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お知らせ

次回例会

第７８８回例会

２月１５日（水） 午後６時～

ラ・グランターブル ドゥキタムラ

３月例会案内

第７８９回例会（指名会）

３月 １日（水） 午後６時～

名古屋マリオットアソシアホテル

第７９０回例会（早朝例会）

３月１５日（水） 午前８時～

中村公園

第４ ０ ５ 回 理事会議事録

日時及び場所 平成18年１月11日(水) 10:30～11:30  於: かとう旅館
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

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)

（第２号議案）クリスマス家族例会決算の件（№２） 計画委員長 Ｌ丹羽

承 認

（第３号議案）２月第二例会予算書の件（№３） 計画委員長 Ｌ丹羽

承 認

グラスワイン以外の飲み物は自己負担――――メンバーに徹底する必要あり

駐車場は狭いので、できるだけ車を利用しないように

（第４号議案）ﾗｲｵﾝｽﾞ国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ決算の件（№４） 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

承 認

今後のために

参加賞・賞状などは直接学校に持参し、校長と面識を得ておいた方が将来のため良い。

（第５号議案）薬物乱用防止教室決算の件（№５～７） 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

承 認

特筆すべきアクティビティとして、キャビネットに報告済。

２、３年の間はキャビネットの目玉ＡＣＴとなりそうで、他クラブも企画す

ることが予想される。従って、中村区のどの学校で実施するかクラブ間で調



整することも必要。

（第６号議案）その他

三．報告事項

・上半期皆出席者報告（№８） 計画委員長 Ｌ丹羽

Ｌ入山、Ｌ大籔、Ｌ大竹、Ｌ加藤善、Ｌ斎藤靖、Ｌ田中

Ｌ坪井、Ｌ峠、Ｌ丹羽、Ｌ服部、Ｌ花房、Ｌ山崎、Ｌ渡辺 の１３名

・ﾗｲｵﾝｽﾞ国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ地区結果報告（№９） 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

当クラブでは次の２名が入賞

柳小学校６年 加藤悦子さん、笹島中学校１年 大竹藍さん

・次期１ＲＲＣ及び１Ｒ２ＺＺＣ候補者の件 会 長 Ｌ坪井

決定候補者 １ＲＲＣ ウェストＬＣ Ｌ白井

１Ｒ２ＺＺＣ 太閤ＬＣから

四．幹事報告

・１月３日中日新聞 堀川に関する記事掲載

五．その他

出 席 者(Ｌ省略)
坪井、入山、峠、渡辺、前田、野々垣、柴田、木村、

高坂、前川、斎藤靖、高木、加藤善、丹羽、大竹

第７ ８ ５ 回例会

第７８５回例会 ～新年例会～

２００６年１月１１日（水） １２：００～１４：００

於：かとう旅館

出席者数：４２名

ファイン・ドネーション：９６，０００円

実行委員 Ｌ髙坂英夫

・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

半年過ぎ肩の荷が半分軽くなった安堵感と会長方針の第二例会のグルメ例会にメンバーはもちろんライオン

レディーも多数参加していただいた事に感謝致します。

・議事審議事項 会 長 Ｌ坪井

①クリスマス家族例会決算の件

②２月第二例会予算書の件

③ﾗｲｵﾝｽﾞ国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ決算の件

④薬物乱用防止教室決算の件

・報告事項 ①上半期皆出席者報告

②ﾗｲｵﾝｽﾞ国際平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ地区結果報告

③次期１ＲＲＣ及び１Ｒ２ＺＺＣ候補者の件

・幹事報告 幹 事Ｌ渡辺

・結婚記念日（報告のみ）・誕生のお祝い 会 長 Ｌ坪井

・豊国神社へ移動

・ご祈祷

ご祈祷後、加藤旅館へ



・乾杯 会員・接待副委員長Ｌ加藤鋭

・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髙山

・本日の会計報告 会 計 Ｌ前田

・ライオンズローア Ｌ浅岡

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ入山

・閉会

第７ ８ ６ 回例会

第７８６回 例会

２００５年１月１８日（水） １８：００～２０：００

於：Chanko Dining若
出席者数：４４名

ファイン・ドネーション：３４，０００円

実行委員 Ｌ山本信房

・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

本日は、１月のグルメ例会としてライオンレディにも参加頂き、ここChankoDining若で開催できました。
お店の席の関係上このような配席になりましたが、どうぞおいしい料理と、フリードリンクですのでたくさん飲ん



で楽しんで下さい。なお、２月のグルメ例会は、ラ・グランターブル ドゥ キタムラでフランス料理を予定してい

ます。

・委員会報告

・幹事報告 幹 事 Ｌ渡辺

・乾杯 会員・接待副委員長Ｌ大場

・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

・閉会

祝第４ 回ゴルフ部会

名古屋中村ＬＣ第４回ゴルフ部会

平成１８年１月２５日（水）

於：藤岡カントリークラブ

１位 L峠 宏

２位 L後藤 一夫

３位 L大川原洋治
５位 L中川 法恵



７位 L髙坂 英夫

B.B. L遠藤 英雄

ベスグロ L中川法恵 ８７

ニアピン №２ L大川原 №７ L野々垣 №11 L前川 №15 L中川

祝誕生日

２月 １日 L大竹 昌

２月１２日 L水谷義雄
２月１３日 L後藤党慶
２月２４日 L笹瀬英治

祝結婚記念日

２月 ３日 L山本信房 Ll有架
２月１１日 L前川和茂 Ll美智子
２月１８日 L吉金 博 Ll美知子
２月２１日 L明石元佑 Ll多津子
２月２８日 L速水清朗 Ll久美代


