
 

    2005年 5月号  
名古屋中村 ライオンズクラブ 

 

お知らせ  
次回例会  
第７７０回例会（地区年次大会 例会振替）  
５月１５日（日） 午後１５時１０分～  
         一宮市民会館  
６月の例会案内  
第７７１回例会   
６月 １日（水） 午後６時～  
         名古屋マリオットアソシアホテル  
第７７２回例会（クラブ年次例会）  
６月１５日（水） 午後６時～  
         名古屋クラウンホテル 
 
第３９６回 理事会議事録 
 

 第３９６回 理事会議事録  
 

日時及び場所   平成１７年４月６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）  

(太字は出席者) 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) 

       ３月 日のＦＡＸによる臨時理事会を含めて         承   認 

 

（第２号議案）退会の件（Ｌ藤井）（№２） 会員委員長 Ｌ加藤善 

       入会の件（交替入会）高山廣基様（№３） 

       ＊入会者 加藤逹也様（№４）→ 臨時理事会で承認済 

       休会の件（Ｌ早瀬）（№５） 

       Ｌ藤井の退会、高山廣基様の入会              承   認 

       Ｌ早瀬の休会については、会則に休会の規定はない。 

       従って、不在会員の申出の認否協議となる。 

             標準版付則１条１項(2)、当クラブ会則９条３項・４項 

       Ｌ早瀬を不在会員とする                  承   認 



 

（第３号議案）４月第一例会 お客様の件     計画・大会委員長 Ｌ遠藤 

        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   幹事Ｌ舩木 周           承   認 

        他クラブを見学して互いのクラブを知るのが趣旨 

        ドネーションなし、スピーチなしの申し合わせ 

       ４月第一例会 １５分延長の件               承   認 

 

（第４号議案）六反ｳｫｰﾙｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ洗浄及び表示ﾌﾟﾚｰﾄの件 

        笹島ガード下、北面・何面洗浄の件（№６） 

                合計支出 ￥１,２９２,１３０      承   認 

       単独献血ＡＣＴ決算報告の件（№７） 

                支出 ￥１１３,０２５          承   認 

        ユニーでは月曜日の来店者が少ないので、今後実施曜日 

        を考慮する必要がある。 

    

三．報告事項 

・ 補正予算及び中間収支計算書の件（№８～１３） 財務委員長   Ｌ 峠 

 

四．幹事報告 

     ・ 地区年次大会晩餐会の件     →地区全体で参加者少なく、参加者を募っている 

・ ＬＣＩＦ＄２０献金の件（バッチ）    →本日例会で渡す 

・ ４月第二例会（春の家族会）サイン帳の件    →旧壁画前で、時間厳守 

 

五．その他 

 

第７6７回例会  
第７６7回 
日時： 2005年４月６日（水） 18:00 ～ 19:30   
於：名古屋マリオットアソシアホテル  
出席者数：４４名  
ファイン・ドネーション：２３９，０００円  
                                   実行委員  Ｌ入山毅士  
 
開会セレモニー後の挨拶で会長Ｌ速水清朗は、「本日の例会に太閤ＬＣの会長Ｌ堀一郎、幹事Ｌ片浦健司ならび

に金城ＬＣの幹事Ｌ舩木周がお客様としてお見えです。これは先日のガバナー諮問会議においてゾーン内の各ク

ラブで例会を訪問しあい、良い点はそれぞれクラブに取り入れていこうとの申し合わせによるものです。私も幹

事共々例会訪問を行い、本日のブルースカイＬＣ昼例会を最後とし終了させていただきました。それぞれのクラ

ブで例会の仕方が異なり大変参考のなりました。今後の運営に役立てたいと思います。」と紹介がありました。 
次に会員委員長Ｌ加藤善康の先導による今年度初めての入会式が厳粛に行われ、Ｌ加藤達也、交代入会のＬ高

山廣基の２名がライオンとして新しく加わりました。入会おめでとうございます、今後のクラブでのご活躍を期

待いたします。 
続いて選挙会が行われ新執行メンバーが選出されました。次年度のＬ坪井貞憲丸の船出準備がいよいよ始まり、

どんな新企画が出されるか楽しみです。 
審議事項では①交代退会のＬ藤井、３ｹ月不在会員申請のＬ早瀬②環境保全奉仕の六反ｱｰﾄ・ｷﾞｬﾗﾘｰおよび笹島

ｶﾞｰﾄﾞ側面画の洗浄作業の決算③単独献血ＡＣＴの決算が承認されました。報告事項では補正予算および中間収支

決算の補足説明がなされました。 
交代退会されるＬ藤井のお礼の挨拶、Ｌ水谷義雄の会葬お礼挨拶の後、幹事報告があり、今月の結婚記念発表、

誕生祝の記念品贈呈となり食事に入りました。 
ライオンズロアーには太閤ＬＣの会長Ｌ堀一郎がたち「他クラブの入会式を見ていると、自分のクラブでも入

会者を受け入れできる様頑張りたい」との決意が述べられ会長Ｌ速水清朗との発声で全員によるロアーが行われ



ました。 
お客様を送り出し、15分延長の第７６７回例会は無事終了となりました。 
 

記 L丹羽正道 
 

  

実行委員長L入山 会長L速水挨拶 

  

新入会員の入場 入会式風景 

  

ライオンバッヂをつけています 新メンバーの活躍を祈ります. 



  

来期の役員が決定しました ４月誕生日。おめでとうございます。 

  

退会される L藤井よりお礼の挨拶 
お客様太閤LC会長L堀、 

幹事L片浦、金城LC幹事L船木 

 

 

太閤LC会長L堀の音頭でロアー  
 
 

第７6８回例会 
第７６８回（春の家族例会）元善光寺と伊那谷道中 
日時：２００５年４月１７日  ７：４０～出発 
於：満願成就の湯 
出席者数：２８名 
ファイン・ドネーション：３０，０００円 

実行委員：Ｌ中川法恵 
 
本日は春の家族会、朝から天気は雲一つ無い青空が広がっている。 
素晴らしい天気に恵まれ、集合場所の名古屋駅には各地に向かう人々で、すこぶる賑わっていた。 



当中村ライオンズクラブも２台の観光バスに分乗し名古屋駅を予定通り出発した。名古屋高速から小牧ＪＣそ

して中央自動車道とバスは目的地に向かう中、私の乗った１号車では幹事Ｌ明石から挨拶が始まり計画委員長 
Ｌ遠藤の挨拶そして４月から新たに入会されたＪＴＢのＬ高山から本日の予定が伝えられた。車内ではお菓子や

飲み物がメンバーに配られ、特に後部座席では賑やかな声が車中に広がっていた。 
９：００恵那ＰＡにて休憩、ＰＡ内も天気が良いためか沢山の車や人で溢れていた。休憩も済んでまたバスは

走り出し窓からは御嶽山をはじめ中央アルプスの山々がくっきりと見え始めてきた。この辺りから道路も徐々に

上り坂が多くなり間もなく恵那山トンネルを抜けバスは飯田ＩＣを降りた。ＩＣを降りると道の両脇には、まだ

小さな芽をつけたリンゴの木が立ち並ぶアップルロードを抜け目的地の元善光寺に到着した。善光寺は全国に約

２００カ所あり、愛知県は全国では一番多く２７カ所もある。近年は海外にも出来ているとの事。 
境内でおもしろ話を聞いた後、階段めぐりをした。バスは元善光寺を後に伊那谷道中での例会会場へ到着。第

７６８回例会が行われた、まずは会長Ｌ速水からの挨拶から始まり幹事Ｌ明石、テールツイスターＬ大藪へと続

き懇談会へ。 
計画委員長Ｌ遠藤からの一言があり、Ｌ斉藤の乾杯の音頭で懇談会は楽しく始まり賑やかな声が会場の中に響い

ていた。 
懇談会も終わり自由時間の後、おみやげを沢山買い込んでバスは名古屋に向けて走り出した。帰りの車中では

皆さんお疲れの様子で眠られている方が多かった。途中、高速道路での事故による渋滞が一部あったがほぼ予定

通りバスは名古屋駅に無事到着。本日の家族会は終了した。 
 

                                   記 Ｌ山本信房 
 

  

元善光寺 元善光寺の入り口です 

 

 

桜がちょうど見所でした  



  

会長L速水挨拶。執行部が正面に勢揃い 
計画委員長L遠藤の 

お陰で楽しい家族会でした。 

  

公認ガイディングライオン 

L斉藤の音頭でウイサーブ 
もちろん L大藪の楽しい時間もありました 

  

「また会う日まで」を熱唱する 

L加藤善、L野々垣 
笑顔溢れる家族会でした 

  



大いに盛り上がった宴会でした お孫さんは可愛いですね 

 

 

前会長L柴田による閉会。 

歯切れの良いお話はさすがです。 
 

 
 

１R２Z 合同チャリティーゴルフ 
 
                                     於：春日井CC 
 
毎年恒例チャリティーゴルフのスタートは雨でしたが、どんどん晴れ間が広がりプレーし易い天候の中で行われ

ました。スタートホールでは前ガバナーL栢森が始球式。７０名が楽しくプレーしました。 
さて、成績はウエストLCのL川野が優勝。団体優勝はウエストLCでした。 
今回驚くべきことに見事ホールインワンが誕生しました。太閤LC L白石が達成しました。 
中村LCの上位入賞はL後藤が３位でした。おめでとうございました。 
チャリティー資金は薬物中毒患者を更生している施設「ダルク」へ１０万円を贈らせていただきました。 
今回参加していただきましたメンバーの皆様には厚く御礼申し上げます。 
 

  

受付風景 １R２ZC L大場挨拶 



  

ダルク代表の挨拶 前ガバナーL栢森による始球式 

  

L後藤 3位入賞おめでとうございます。 パーティーで司会を務める L鈴木 

  

もうちょっとで優勝！L中川 出ましたホールインワン 

  

２Z内でもテールツイスターの腕を発揮 L大藪 同じ組でホールインワンを目撃しました。 



  

今日はまあまあ L遠藤 今回集まったお金をチャリティーしました。 

 

 

楽しく閉会 全員でロアー  
 

 

「ライオンズクラブこども万博デー」 
平成１７年４月１０日（日） 
場所：愛知万博 

 
早朝６時４５分 晴光学院の子供達２２名と中村LC 会長L速水、幹事L明石、太閤LC会長L堀、幹事L片
浦を乗せ観光バスで万博会場へ向かいました。万博会場へついてまず驚いたのがゲート前の人の多さ。入場ゲー

トでの手荷物検査はテロなどの対策で確かに必要ですが観光バスであればバス内に係りの方が入りチェックし、

別ゲートで入場することも可能では・・・・・。当日は５万人という少なさでしたがとても多く感じました。こ

れが１５万人になると、どれだけ凄いのか想像ができません。 
入場してすぐに「愛・地球博広場」に集合しました。３３４－A地区で招待された子供達１、５００名が広場
で１０時からのイベントを楽しみました。内容は気象予報士の森田さんによる楽しい気象の話。今日は絶対雨は

降らないと予想していました。朝から曇り空でしたので正直当たらないと思いましたが嬉しいことに当たりまし

た。テレビではここまではっきりとは言わないようですが・・・・・。その後、米村でんじろうさんの「サイエ

ンス実験ライブ」が行われました。子供も大人も楽しめるショーでした。 
その後、昼食を取り、子供達の自由行動が始まりました。ZC L大場は１日お父さんとして大活躍でした。子
供達はほとんどのパビリオンに入るという元気さでした。 
１６：３０に集合場所に集合し無事晴光学院に１７：３０に到着しました。 
子供達の笑顔がとても印象的でした。有意義なACTだったと思います。 
 



  

ガバナーL奥村挨拶 ZC L大場も１日お父さんとして奮闘しました 

  

さあ、みんなついて来てよ 会場を沸かしたなぞなぞマン 

  

元国際理事L竹内より挨拶 
太閤LCと合同で 

清光学園２２名の子供達を招待しました。 

  

大掛かりな実験でした。 
大型モニターで 

遠くからも見ることができました。 



  

米村でんじろうによる 

「サイエンス実験ライブ」 
愉快なショーでした 

 
 

 

祝誕生日  
５月１１日  L高坂英夫  
５月１５日  L斉藤 実  
５月２９日  L加藤善康  
 

祝結婚記念日  
５月 １日  Ｌ山崎直哉 Ｌｌ弘子  
５月 ２日  Ｌ上野元嗣 Ｌｌ知春  
５月 ３日  Ｌ鈴木和彦 Ｌｌ八栄子  
５月 ４日  Ｌ大竹 昌 Ｌｌ清子  
５月 ５日  Ｌ野々垣徹 Ｌｌ明美  
５月 ８日  Ｌ吉川 礒 Ｌｌ陽子  
５月１３日  Ｌ水谷賢治 Ｌｌ弘子  
５月２１日  Ｌ高柳義明 Ｌｌ育子  
５月２５日  L斉藤 実 Ｌｌ和代  


