも他クラブの善い所をどんどん活かして行きたく存じます。次回は名古屋太閤ＬＣです。

合同例会以外は何をされているか参考に」させていただきます。 

以上 

 

 

 

金城ＬＣへ訪問した時のスナップ。左が会長Ｌ富田  
 

 



２００４年度 名古屋中村ＬＣ単独献血ＡＣＴ 
  

平成17年3月7日  
１０：００～１６：００ 

場所 ユニー中村店 駐輪場 
 
当日は天候に恵まれ、春の日差しを感じる暖かな陽気の中で、当クラブ単独献血ＡＣＴが行われました。今年

でユニー中村店の駐輪場をお借りして 3回目の献血となりますが、始めて月曜日に行いました。その結果過去 2
回に比べると献血者数が減少致しました。ユニー店長にお尋ねすると、月曜日はもともと集客が少ないとのこと。

次回は曜日に注意が必要であると反省しています。 
しかしながらメンバーの皆様、従業員さん、お知り合いの方、また呼び込みを熱心に行って頂きました結果、

受付数は100名を越えることができました。 
常に血液の足りない昨今、私達の労力ＡＣＴで救われる方を思うと改めてこのＡＣＴの大切さを痛感致します。

皆様のご協力ありがとうございました。    
        保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ吉金 博 

 
実績 
献血受付数      １０１名 
献血できた方      ６３名（１０７単位） 
    200mL     １９名 
 内  400mL     ４４名 
    成分        ０名 
献血できなかった方   ３８名 
 

  

さあ、献血するぞ！第２副会長Ｌ入山 ユニーのお客様に献血のお願いをするＬ柘植 

  

会長Ｌ速水も率先して献血を呼びかけていました。 献血してすっきり、笑顔のＬ高坂 



  

多くのメンバーの応援を戴きました。 多くの方に献血のご協力を戴きました。 
 

 

 

名古屋ウエストライオンズクラブ ＣＮ４５周年記念式典  
 

                           平成１７年３月２２日（火） 
                           於：キャッスルプラザホテル 

                           １６：００～１９：３０ 
名古屋ウエストライオンズクラブＣＮ４５周年記念式典に参加しました。 
今回は来賓として松原市長、名古屋市教育委員会教育長、名古屋市科学館館長他４名、３３４－Ａ地区役員奥村

ガバナーを始めとする２０名、スポンサークラブ（名古屋ホストＬＣ１３名)、姉妹提携クラブ(大阪西ＬＣ１３
名、香港・尖沙ＬＣ１４名、フィリピン・マカティゴールデンＬＣ２１名)、エクステンションクラブ（伊賀上野
ＬＣ１３名、名古屋太閤ＬＣ３名、名古屋ブルースカイＬＣ４名）ブラザークラブ（９クラブ７４名）ウエスト

ＬＣ６７名の出席で行われました。 
ＣＮ４５周年記念ＡＣＴとして、フィリピン・ケソン市で図書館を建設、科学館でロボカップジュニア国際交流

会（ロボットを使ってサッカーの試合をする競技）、薬害防止の講演会（中学校 10校 2000名を公会堂にご招待
し、アグネスチャンさんの講演を行った。） 
合計900万円の拠出であった。青少年育成と国際交流を中心としたＡＣＴのことです。 
式典終了後、部屋を移し祝宴が行われました。オープニングに二胡奏者 チャン・ビンさんの演奏でスタート。

心が洗われる二胡の音色に酔いしれた後、大会委員長Ｌ氷上より挨拶。元ガバナーＬ木村の乾杯の後歓談に入り

ました。アトラクションとしてフィリピン・マカティゴールデンＬＣのメンバー（女性ばかり）が歌や民族ダン

スで場内を沸かせました。その後全員でまた会う日までを熱唱し閉会となりました。 
以上、報告いたします。 
 

  

ＣＮ４５周年大会委員長 Ｌ氷上挨拶 元地区ガバナーＬ小菅、Ｌ木村、Ｌ林による乾杯 



 

 

二胡奏者 チャン・ビンの演奏で祝宴が開催  
 

 

第三回 ガバナー諮問委員会 議事録  
 

２００５年３月１８日（金） 
於：名電ビル ３階 会議室 
１５：００～１６：３０   
司会 ＺＣＡ Ｌ鈴木和彦  

出席者 
名古屋ｳｴｽﾄＬＣ   会長Ｌ鈴木宸祥  幹事Ｌ出口 満 
名古屋太閤ＬＣ   会長Ｌ堀 一郎  幹事Ｌ片浦健司 
名古屋金城ＬＣ   会長Ｌ冨田順治  幹事Ｌ舩木 周 
名古屋中村ＬＣ   会長Ｌ速水清朗  幹事Ｌ明石元佑 

名古屋本丸ＬＣ   会長Ｌ岩間久爾○欠 幹事Ｌ増田 修 代理Ｌ岡崎正巳（一副） 

名古屋ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣ  会長Ｌ赤見坂昭男 幹事Ｌ権田秀人 
１Ｒ ２Ｚ ＺＣ    Ｌ大場民男 
１Ｒ ２Ｚ ＺＣＡ   Ｌ鈴木和彦 
１Ｒ ２Ｚ 次期ＺＣ  Ｌ酒井清満 
１Ｒ ２Ｚ 次期ＺＣＡ Ｌ樋口護申 
 
 
◎ 開会の挨拶 ２Ｚ ＺＣ Ｌ大場 
ご多用中ご出席感謝申上げます。次期ＺＣ、ＺＣＡのご出席をいただいており、いよいよ年度末が近づいた

感があります。 
 

◎ 出席者の紹介 
 
議  題 
１．「第三回ガバナー諮問委員会」質問書回答について 
   別紙の通り 
   ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣよりの質問書の補足説明が、赤見坂会長よりあり。近年増えている大規模災害への取組みを、

全日本ライオンズクラブが一体となって取組むことを提案された。 
 
２．「第三回キャビネット会議」の報告 
   別紙資料 
 
３．その他 



１） ＲＣ選出のための選考委員制を採用することの適否。 
採用するとして、選考委員２名の届出 

   基本的に賛成。次年度ＲＣについては１Ｚから選出することで、すでに候補者も決定済。 
 
２） 合同事務局の件 

   将来的には、事務経費削減のため、ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣも含めた事務局が望ましい。 
   （ＺＣ意見） 
 
３） ２Ｚ麻雀大会の報告とお礼 

   多数のご出席感謝致します。団体優勝は本丸ＬＣ 
   余剰金４４，７９５円は、チャリティゴルフと合算してチャリティします。 
 
４） ２Ｚチャリティゴルフ（４月７日）参加予定者の報告 

   本日現在８１名の出席申込があります。 
   チャリティー先は、名古屋ダルク（薬物依存回復支援団体）の予定。 
 
５） ＰＯＢゴルフ会（５月１９日）の参加方のお願い 

   出席依頼 
 
６） 全名古屋ライオンズクラブ堀川再生合同委員会の件：会則案配布 

   今後全名古屋で取組むべきＡＣＴが発生したとき、担当する合同委員会があれば取組みがしやすい。今回

堀川に関するＡＣＴを担当する合同委員会を立ち上げる。 
 
７） 「全名古屋合同アクティビティ・スマトラ沖地震インド洋津波災害に対する義捐金の執行についての

報告 
   全名古屋３３ＬＣ一人千円拠出 総額２，０８９千円 ３月８日中日新聞社会事業団へ寄贈 
 
８） その他 

   太閤ＬＣ堀会長より、他ＬＣ訪問をさせていただいているが大変勉強になった、との報告があり、賛同者

多数。 
 

 

祝誕生日  
４月 ３日  Ｌ鈴木和彦  
４月１８日  Ｌ近藤光治  
４月２５日  Ｌ前川和茂  
４月２８日  Ｌ田中光男  
 
 

祝結婚記念日  
４月 １日  Ｌ柘植藤秋 Ｌｌ正子  
４月 ２日  Ｌ中山恭三 Ｌｌ真理子  
４月 ９日  Ｌ浅岡晃生 Ｌｌ治子  
４月１０日  Ｌ加藤鋭吉 Ｌｌ明子  
４月１４日  Ｌ遠藤英雄 Ｌｌ由美子  
４月１７日  Ｌ加藤 昇 Ｌｌ敏子  
４月２８日  Ｌ斎藤靖人 Ｌｌ貴子  
 


