
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８００回例会 早朝例会 

８月１６日（水） 午前８時～ 

稲葉地公園 

９月例会案内 

第８０１回例会 ZC訪問 

９月 ６日（水）午後６時～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

第８０２回例会  

6ｸﾗﾌﾞ合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問例会 

９月１５日（金）11：45～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 
 
 

 第４１1回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成１８年７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   入山 坪井 峠 丹羽 髙坂 遠藤 山本 加藤善 柴田 

 上野 河瀬 斎藤靖 高木 中山恭 中川 明石 大竹 鈴木 

 田中 野々垣 前川 吉金            （役員２２名） 

 山梨 加藤鋭 大塚 中山和 安井 加藤音 浅岡 大場 

 笹瀬 木村 速水                   （接待委員） 

 吉川 大川原 後藤党                  （副役員）  

            下線：出席者 

 議長     会 長  Ｌ 入 山 毅 士 

 議事進行  幹 事  Ｌ 髙 坂 英 夫 

 書記  副幹事 Ｌ 上 野 元 嗣 

一、 会長挨拶 

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ入山毅士 

（第１号議案）前回議事録報告(Ｌ入山)                  承  認 

         新しく出来る会則・付則案にしたがう。 

 

（第２号議案）第１～３回準備理事会議案承認事項一括承認 会 長 Ｌ入山 

                                    承  認 

 

（第３号議案）新入会員の件（吉田 湖二郎 様）（№５） 会員委員長 Ｌ柴田 

       休会の件（Ｌ前川和茂）（№６） 

       ・Ｌ前川和茂は不在会員となる。              以上承認 

 

（第４号議案）前期年次例会決算書の件（№７） 前計画副委員長 Ｌ髙坂 

                                    承  認 

 

（第５号議案）７月第一例会 １５分時間延長の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

       ７月第二例会(納涼例会)予算書の件（№８，９） 

       ・当日食事代１名＠6,500円に保険代もパックで入っている。 

・ 計画書（プログラム、案内、服装）について 

   乗船は全員が揃ってから５分前に行う。        以上承認 

 

（第６号議案）「堀川とまちづくりを考える会」への協力金 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ前川 

         ２０，０００円 （№10）               承  認 

 

（第７号議案）国際平和ポスターコンテストの件（№11～13） 国際奉仕･ＬＣＩＦ委員長 Ｌ鈴木 

                                    承  認 



（第８号議案）その他      なし 

 

  

三．報告事項  

・ＩＴアンケート（メールアドレス）の件（№14～18） ＩＴ･ＰＲ･出席委員長 Ｌ吉金 

・Ｈｏｔ・ほっとキャンペーンの件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

１． 第２５回Ｈｏｔ・ほっとキャンペーンアクティビティ実施要領の変更事項 

① 担当委員会のＬはＡＭ９：００集合 → ＡＭ９：３０集合 

② 開会の言葉 名古屋中村ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 第一副会長 Ｌ峠 → 司会者 田中さん 

③ 閉会の言葉 名古屋中村ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 幹 事  Ｌ髙坂 → 第一副会長 Ｌ峠 

④ ポラロイドカメラちびっこ警察官  Ｌ吉金、Ｌ前川  → Ｌ吉金、他１名 

２． 予算案の内、森田保育園児送迎用のバス￥20,000は、東邦ガス株式会社より無償でお

借り出来たので、必要がなくなりました。この事もあり、東邦ガス㈱中村営業所 所

長 服部悟一郎様に当日ご出席をいただく。 

３． 森田保育園は斎藤運輸㈱に近いので、Ｌ斎藤靖人(社長)にお願いしてバスを駐車させ

て頂く。又、Ｌ斎藤、Ｌ遠藤がバスに一緒に乗り込み、園児の安全に努める。 

                                 １～３承認 

 

四．幹事報告 

    ・第４２回献血運動推進全国大会表彰の件  

    ・台北市明徳獅子会  Ｌ田新宏 地区ガバナー就任の件  

    ・２００６年度上半期会費及び預託金請求書の件  

    ・事務局休暇（7月１２日）の件  

 

   

五．その他 

 ・特別審議 

  ○例会の服装の件  Ｌ田中より 

   ・第一例会 クールビズ（７月～９月末）３ヶ月間 

         服装自由（ノーネクタイ可） 

   ・第二例会 服装自由 

   ・但し、合同例会はネクタイを必要とする。           承  認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



前会長退任挨拶   Ｌ坪井貞憲 

 会長として準備、緊張の連続の１年でありました。自分にもわからない事等々多く、戸惑いなが

らやってまいりました。今は前執行部として一年間皆様に御協力を頂いた事について感謝申し上げ

ます。 

 ＬＣＩＦ、明徳、松本、ムンフＬＣ等々の協力を得て、海外でのモンゴル車イスＡＣＴをこなし、

頑張って参りました。 

 これも幹事、各委員会の力を借りて出来た事に感謝します。これからのライオンズは会費を安く

し、必ず時の執行部は２，３点考える必要があると思います。今期入山会長時に１１年ぶりに会員

手帳をかなり修正しました。今期の会長は会員増強に力を入れるそうです。ぜひ頑張って頂き、目

標をクリアして下さい。 

 

 

前幹事退任挨拶   Ｌ渡辺一央 

（幹事も）受けてみれば、１年はあっという間に過ぎるとは聞いていましたが、いやはや現実は

そんな甘いものではありませんでした。自分の能力のなさに落胆し、受けてしまったことに反省も

しました。しかし、執行部初め、メンバー皆さんそれに事務局の小宇佐久美さんからも心からのバ

ックアップを頂き、何とか１年たどり着くことができました。当初から想定したことではあります

が、今様に言えば、「想定内」ではありましたが、やはり如何にひとりでも多くの人に賛同しても

らえるか、このことが如何に難しいことか、改めて知りました。しかし、この経験のお陰で少し器

が大きくなったような気もします。しかし、何よりも大事なことは他の人の物事にコメントするこ

とより、自分が如何に輪の中で、実行することが出来るかということでしょう。そういう面では勉

強になったと思います。 

皆さんには、色々不行き届きでご迷惑をおかけしましたが、この１年間のご協力、ご理解誠にあ

りがとうございました。厚く御礼申し上げます。 

  

 

会長就任挨拶   Ｌ入山毅士 

 この度３４代名古屋中村ライオンズクラブの会長に就任しました。私の様な人間が果たして伝統

ある中村ライオンズクラブの会長が務まるものかと悩みましたが、微力ながら会員の方々の御協力

を賜り全身全霊で会長職に打ち込みたいと思います。友愛と相互理解のライオンズ精神で頼りない

私を支えて欲しいと思います。髙坂幹事、遠藤会計、そして役員の方々、各委員長の方々、この一

年大変ですが健康に留意され私とともに奉仕しましょう。迷惑をおかけしますがよろしく御願いし

ます。会員増強が私の第一命題でありまして、執行部とともにこの命題を遂行し、楽しいライオン

ズクラブ活動を心がけていきます。 

 

 

幹事就任挨拶   Ｌ髙坂英夫 

 今期、伝統ある名古屋中村ライオンズクラブの幹事に就任し、光栄に思い又重責を感じています。 

 クラブ発足当時と違い、時代の流れは急速に変わり、価値観も多様化してきています。ライオン

ズクラブも例外ではありません。当初は制約もあり、入会困難な時代もあったと耳にした事があり

ますが、今は会員減少に歯止めがかからず、どこのクラブも会員増強に力を入れているのが現状で

す。 

 そんな中で今期会長にＬ入山が就任され、｢会員増強｣「楽しいクラブ運営」を掲げて出航しまし

た。 

 三役セミナーの中の一つに常に「笑顔を忘れないで」という講義がありました。今年一年微力で

すが「笑顔を忘れないで」努力する所存ですので、皆様のご協力の程宜しくお願いします。 

 末筆になりましたが、会員皆様のご健勝とご多幸並びに中村ライオンズクラブの発展を祈念して

挨拶とさせて頂きます。 

 

 



会計就任挨拶   Ｌ遠藤英雄 

この度、伝統ある名古屋中村ライオンズクラブの第３４代 L入山会長の元で 

会計という大役を仰せつかり緊張しております。幸いにも財務委員長が L明石また、副会計 L吉川

になっていただき心強く思っています。 

 さて本年は、会長方針に従い「楽しいクラブ作り、楽しい例会」にする為、会計という立場から、

会員増力に力を入れ一人でも多くのメンバーに｢楽しい例会だった｣と喜んでいただける様、努力し

ていく所存でございます。 

この一年何かといたらぬ点も多々あるかと存じますが、皆様のお力をお借りし精一杯努力してま

いりますので、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

１Ｒ環境保全委員   Ｌ上野元嗣 

 平成１８年７月１０日１５時、名古屋市環境局公害対策課、打ち水大作戦の会議が続く、全名古

屋３３ＬＣ１２０名が参加予定の１Ｒ・７Ｒ合同ＡＣＴの第３回打ち合わせ。３月２３日を皮切り

に、６月２０日、本日と半年掛り。８月１９日(土)の１７時から２０分間の行事に緊張感がみなぎ

る。堀川一斉大掃除各委員会も然り。地区環境保全委員指導の１Ｒ・７Ｒ合同各クラブ環境保全委

員長会議を７月２６日にひかえての資料作成。多忙と焦りの毎日。先輩委員が通られた道。この道

を踏み外す事は許されない。役目の中で「企画した事」「実行した事」「改善したい事」「失敗した

事」「新プラン」等を自分なりに自分らしくまとめて、次に託したい。これが地区委員の最低の義

務と責任と考えている。「未来の地球を考える」を基本理念に、次代を担う子供達の為にも、住み

良い地球環境の実現に向けて地球環境の保全を大いに叫ばなくてはなりません。これもライオンズ

マンの大事な役割の一つ。地区環境保全委員長の活動方針を胸に一年間頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７９７回 例会 

２００６年７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：４８名 

ファイン・ドネーション：４４４，０００円 

実行委員  Ｌ野々垣徹 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会 長 Ｌ入山 

・国旗に対し礼  

・国歌斉唱  

・ライオンズの誓い  Ｌ髙山 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・会長挨拶 会 長 Ｌ入山 

・入会式 会員委員長 Ｌ柴田 

賛助会員  渡辺  真史(わたなべ しんじ)様 

         赤木 誠治（あかぎ せいじ）様 

・新旧三役バッチ交換 

・議事審議事項                          会 長 Ｌ入山 

    ①第１～３回準備理事会議事承認事項一括審議 

 ②前期会則付則の件 

 ③新入会員の件（吉田） 

 休会の件（Ｌ前川） 

 ④前期年次例会決算書の件 

 ⑤７月第二例会(納涼例会)予算書の件 

 ⑥「堀川とまちづくりを考える会」への協力金 20,000円 

 ⑦国際平和ポスターコンテストの件 

一括承認された。（質問の機会はなかった） 

・各委員会の報告事項 ①納涼例会の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

 ②ＩＴアンケート(メールアドレス)の件 ＩＴ･ＰＲ･出席委員長 Ｌ吉金 

 ③Ｈｏｔ・ほっとキャンペーンの件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

・幹事報告  幹 事 Ｌ髙坂 

・お誕生日祝い  会 長 Ｌ入山 

・お食事をどうぞ 

・テールツイスターの登場  Ｔ Ｔ Ｌ加藤善 

・本日の出席率の報告  ＰＲ・ＩＴ・出席委員長 Ｌ吉金 

・本日の会計報告  会 計 Ｌ遠藤 

・ライオンズローア   新三役 

・閉会のゴング  第一副会長 Ｌ峠 

・閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７９８回 例会 

２００６年７月１９日（水） １８：００～２０：００ 

於：名古屋港  

出席者数：３４名 

ドネーション・ファイン：１３６，０００円 

実行委員  Ｌ上野元嗣 

  
・開会の宣言並びに開会のゴング 会  長 Ｌ入山 

・会長挨拶 会  長 Ｌ入山 

本日はゴルフ部会のコンペを予定していましたが、早朝からの激しい雨のため中止となりまし

た。 

昨日から降り続いた雨が翌日に持ち越さないよう心配しておりましたが、雨は午後になって止

み、納涼例会には多数の参加者を迎えることが出来ました。 

既に第 1 回の例会と交通安全パレ－ドが無事終了しましたが、この船が岸壁を離れて始めて入

山丸の船出を実感しております。船は船長 1 人で動けません。Ｌ大竹委員長の交通安全パレ－ド、

Ｌ野々垣の納涼例会企画等、今後も各担当委員長及び委員の方々の協力がなければ船は進みません。

来年の人気まで執行部一丸となって懸命に努力いたしますので宜しくお願いいたします。 

又、本日はＬＬにご参加頂きまして大変感謝致しています。日頃ライオンズ活動でご家族に苦

労掛けているかもしれません。この納涼例会は、ＬＬをねぎらう意味もありまして毎年行われてお

りますので、飲食のみならず名古屋港の夜景を存分に楽しんで下さい。 

・委員長報告・幹事報告  

本日は特にありません。 

・本日の出席率の報告 ＰＲ・ＩＴ・出席委員長  Ｌ吉金 

・本日の会計報告 会  計 Ｌ前田 

・閉会のゴング  第一副会長        Ｌ峠 

・閉会 

《 食事会 》 

  

 120 人乗りの船で、１階に於いてビュッフェスタイルで行われた。船上からは名港トリ

トン（西から「名港西大橋」、「名港中央大橋」、「名港東大橋」、）のほか、潮見町埠頭と

北方には「ポ－トビル」とその東側の「イタリア村」が見られ、爽やかな海風が総ての

煩悩を吹き飛ばし、メンバ－とＬＬの親交を深めたことは間違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


