
2005年 11月号
名古屋中村 ライオンズクラブ

お知らせ

次回例会

第７８２回例会（早朝例会）

１１月１６日（水） 午前８時～

稲葉地公

園

１２月例会案内

第７８３回例会

１２月 ７日（水） 午後６時～

名古屋マリオットアソシアホテル

第７８４回例会（クリスマス例会）

１２月２１日（水） 午後６時～

栄マルベリーホテル

第４０２回 理事会議事録

日時及び場所 平成17年10月12日(水) 16:30～17:25  於: 名古屋マリオットアソシアホテル

出 席 調 査 坪井 速水 入山 峠 渡辺 前田 野々垣 柴田 木村

上野 髙坂 前川 河瀬 斎藤靖 高木 加藤善 丹羽

（役員１７名）

加藤音 大場 加藤鋭 山梨 大塚 浅岡 中山和 安井 堀江

田中 笹瀬 （接待委員）

中山恭 中川 水谷義 山本 大竹 堀江泰 （副役員）

議長 会 長 Ｌ 坪 井 貞 憲

議事進行 幹 事 Ｌ 渡 辺 一 央

書記 会計 Ｌ 前 田 佳 和

一、会長挨拶

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ坪井貞憲

（第１号議案）前回議事録報告(Ｌ坪井)

承 認

（第２号議案）ﾊﾘｹｰﾝ｢ｶﾄﾘｰﾅ｣及び台風14号災害被災者援助の件 会 長 Ｌ坪井

会員１名当たり ﾊﾘｹｰﾝ｢ｶﾄﾘｰﾅ｣ ５００円

会員１名当たり 台風１４号 ５００円 承 認

（第３号議案）「赤い羽根」共同募金の件 地域奉仕委員長 Ｌ高木

会員１名当たり ２００円 承 認

（第４号議案）LCIF(MJF,CSFⅡ)＄1,000献金のお願い 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

準備理事会段階では当クラブは積極的ではなかったが、モデル

クラブになったこともあり、３年間で３０口の達成は必要。今

期１０名以上献金者がなければ達成はおぼつかないため寄付お

願いの用紙を全員に配付する。 承 認

（第５号議案）その他

三．報告事項

① 堀川一斉大そうじの件 地域奉仕委員会 Ｌ高木

参加者 Ｌ渡辺、Ｌ大川原



② ２Ｚ合同献血ＡＣＴの件 地域奉仕委員会 Ｌ高木

メンバー紹介の来訪者が多く、ご協力に感謝する。結果は後日報告する。

③ 第２回チャリティゴルフコンペの獲得資金の発表 ゴルフ部会幹事 Ｌ野々垣

合計７２,０００円集まる。本日例会において国際奉仕委員長に贈呈する。

④ モンゴル車イス贈呈ＡＣＴの件 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

参加者 中村 １２名、松本 ２名、台北 １０名 計 ２４名

車イスが届いていないというハプニングが起きたが、福祉施設を訪問したり

して大成功をおさめた。中日新聞、中部経済新聞にも掲載され、ＬＣＩＦ

からも入金済。収支報告は次回。

⑤ ライオンズ国際平和ポスターコンテストの件 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

９月３０日に締め切り、７校より１８１点の応募があった。

１０月１７日～２１日 中村区役所において各校優秀作品展示。

本日例会において、クラブ会長賞決定のためメンバーに投票を呼びかける。

Ｌ斉藤実に依頼して、クラブ会長賞は名古屋市教育委員会賞とする予定。

⑥ 2005～2006年度夏期派遣予備申込の件 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

募集要項を例会で配付

⑦ 薬物乱用防止教室講座について 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

１１月１７日(木) １３：３０より１時間 黄金中学校において開催する。

四．幹事報告

・ １０月第２例会について

太閤ＬＣと合同でＲＣを迎えて開催する。

・ ライオンズ必携について

本日、全員に配付する。

五．その他

◯ 事務局員がモンゴルに行ったことを知らないメンバーが多数いる。

事務に支障を来すこともあり得るので、費用負担も含めて理事会

の承認を得ることが正当。

◯ テールツィスターＬ柴田より

台北明徳獅子会訪問不参加者からのドネーションは止める。

以 上

出 席 者 名(Ｌ省略)

坪井、渡辺、前田、野々垣、柴田、木村、上野、

河瀬、斎藤靖、高木、加藤善、丹羽、大竹

第７ ７ ９ 回例会

２００５年１０月１２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：３８名

ファイン・ドネーション：４００，０００円

実行委員 Ｌ後藤一夫

・開会の宣言並びに開会のゴング 会 長 Ｌ坪井

・国旗に対し礼



・国歌斉唱

・ライオンズの誓い Ｌ花房

・ライオンズヒムの歌（１番のみ）

・黙祷

故Ｌ堀江承戒の死去による黙祷が行われました。（１０／１に他界されました享年９２歳我々 中村ライオンズク

ラブの最長老で節分例会、法要例会と大変お世話になったＬ堀江です。）

・入会式 会員理事 Ｌ木村

生見 敬（ぬくみ けい）様 （Ｌ渡辺のスポンサーによる賛助会員）

運営は計画委員会、事業は地域奉仕委員会。

若さあふれる新会員です。今後の活躍を期待致します。

・会長挨拶 会 長 Ｌ坪井

モンゴルへの海外アクティビティについて。日本大使、モンゴルの労働大臣、厚生大臣らが出席され、盛

大な式典が行われました。

台北市明徳獅子会チャーターナイト２５名の参加で訪問します。

・アワードの伝達（長期在籍者 ３０年Ｌ高柳、Ｌ水谷(賢)、Ｌ笹瀬）

・議事審議事項 会 長 Ｌ坪井

①ﾊﾘｹｰﾝ｢ｶﾄﾘｰﾅ｣及び台風14号災害被災者援助の件

②「赤い羽根」共同募金の件

③LCIF(MJF、CSFⅡ)＄1000献金の件

３年間で３０口（＊但し、会員数６０名の場合） １年目１０口

２年目１０口

３年目１０口

・各委員会の報告事項

①堀川一斉大そうじの件 地域奉仕委員長 Ｌ高木

②２Ｚ合同献血ＡＣＴの件 〃 〃

③第２回ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ獲得資金の発表 ￥７２，０００－ ゴルフ部会幹事 Ｌ野々垣

④モンゴル車イス贈呈ＡＣＴの件 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

⑤ライオンズ国際平和ポスターコンテストの件 〃 〃

⑥2005～2006年度夏期派遣予備申込の件 〃 〃

⑦薬物乱用防止教室講座について 〃 〃

・幹事報告 幹 事 Ｌ渡辺

・Ｌ堀江泰史より御礼の挨拶 Ｌ堀江泰

・結婚記念日 １０月 ２日 Ｌ山崎直哉 会 長 Ｌ坪井

３０日 Ｌ柘植藤秋

お誕生のお祝い １０月 ３日 Ｌ髙坂英夫 Ｌｌ洋子

４日 Ｌ渡辺一央 Ｌｌ良子

１０日 Ｌ加藤善康 Ｌｌ幸子

１４日 Ｌ入山毅士 Ｌｌ佳江

１５日 Ｌ日置淳一 Ｌｌ純子

２２日 Ｌ大場民男 Ｌｌ欽子

２６日 Ｌ水谷義雄 Ｌｌ峰子

３０日 Ｌ髙山廣基 Ｌｌ美千代

お食事をどうぞ

・テールツイスターの登場 Ｔ Ｔ Ｌ柴田

・本日の出席率の報告 計画副委員長 Ｌ髙山

・本日の会計報告 会 計 Ｌ前田

・ライオンズローア 会員、接待副委員長 Ｌ山梨

・閉会のゴング 会 長 Ｌ坪井

・閉会





第７ ７ ８ 回例会

３３４－Ａ地区 １Ｒ ＲＣ Ｌ尾関秀一 例会訪問プログラム

第１０１８回 名古屋太閤ライオンズクラブ

第 ７８０回 名古屋中村ライオンズクラブ 合同例会

２００５年１０月１９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：４１名

ファイン・ドネーション：６０，０００円

実行委員 Ｌ渡辺一央

・お客様の入場（拍手にてお迎え）

・開会の宣言並びに開会のゴング 太閤ＬＣ会長 Ｌ太田賢太郎

中村ＬＣ会長Ｌ坪井貞憲

・国旗に対し礼

・国歌斉唱

・ライオンズの誓い 太閤ＬＣ会長 Ｌ太田賢太郎

・ライオンズクラブの歌（１番のみ）

・お客様のご紹介

ライオンズクラブ ３３４ －Ａ地区 １Ｒ リジョン・チェアパーソン Ｌ尾関秀一（おぜき しゅういち）

〃 １Ｒ ＰＲ・ＩＴ委員 Ｌ石橋隆明（いしばし たかあき）

・会長挨拶 中村ＬＣ会長 Ｌ坪井貞憲

会員増強、退会防止が大切である。中村LCは年会費の引下げや楽しく実のある例会を行い、
会員増強、会員維持に努力している。今後も努力するのでご協力をお願いしたい。

・リジョン・チェアパーソンのご紹介 太閤ＬＣ会長 Ｌ太田賢太郎

・リジョン・チェアパーソンのご挨拶 １Ｒ ＲＣ Ｌ尾関秀一

RCの役割は、本年度ガバナー方針を各ｸﾗﾌﾞに正確に伝え理解していただくよう行動することである。ｶﾞﾊ゙ ﾅ
ｰ方針は、「会員100％維持」－そしてﾌﾟﾗｽ 1、CSFⅡ、青少年の指導育成などであるが、ことに会員増強について
お願いをしたいと、自分の卑近な例を挙げ全員がベクトルを合わせれば困難なことも解決できると話され、ﾊﾟﾚｰﾄ

の法則（神輿を担ぐのは1/3、何もしないのが1/3、ぶら下がるのが1/3）や会員同士の口のききかたで退会に繋が
る例をあげて話をされました。

ガバナースローガン「明るく、楽しく、感謝の奉仕」から奉仕させて頂ける喜びに感謝する……頼まれたから奉仕

するでなく、喜んで奉仕しようと呼びかけられました。

最後に、本気になってﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞを愛し、今より良くするという思いを強く持って日々活動してくださいと結ばれ

ました。

・幹事報告 太閤ＬＣ幹事 Ｌ白石勝義

中村ＬＣ幹事 Ｌ渡辺一央

・乾杯 １Ｒ ＲＣ Ｌ尾関秀一

・お食事をどうぞ

・テールツイスター登場 太閤ＬＣＴＴ Ｌ森 喜一

中村ＬＣＴＴ Ｌ柴田良市

・本日の出席率の報告 太閤ＬＣ出席委員長 Ｌ牧 昭

中村ＬＣ計画副委員長 Ｌ髙山廣基

・本日の会計報告 太閤ＬＣ会計 Ｌ柴田安晧

中村ＬＣ会計 Ｌ前田佳和

・ライオンズローア １Ｒ ＲＣ Ｌ尾関秀一

１Ｒ ＲＣＡ Ｌ石橋隆明

太閤ＬＣ会長 Ｌ太田賢太郎

中村ＬＣ会長 Ｌ坪井貞憲

・閉会のゴング 太閤ＬＣ会長 Ｌ太田賢太郎

中村ＬＣ会長 Ｌ坪井貞憲

・閉会

・お客様の退場



祝誕生日

１１月 １日 Ｌ吉金 博

１１月 １日 Ｌ速水清朗

１１月 ５日 Ｌ明石元佑

１１月 ５日 Ｌ峠 宏

１１月 ６日 Ｌ遠藤英雄

１１月 ８日 Ｌ加藤音吉

１１月１１日 Ｌ斎藤靖人

１１月２５日 Ｌ横畑五夫

祝結婚記念日

１１月 ２日 Ｌ山梨一美 Ｌｌまさ子

１１月 ３日 Ｌ前田佳和 Ｌｌ秀子

１１月 ８日 Ｌ丹羽正道 Ｌｌよし子

１１月１４日 Ｌ中川法恵 Ｌｌひさ子

１１月２３日 Ｌ大塚和生 Ｌｌ智恵子


