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お知らせ

５月例会案内

第７９３回例会（法要例会）

５月１０日（水）

午前１１時３０分～

甚目寺大徳院

第７９４回例会

５月１７日（水） 午後６時～

名古屋マリオットアソシアホテル

６月例会案内

第７９５回例会

６月 ７日（水） 午後６時～

名古屋マリオットアソシアホテル

第７９６回例会

６月２１日（水） 午後６時～

メルパルクNAGOYA

第４０８回 理事会議事録

日時及び場所 平成１８年４月５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

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）退会の件（Ｌ水谷義雄）（№２）

緊急のためＦＡＸで連絡し、１７名中１４名承認済

（第３号議案）３月第二例会（早朝例会）決算の件（№３） 地域奉仕委員長 Ｌ高木

承 認

（第４号議案）単独献血ＡＣＴ決算の件（№４） 地域奉仕委員長 Ｌ高木

承 認

結果報告(昨年を若干上回る)

受付数 １１５名、献血者数 ７０名(200ml ２９名，400ml ４１名)土曜日に実施したため、

メンバーの家族や会社従業員の参加がすくなかったので、次期からは実施日を考えてほし

い。Ｌ山本の会社従業員には多大な協力をしていただき、感謝している。

（第５号議案）ＣＳＦⅡクラブコーディネーター選出の件（№５） 会 長 Ｌ坪井

三役に一任。但し会員、接待委員会と相談すること。 承 認



（第６号議案）全名古屋LC環境対策委員会会則(案)の件（№６～８） 会 長 Ｌ坪井

原則承認。５２９のリジョン会議で、細部につき検討してほしい。

（第７号議案）その他

１．４月第１例会は１５分延長(ゲストのスピーチのため) 承 認

２．ＩＰ電話導入のためアダプター装置を設置する。

４１,７９０円の費用が必要だが、将来的に通信コストが削減される。

承 認

三．報告事項

・国際平和ポスターコンテスト３３４－Ａ地区入賞者の件 国際奉仕委員長 Ｌ斎藤靖

・松本中央ライオンズクラブ訪問の件（№９） 姉妹提携委員長 Ｌ加藤善

四．幹事報告

・４月第二例会（春の家族会）サイン帳及び請求書の件

・事務局員早退（４/２８午後４時）の件

・４１３ 新入会員懇親会を「えびすや」で開催。

欠席者なし。その他の出席者 接待委員 Ｌ中山和、副役員 Ｌ大竹

第７ ９ １ 回例会

２００６年４月５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：４９名

ファイン・ドネーション：２５８，７５０円

実行委員 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

・国旗に対し礼

・国家君が代斉唱

・ライオンズの誓い Ｌ吉金

・ライオンズクラブの歌（一番のみ）

・お客様のご紹介

スポーツ医療研究所 井本 尚光（いもと なおみつ）様

・会長挨拶 会 長 Ｌ坪井

４月に入りましたが、まだ肌寒い日が続きます、時間があればさくらを見に行ったりして楽しみたいですね。

また３月２５日に献血活動が行われましたが、皆様のおかげで、昨年を上回るような結果になりました、ありがと

うございました。

４月に入り、やる事がたくさんあります、家族例会、松本中央ＬＣ例会訪問、本日も１５分延長して身体に

ついてのスポーツ医療の話しがありますので、今日の挨拶は、簡単に終わらせてもらいます。ありがとうございま

した。

・長期在籍表彰 ２５年 Ｌ高野隆喜

・選挙会 会 長 Ｌ坪井

・議事審議事項 会 長 Ｌ坪井

①脱会の件（Ｌ水谷義雄）

②３月第二例会（早朝例会）決算の件

③単独献血ＡＣＴ決算の件

④ＣＳＦⅡクラブコーディネーターの件



⑤全名古屋ＬＣ環境対策委員会会則（案）の件

・報告事項 ①国際平和ポスターコンテスト334－A地区入賞者の件

国際奉仕委員長 L斎藤靖

②松本中央LC訪問の件 姉妹提携委員長 L加藤善

・幹事報告

・ゲストスピーチ 井本尚光 昭和３２年６月５日生まれ ４８歳

スポーツ医療研究所 所長

井本接骨院 院長

健康スポーツリハビリセンター センター長

最初にビデオを少し見てから、資料と映像をもとに、人間の姿勢をどのように改善できるかという話があり

ました。現代の人は姿勢が悪く、筋肉や関節を悪くしがちで、神経の機能も衰えやすく、見た目も若々しく見えな

いため、姿勢を改善できる運動の説明の話しをしてもらいました。

姿勢を改善できるのは、若いうちだけだと思っていましたが、年齢に関係なく、いくつになっても改善でき

ると聞いて、メンバーの皆様は、早速本日からでも始めたと思います。

・結婚記念日（報告のみ）・お誕生のお祝い 会 長 Ｌ坪井

・お食事をどうぞ

・テールツイスター登場 Ｔ 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 Ｌ笹瀬

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ入山

・閉会

・お客様の退場



第７ ９ ２ 回例会

～春の家族会～

２００６年４月２３日（日） １２：００～１３：４５

於：三河湾リゾートリンクス

出席者数：２４名

実行委員 Ｌ大竹 昌

・開会のゴング 会 長 Ｌ坪井

・会長挨拶 会 長 Ｌ坪井

本日は皆様ご多用の中、沢山のライオン及びライオンレディーとご家族に春の家族例会にご参加いただきまして

誠に有難う御座います。今日は例会の後に懇親会がございます。計画委員会の方々がビンゴゲームを計画いたして

おります、盛り沢山の商品も用意しておりますので、皆様ゆっくり会食をしながら楽しんでください。

尚、懇親会終了後、少しですが出発まで時間が有ります この施設内には温泉もございますので、よろしければ温

泉につかっていただき日ごろの疲れを癒していただければと思います。

・幹事報告 幹 事 Ｌ渡辺

・テールツイスターの登場 Ｔ Ｔ Ｌ柴田

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ峠

（１２：１５）

《懇親会》

実行委員 Ｌ大竹 昌

（１２：２０）

・計画副委員長挨拶 計画副委員長 Ｌ髙坂

本日は沢山の方々にご参加いただき有難う御座います。本日はお食事の途中からビンゴゲームを予定しておりま

す、沢山の品をご用意しておりますので、皆様ごゆっくりお楽しみください。尚、本日の料理はバイキング形式に

なっておりますので、皆様好きなだけ料理をお召し上がり下さい。ですが懇親会の後にイチゴ狩りがございますの

で、あまり料理を食べ過ぎますとおいしいイチゴが食べられなくなりますので、ご注意ください。

・乾 杯 姉妹提携委員長 Ｌ加藤善

・お食事をどうぞ

・ビンゴゲーム 計画副委員長 Ｌ髙坂

・閉会の挨拶 前会長 Ｌ速水

（１３：４５）

・終 了

・バス出発（１４：４５）まで自由行動



祝誕生日

５月１１日 L髙坂英夫

５月１５日 L斉藤 実

５月２４日 L伊藤芳雄

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大竹 昌 Ｌｌ清子

５月 ３日 Ｌ鈴木和彦 Ｌｌ八栄子

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


