
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８０４回例会 RC訪問例会 

１０月２０日（金）午後6：15～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

１１月例会案内 

第８０５回例会 

１１月 １日（水）午後６時～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 

第８０６回例会 早朝例会 

１１月１５日（水）午前８時～ 

中村公園 

 
 
 

 

第４１３回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成１８年９月６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 服部               （副役員）  

            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 

下線：出席者     

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) 

 

（第２号議案）入会式の件  瀬尾昌信様 会員委員長 Ｌ柴田 

承 認      

 

（第３号議案）新入会員の件（佐藤信一様）（№３） 会員委員長 Ｌ柴田 

       終身会員申請の件（Ｌ横畑五夫）（№４） 

以上承認      

 

（第４合議案）台北市明徳獅子会３１周年記念式典訪問(10/27,28,29)の件（№５） 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

       １０月２７日～２９日  Ａ案 

       １０月２７日～３０日  Ｂ案                  承 認 

 

（第５号議案）９月第一例会 １５分延長の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

       本日のお客様 １Ｚ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン  Ｌ加藤史典 

                １Ｒﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ薬物乱用防止委員  Ｌ森 喜一   承 認 

 

（第６号議案）８月第二例会 早朝例会決算の件（№６） 保健奉仕・環境保全奉仕副委員長 Ｌ服部 

承 認      

 

（第７号議案）綱ひこうぼうし大会の予算の件（№７～11） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

・ プログラム、役割分担                    承 認 



 

（第８号議案）２Ｚ合同献血ＡＣＴ分担金の件（№12～16） 保健奉仕・環境保全奉仕副委員長 Ｌ服部 

承 認      

 

（第９号議案）名古屋中村ＬＣネクタイの件 幹  事 Ｌ髙坂 

        ６０本以上で ３，３００円/本                 承 認 

 

（第10号議案）１Ｒ＆７Ｒ合同ＡＣＴ（№17～19） 会  長 Ｌ入山 

       「名古屋の水辺環境シンポジウムの紙上掲載とライオンズのアクティビティＰＲ」の件 

        負担金 ５０，０００円                    承 認 

 

（第11号議案）その他    なし 

     

三．報告事項  

・国際平和ポスターコンテストの件（№20） 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ鈴木 

・ＹＥ冬期派遣生募集経過について ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

・ガバナー公式訪問6ｸﾗﾌﾞ合同例会 予算6ｸﾗﾌﾞ均等割り（№21） 幹  事 Ｌ髙坂 

・１Ｒ２Ｚ合同チャリティゴルフ大会(10/19)の件（№22） ゴルフ部会長 Ｌ遠藤 

 

四．幹事報告  

    ・会員手帳変更の件  

    ・新入会員手帳貼りの件 

    ・松本中央ＬＣ事務局移転の件  

    ・松本中央ＬＣチャーターナイト（9/19）三役訪問の件  

    ・３３４－Ａ地区ＣＳＦⅡチャリティゴルフコンペ（9/25、レイクグリーンゴルフ倶楽部）の件  

    ・８月第２例会「打ち水」中部経済新聞掲載の件  

   

五．その他 

 

 

 

 

 

 
 

 

趣味部会 

名古屋中村ライオンズクラブ 第３回ゴルフ部会 

１位  Ｌ河瀬良三        ニアピン 

２位  Ｌ後藤一夫          №２  Ｌ髙坂英夫 

３位  Ｌ遠藤英雄          №８  Ｌ遠藤英雄 

５位  Ｌ吉金 博          №１３ Ｌ吉金 博 

７位  Ｌ吉田湖二郎         №１６ Ｌ峠  宏 

１０位  Ｌ峠  宏 

１５位  Ｌ高木弘文        ベスグロ  Ｌ遠藤英雄 

 

 

 

 



第８０１回 例会 

２００６年９月６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：４６名 

ファイン・ドネーション：１７６，０００円 

 

実行委員 Ｌ鈴木和彦  

 

・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吉金 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 

       ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 １Ｒ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン     Ｌ加藤史典（かとう ふみのり） 

            〃              １Ｒライオンズクエスト・薬物乱用防止委員 Ｌ森 喜一（もり きいち） 

・会長挨拶 会   長 Ｌ入山 

   早朝例会、打ち水大作戦のお礼。 

   会員増強活動についてのご協力をお願いします。 

・入会式 会員理事 Ｌ柴田 

・賛助会員  瀬 尾 昌 信（せお まさのぶ）様  奥様 幸子（さちこ）様 

   先頭より、Ｌ柴田、Ｌ瀬尾、奥様、Ｌ坪井、Ｌ遠藤の順に入室されました。 

   会長より異業種の人達の集まりでありますから、色々な勉強が出来ると思いますとの事。 

   運営委員会は「ＰＲ・ＩＴ・出席委員会」、事業委員会は「保健奉仕・環境保全奉仕委員会」所属です。 

・ゾーン・チェアパーソンご挨拶                 １Ｒ２Ｚ ＺＣ    Ｌ加藤 

   前年度の会員増強賞アワードを頂きました。 

   仕事柄、親王様（男の子）がお生まれになる事は２ヶ月前から分かっていました。 

   ゾーン・チェアパーソンはキャビネットの方針を伝達する事が大切です。 

   《ジミー・ロス国際会長》 クラブの刷新 アクティビティの改善及び指導力育成が必要。 

                世界に対してのライオンズの広報活動を積極的に行う。 

   《曽我ガバナー》 ・各クラブの特徴を生かした運営、アクティビティの推進 

            ・勝者と弱者の格差が大きくなっている今こそ、弱者に対し手をさしのべる。 

            ・たとえ明日が世の終わりでも今日林檎の木を植える無償の会いえの継承。 

            ・１０／１１日の合同献血宜しくお願い致します。 

・アワードの伝達（長期在籍者１０年Ｌ渡辺一央） 会  長 Ｌ入山 

・議事審議事項 会  長 Ｌ入山 

 ①新入会員の件（佐藤信一様） 

 終身会員申請の件（Ｌ横畑五夫） 

 ②８月第二例会決算の件 

 ③綱ひこうぼうし大会予算の件 

 ④１Ｒ２Ｚ合同献血ＡＣＴ予算 

 ⑤名古屋中村ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞネクタイの件（60 本以上で 3,300 円/本） 

 ⑥１Ｒ＆７Ｒ合同ＡＣＴ「名古屋の水辺環境シンポジウムの紙上掲載とライオンズのアクティビティＰＲ」の件 

以上すべて承認  

・各委員会の報告 ①国際平和ポスターコンテストの件 国際奉仕・LCIF 委員長 Ｌ鈴木 

 ②ＹＥ冬期派遣生募集経過について YE・青少年指導委員長 Ｌ高木 

 ③綱ひこうぼうし大会参加案内 YE・青少年指導委員長 Ｌ高木 

 ④ガバナー公式訪問６ｸﾗﾌﾞ合同例会 予算６ｸﾗﾌﾞ均等割り 幹  事 Ｌ髙坂 

 ⑤台北市明徳獅子会３１周年記念式典訪問（10/27,28,29）の件 姉妹提携委員長 Ｌ田中 



 ⑥１Ｒ２Ｚ合同チャリティゴルフ大会（10/19）の件 ゴルフ部会長 Ｌ遠藤 

・ 幹事報告 幹  事    Ｌ髙坂 

・結婚記念日（報告のみ）・お誕生のお祝い 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 Ｚ  Ｃ Ｌ加藤 

 会  長 Ｌ入山 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ峠 

・閉会 

・お客様退場 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３４－Ａ地区ガバナー公式訪問１Ｒ２Ｚ合同例会 

日時：2006 年 9 月１5 日（金） 11 時 45 分～13 時 30 分 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル、タワーズボールルーム II 

 

実行委員（司会）：名古屋太閤ＬＣ 幹事 Ｌ福岡 勉 

 

１． 来賓、ガバナー、地区役員入場 

２． 開会宣言並びに開会のゴング        名古屋ウエストＬＣ    会長    Ｌ都筑順雄 

３． 国旗に敬礼 

４． 国歌斉唱 

５． ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

６． 来賓、ガバナー、地区役員紹介       名古屋金城ＬＣ      会長    Ｌ池田鑛一 

７． １Ｒ２Ｚ各クラブ紹介           名古屋ブルースカイＬＣ  会長    Ｌ原 興一 

８． ガバナー紹介               １Ｒ２Ｚ ゾーンチェアパーソン    Ｌ加藤史典 

９． ガバナー歓迎の挨拶            名古屋太閤ＬＣ      会長    Ｌ高橋辰夫 

１０． ガバナーご挨拶              ３３４－Ａ地区 地区ガバナー     Ｌ曽我一義 

１１． ご来賓ご挨拶    ＣＳＦⅡﾅｼｮﾅﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・地区名誉顧問・元地区ガバナー    Ｌ栢森新治 

１２． 地区委員長ご挨拶 

     ３３４－Ａ地区 ＬＣＩＦ・国際協調委員長           Ｌ鈴木宸祥 

     ３３４－Ａ地区 ＹＥ・レオ委員長               Ｌ鳥山宣之 

     ３３４－Ａ地区 献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員長     Ｌ蟹江良三 

１３． ガバナー公式訪問回答書の提出                   １Ｒ２Ｚ 各クラブ会長 

１４． 公式訪問記念ＡＣＴ発表及び贈呈      名古屋中村ＬＣ      会長    Ｌ入山毅士 

１５． 受領者謝辞（代表） 

     日本ボーイスカウト愛知連盟名古屋西地区協議会 会長  安藤智章様 

１６． 乾杯                   １Ｒ リジョンチェアパーソン     Ｌ白井 亮 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お食事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 



１７． テールツイスター登場           名古屋金城ＬＣ      ＴＴ    Ｌ森 良隆 

１８． 幹事報告                 名古屋中村ＬＣ      幹事    Ｌ髙坂英夫 

１９． 出席率報告                名古屋本丸ＬＣ      出席委員長 Ｌ中村義枝 

２０． 会計報告                 名古屋ウエストＬＣ    会計    Ｌ清水英文 

２１． ライオンズローア 

     地区ガバナー ・ ＣＳＦⅡﾅｼｮﾅﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・地区名誉顧問・元地区ガバナー ・ 地区名誉顧問・元地区ガバナー 

      Ｌ曽我一義   ・    Ｌ栢森新治      ・     Ｌ木村日出雄 

２２． 閉会宣言並びに閉会のゴング        名古屋本丸ＬＣ      会長    Ｌ高橋義幸 

２３． 来賓、ガバナー、地区役員退場 

 

 

1 年に 1 回のガバナー公式訪問１Ｒ２Ｚ合同例会は今年はマリオットアソシアホテルの 

タワーズボールルーム II にて、9 月 15 日に開かれた。司会は太閤ライオンズクラブのＬ福岡 勉 幹事。 

いつもながら、通常の単独例会に比べ、会場自身も格段と大きく、荘厳。薄空色のひときわ高い天井に大きなマイ

クロフォン様のシャンデリアが 12 個下がる。いやがうえにも身が引き締まる思い。 

来賓の紹介の後、地区ガバナー Ｌ曽我一義より、突然来名したカーボーイハットの国際会長、Ｌジミーロスから

の方針をこの合同例会で披露。又１Ｒ２Ｚが CSFII で世界１貢献した事の報告もあった。 

これだけの大会になると、その他の挨拶も多く時間も取り、予定より時間超過。やきもきをしたが、食事の時間で

調整し、終わってみたら、予定より 3 分早い 13 時 27 分に終了した。 

中村ライオンズ関係では役員紹介の中で、Ｌ上野の返事がひときわ大きく、元気印。入山会長は記念 ACT 発表及び

贈呈を無難にこなし、高坂幹事は幹事報告を淡々と読み上げ、これだけの合同例会でありながら、お三方とも大役

を通常の例会のごとく平静に勤め上げた。 

6 クラブ総出席者数、288 名。中村ライオンズクラブの出席率は７６％だった。 

 

Ｌ渡辺一央 記 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

１０月 ２日  Ｌ山崎直哉 

１０月３０日  Ｌ柘植藤秋 

 

 

結婚記念日 

１０月 ３日  Ｌ髙坂英夫 Ｌｌ洋子 

１０月 ４日  Ｌ渡辺一央 Ｌｌ良子 

１０月１０日  Ｌ加藤善康 Ｌｌ幸子 

１０月１４日  Ｌ入山毅士 Ｌｌ佳江 

１０月１５日  Ｌ日置淳一 Ｌｌ純子 

１０月２２日  Ｌ大場民男 Ｌｌ欽子 

１０月３０日  Ｌ髙山廣基 Ｌｌ美千代 

 


