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お知らせ

次回例会 第７８６回例会

１月１８日（水） 午後６時～

ChankoDining若

第７８７回例会（節分例会）

２月１日（水） 午後６時～

名古屋マリオットアソシアホテル

第７８８回例会

２月１５日（水） 午後６時～

ラ・グランタブール ドゥ キタムラ

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

早々に景気の良い話がチラホラと聞こえてきますが、格差のある年になりそうな一年に思われます。

希望と夢にむかってがんばりましょう。

早いもので６ヶ月が終り、メンバーの方々のご期待にこたえる事が出来たか心配しております。

今期６月末日まであと６ヶ月余り残された自分の使命を確実に実行し、又中村ライオンズクラブスローガン「社会

に還元、感謝の奉仕」に残りを頑張って行きたいと思います。

幹事 L渡辺一央

新年明けましておめでとうございます。

いつもこの時期になると、その時の執行部は「もう半年が過ぎてしまった。

あっという間だ。早いものだ。」とのコメントがある。

翻って、自分に当てはめてみると残念ながら、そんな感じはない。むしろ長く

感じたくらいだ。これは何を意味するのか。執行部に入る人材は優秀な人が多い。事をそつなく処理している。自

分は汲々としていた。これがその差を作ったのだろう。

幸いにして、今年のマスコミによる予想は日本に勇気・自信を与える明るいものが多い。自分も会長を支え､少しで

もともし火をクラブに与えられたらと思います。残り半年を微力ながら頑張りますのでよろしくご支援、ご鞭撻を

お願い致します。

新入会員挨拶

Ｌ大川原洋治

この度、会長坪井ライオンの紹介、推薦で伝統と名誉ある名古屋中村ライオンズクラブに入会をさせて頂きまし

て、誠に有り難く感謝し、感銘しております。私の感銘とは、ライオンズのスローガン・モットー・誓い・使命と

いった目的があるところです。私自身まだ地に足も着いていない若輩者ですが、老人や子供の施設等ボランティア

活動に、私の気持ですが寄附や手助けなどを喜んでさせて頂いております。

今後はライオンズの一員としてグローバルに視野を広げ、クラブ活動、役割を学び、諸先輩方の少しでもお手伝

いが出来る様に、又、かわいがって頂ける様、努力して参りますので、今度のご指導の程、何卒宜しくお願い申し

上げます。



第４ ０ ４ 回 理事会議事録

日時及び場所 平成17年12月７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）１月第二例会予算書の件 計画委員長 Ｌ丹羽

１月１８日 於：ＣhankoＤining若

ＬＬについては実費負担 承 認

（第３号議案）１１月早朝例会決算の件 地域奉仕委員長 Ｌ高木

承 認

（第４号議案）事務局員 一時金の件 会 長 Ｌ坪井

予算の範囲内において例年どおり支給 承 認

（第５号議案）その他

三．報告事項

・ 薬物乱用防止教室の件(中学生保護者読本同封) 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

１１月１７日黄金中学校で開催された教室では、Ｌ上野が講師として自らの

体験に基づいて、シンナー中毒者を更生させ、共に会社を興すまでの苦労話

をされ、生徒達のみならず参加したメンバーにも感銘を与えた。更に１１月

２９日の中部経済新聞にも掲載された。

・ ＬＣＩＦ＄１０００献金の件 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

当初の予定を大幅に上回る１８名の寄付があった。

特記すべきは、今年度入会のＬ後藤党慶、Ｌ大川原からの申込みがあったこと。

四．幹事報告

・ 前名古屋会員名簿配付の件

・ ２Ｚ合同事務局年末年始閉局の件(１２月２９日～１月４日)

・ モンゴル労働大臣からの要請状に就いて

・ 来年度以降に託する

・ 第２９回ホワイトライオン対抗懇親麻雀大会の件

五．その他

出 席 者 名(Ｌ省略)

坪井、入山、峠、渡辺、前田、野々垣、柴田

河瀬、斎藤靖、高木、加藤善、丹羽、中山和

第７ ８ ３ 回例会



２００５年１２月７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：４５名

ファイン・ドネーション：１５９，５００円

実行委員 Ｌ遠藤英雄

・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

・国家斉唱

・ライオンズの誓い Ｌ山崎

・ライオンズクラブの歌（１番のみ）

・お客様のご紹介

名古屋市立黄金中学校校長 中村区校長会会長 高橋 要（たかはし かなめ）様

国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ最優秀賞受賞 名古屋市立柳小学校 加藤 悦子（かとう えつこ）さん

保護者 加藤 恵子（かとう けいこ） 様

・会長挨拶 会 長 Ｌ坪井

国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄに受賞した加藤悦子さんおめでとうございます。中村区校長会会長高橋要様ありがとうござい

ます。また11月17日に黄金中学で薬物乱用防止の教室を行いました。今月21日にも日比津中学で薬物乱用防止の

教室の予定をくんでいます。多数の参加おまちしています。

・国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ表彰及び賞品授与 国際奉仕委員長 Ｌ斉藤靖

第 18 回国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄで最優秀賞受賞した加藤悦子さんに中村ＬＣから表彰及び賞

品の授与また教育委員会からもＬ斉藤稔によって加藤悦子さんに表彰された

加藤悦子さんの一言 今日はありがとう

高橋要様の一言 11月17日に黄金中学で薬物乱用防止の教室を行った時には、大変に感

動しました。今回の国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄについても良い事で、今後ともあたたかいご支援宜しくお願いします。

・議事審議事項 会 長 Ｌ坪井

①１１月早朝例会決算の件

②事務局員 一時金の件

③１月第二例会予算書の件

・報告事項

①薬物乱用防止教室の件 国際奉仕委員長 Ｌ斉藤靖

11月17日黄金中学で行われた薬物乱用教室、大変よかったです。

②ＬＣＩＦ＄１０００結果の件 国際奉仕委員長 Ｌ斉藤靖

アンケートありがとうございます。

・幹事報告 幹 事 Ｌ渡辺

全名古屋ＬＣの会員名簿できました

２Ｚ合同事務局年末年始閉局 12月29日（木）～1月4日（水）まで

モンゴルの大臣からお礼・感謝の手紙がきました。

2月5日マージャン大会の件

・結婚記念日（報告のみ）・お誕生日のお祝い 会 長 Ｌ坪井

結婚記念日 Ｌ坪井貞憲・ＬＬ美稚子 Ｌ木村幹雄・ＬＬシズ子

お誕生日 Ｌ山梨一美 Ｌ中山恭三 Ｌ河瀬良三 Ｌ高柳義明 Ｌ大藪城正

Ｌ上野元嗣 Ｌ野々垣徹

・お食事をどうぞ

・テールツイスター登場 Ｔ Ｔ Ｌ柴田

・本日の出席率の報告 計画副委員長 Ｌ高山

・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加藤鋭

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ入山

・閉会



第７ ８ ４ 回例会

第７８４回 例会～ クリスマス家族会 ～

２００５年１２月２１日（水） １８：００～２０：００

於：栄マルベリーホテル

出席者数：４８名

ファイン・ドネーション：１３０，０００円

実行委員 Ｌ 中村幸夫

７８４回例会は、恒例のクリスマス家族会との事で、たくさんの家族の方を招き、明るい雰囲気のなかL中村

幸夫の司会により１８：００定刻に始まりました。

まず会長L坪井貞憲より半期の終了迄の挨拶を、メンバーの皆様のご支援に対して感謝の言葉をのべ、ライオ

ンレディにも、日ごろのメンバーのクラブ活動に対するご支援のお礼の挨拶が続いた。その後テールツイスターの

報告、出席率の報告、会計報告と進み、L峠 宏の閉会のゴングで一旦例会が終了した。

１８：２０からはご家族お待ちかねのハワイアンバンド THE HILO SONG によるアトラクションが始まり、とて

もなごやかな雰囲気につつまれ、楽しい一時を過ごす事が出来ました。その後カラオケもメンバーの皆さんが出て

歌いました。子供さん達には長靴のお菓子、ライオンレディを含む女性にはシクラメンの花がプレゼントされた。

楽しい時間も過ぎ、２０：００にL丹羽正道の閉会の挨拶にて、クリスマス家族会が終了した。

プログラムは以下の通りです。

記 L花房千鶴子

・開会の宣言並びに開会のゴング 会 長Ｌ坪井

・会長挨拶 会 長Ｌ坪井

・喜寿のお祝い Ｌ加藤昇 会 長Ｌ坪井

・幹事報告 幹 事Ｌ渡辺

・テールツイスター登場 Ｔ ＴＬ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

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ峠

～クリスマス家族懇親会～

・開会の挨拶 第一副会長 Ｌ入山



・乾杯 会員、接待委員長 Ｌ河瀬

・懇親会（お食事）

・アトラクション

ハワイアンバンド THE HILO SONS

・カラオケ

・閉会の挨拶 計画委員長 Ｌ丹羽

・閉会



祝誕生日

１月 １日 Ｌ中山和夫

１月 １日 Ｌ安井寛司

１月 １日 Ｌ高野隆喜

１月 ４日 Ｌ大脇三夫

１月 ５日 Ｌ前田佳和

１月１２日 Ｌ日置淳一

１月１３日 Ｌ浅岡晃生

１月２０日 Ｌ北村新一

祝結婚記念日

１月 ７日 L河瀬良三 Ll絢子
１月１６日 L北村新一 Llたづ子
１月２０日 L中村幸夫 Ll玲子
１月２６日 L高木弘文 Llひろ子


