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お知らせ

次回例会

第７９０回例会（早朝例会）

３月１５日（水） 午前８時～

中村公園

次月例会

第７９１回例会（選挙会）

４月 ５日（水） 午後６時～

名古屋マリオットアソシアホテル

第７９２回例会（春の家族会）

４月２３日（日）

詳細案内例会にて配布

蒲郡・吉良方面

第４０６回 理事会議事録

日時及び場所 平成１８年２月１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 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）指名委員の任命（№２） 会 長 Ｌ坪井

指名委員会 ２月２０日 13：30～ 於：名電ビル８階会議室

指名会 ３月第一例会 ３／１（水）

指名委員は下記の13名

Ｌ上野、Ｌ大川原、Ｌ河瀬、Ｌ加藤音、Ｌ髙坂、Ｌ後藤党、Ｌ斎藤靖、Ｌ柴田、

Ｌ坪井、Ｌ野々垣、Ｌ前田、Ｌ山本、Ｌ渡辺、 オブザーバー Ｌ入山

（第３号議案）次期１Ｒ環境保全委員選出の件 会 長 Ｌ坪井

次期１Ｒ環境保全委員にＬ上野 承 認

（第４号議案）補正予算及び中間収支決算書（№３～７） 財務委員長 Ｌ上野

承 認

「事業費の部」の会員拠出金欄を訂正して、モンゴル車イス支援ＡＣＴ

のための収入を、個別に計上する。

（第５号議案）１月第二例会決算の件（№８） 計画委員長 Ｌ丹羽

承 認

（第６号議案）１ＲＹＥ活動費の件（№９） 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

メンバー一人３,０００円 例年どおり預託金より振替 承 認



（第７号議案）その他

三．報告事項

・３３４－Ａ地区年次大会及びガバナー晩餐会の案内の件（№10） 計画委員長 Ｌ丹羽

四．幹事報告

・全名古屋ライオンズクラブ新会員セミナー（3/13）の件

於：ローズコートホテル

・指導力育成 新会員懇談会（４/１３ 於：えびすや本店）の件

・ 対象者 Ｌ北村(15.８入会)以降入会者 計１０名

・２Ｚ合同ゴルフコンペ ３月30日に変更 犬山ＧＣにおいて

・２Ｚ合同麻雀大会 ３月11日

五．その他

・松本中央ＬＣ訪問の件

訪問日 ４月１８日(火)～１９日(水) ゴルフ組と観光組に分かれて行動

ＪＴＢに依頼して計画(行程、費用等)作成し、３月理事会に提議予定

２０名以上は訪問したい。

・例会禁煙について

メンバーから例会を禁煙にしてほしいとの要望が出ている。

社会的には禁煙場所が増えているが、いますぐに例会を禁煙にするのは

難しい面がある。

将来的には解決すべき問題ではあるが、メンバーのコンセンサスを得るこ

とが肝要。

70～80 分程度の我慢は無理ではないと思われるが、喫煙者の良識を信

じて、ロビーでの喫煙をアピールする。

出 席 者(Ｌ省略)

坪井、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、大場、中山和、大竹

第７ ８ ７ 回例会

第７８７回 例会 ～節分例会～

２００６年２月１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：４５名

ファイン・ドネーション：１４８，０００円

実行委員 Ｌ大藪城正

会長挨拶の後、長期在籍の３０年 Ｌ中山和夫、２０年 Ｌ木村幹雄、１０年 Ｌ斉藤実が表彰された。続いて会長

より指名委員の任命が成された後、節分イベントに移行した。故Ｌ堀江承戒が成仏されて始めての節分例会である。

お孫さんのＬ堀江泰史が欠席のため幹事のＬ渡辺一央が節分祭を代行した。年男はＬ笹瀬英治、Ｌ中山恭三、Ｌ速



水清朗の３名で在ったが２名欠席のため、会長とＬ指させで豆撒きを行った。方位に戸惑ったが、無事終了した。

例会審議では、Ｌ上野元嗣が次期１Ｒ環境保全委員に選任された。ご苦労様ですが宜しくお願いします。続き、

中間収支決算と補正予算案、１月第二例会決算案、１ＲＹＥ活動費の件等と、今後の例会席を禁煙とする案が承認

された。報告事項ではボストンでの国際大会、３３４－Ａ地区年次大会、松本中央ＬＣ訪問の案が成された。幹事

からは新会員セミナーと当ＬＣでも新会員懇談会の案内があり、結婚記念日の報告、誕生日の御祝い、お食事タイ

ムと進行して、Ｌ中山和夫のライオンズローア、Ｌ入山毅士の厄を落とせるようにとのスピーチがあり、閉会のゴ

ングで１９：１５に終了した。何年ぶりかで例会報告の筆をとったが、奇しくも自分の誕生日である、過去を振り

返ると不思議と２月１日の例会が多かったと感じる。たぶんに節分例会の影響かと思う。お陰で此の日、在宅した

ことがない。何処でも御祝いは出来るから良いが。然し乍ら、禁煙例会は不満である、嫌煙者の気持ちは理解をす

るが、ＬＣ発祥の地のルーツでは、男達が妻達から開放され友情親睦を深め楽しく過ごす場として出来た、と、聴

き及んでいる。世間から疎まれ、喫煙者は阻害されつつある。１時間１５分の禁煙ではないのである。愛煙家にし

ては例会に来て喫煙出来るＬも少なくないのである。出席率に影響しなければ良いがと案ずる。

例会のプログラムは以下のとおり。

記 Ｌ大竹 昌

・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山本

・ライオンズクラブの歌（１番のみ）

・会長挨拶 会 長Ｌ坪井

・長期在籍表彰 ３０年 Ｌ中山和夫 会 長Ｌ坪井

２０年 Ｌ木村幹雄 １０年 Ｌ斉藤 実

・指名委員の任命 会 長Ｌ坪井

・節分豆まき 年男 ３名

Ｌ笹瀬英治 Ｌ中山恭三 Ｌ速水清朗

・議事審議事項 会 長Ｌ坪井

①次期１Ｒ環境保全委員選任の件

②補正予算及び中間収支決算の件

③１月第二例会決算の件

④１ＲＹＥ活動費の件

・報告事項 ・334-Ａ地区年次大会の件 計画委員長 Ｌ丹羽

・幹事報告 幹 事Ｌ渡辺

・結婚記念日（報告のみ）・お誕生日のお祝い 会 長Ｌ坪井

・お食事をどうぞ

・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

・ライオンズローア Ｌ中山和

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ入山

・閉会



第７ ８ ８ 回例会

第７８８回 例会

２００６年２月１５日（水） １８：００～２０：００

於：ﾗ･ｸﾞﾗﾝﾀｰﾌﾞﾙ ﾄﾞｩ ｷﾀﾑﾗ

出席者数：４０名

ファイン・ドネーション：２４，０００円

実行委員 Ｌ加藤達也

・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2月のグルメ例会として沢山のライオン並びにライオンレディーにご参加頂き
大変うれしく思っております。皆様のおかげで本日、このすばらしいラ・グランターブルキタムラにて例会を行

う事が出来ました。今宵はごゆっくり楽しい会話とフランス料理をご堪能下さい。

・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山梨

・お食事をどうぞ

・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

・閉会



祝誕生日

３月１９日 L柴田良市
３月２５日 L堀江泰史
３月３１日 L吉川 礒

祝結婚記念日

３月 ４日 L田中光男 Ll芳子
３月 ３日 L横畑五夫 Llゆう
３月 ３日 L後藤党慶 Ll多賀子
３月２１日 L加藤一夫 Llまさえ
３月２３日 L大川原洋治 Ll一枝
３月２４日 L服部吉秀 Ll順子
３月２５日 L峠 宏 Ll康子


