
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８０６回例会 早朝例会 

１１月１５日（水）午前８時～ 

中村公園 

１２月例会案内 

第８０７回例会 

１２月 ６日（水）午後６時～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 

第８０８回例会 ｸﾘｽﾏｽ例会 

１２月２０日（水）午後６時～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 
 
 

 

第４１４回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成１８年10月４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 吉金               （役員２１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）  

            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 遠 藤 英 雄 

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  佐藤信一様 会員委員長 Ｌ柴田 

承 認    

 

（第３号議案）新入会員の件（伊藤公二様）（№３） 会員委員長 Ｌ柴田 

承 認    

 

（第４号議案）赤い羽根共同募金(＠200円)の件（№４） 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

承 認    

 

（第５号議案）綱ひこうぼうし大会決算の件（№５） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

承 認    

   

（第６号議案）薬物乱用防止教室予算の件（№６，７） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

承 認    

 

（第７号議案）事務局員台湾随行の件 会 長 Ｌ入山 

        事務局不在のため緊急連絡先 

・ Ｌ入山 090-3306-1851 

・ Ｌ髙坂 090-3259-5052                          承 認 

 



（第８号議案）会員のしおり購入（№８） 会員委員長 Ｌ柴田 

＠２００×１５部＝３０００円                      承 認 

  

（第９号議案）保健奉仕・環境保全奉仕委員会の件 会 長 Ｌ入山 

委員長  Ｌ前川 → Ｌ服部                       承 認 

副委員長 Ｌ服部 → Ｌ伊藤 

 

（第10号議案）その他   なし 

  

三．報告事項  

・２Ｚ合同献血ＡＣＴの件（スケジュール、役割分担表）（№９） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

・臓器提供意思表示カード配布の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

・台北市明徳獅子会訪問の件（№１０） 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

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

・2006～07年度夏期ＹＥ派遣生申込の件（№１２） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

・１Ｒ２Ｚ合同チャリティゴルフ大会の件 ゴルフ部会長 Ｌ遠藤 

 

四．幹事報告  

・ 新聞記事の件  

 

 

   

五．その他 

 

 

 

１Ｒ２Ｚ合同献血・献眼・献腎・骨髄移植推進ＡＣＴ 

 １０月１１日、「世界ライオンズ奉仕デー」に恒例の６クラブ合同の献血奉仕活動が行われました。当日は

悪天候にもかかわらず、早朝より各クラブの準備は速やかに完了しました。我がクラブの担当はフォトメイツ

の手配及び街頭宣伝です。 

 ゾーンチェアパーソンの挨拶のあと、松原名古屋市長も直々においでになり大いに盛り上がりました。ただ、

本当に足元の悪い中、献血にご協力頂いた方々、又関係者の皆様、我がライオンズマン共々大変な一日ではあ

りましたが、ウィーサーブの旗印の下、一生懸命頑張りました。 

 

 

 

 

１Ｒ２Ｚ合同チャリティゴルフ大会 

《団体戦》  優 勝   名古屋中村ライオンズクラブ 

       準優勝   名古屋ウエストライオンズクラブ 

       ３ 位   名古屋本丸ライオンズクラブ 

 

《個人戦》  優 勝   Ｌ毛利有伸 

       準優勝   Ｌ髙坂英夫 

       ３ 位   Ｌ吉金 博 

 

 

 

 



第８０３回 例会 

２００６年１０月４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：４１名 

ファイン・ドネーション：２７１，０００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伊藤 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・黙祷 （故Ｌ前川和茂） 

・会長挨拶 会  長 Ｌ入山 

  こんばんは。９月２１日にＬ前川がお亡くなりになったという訃報を事務局から知らされた時は一瞬何が

何だか混乱して、信じられませんでした。６月の笹島のかに本家での保健奉仕・環境保全奉仕委員会の時は、

大変ヤル気満々で頼もしい限りでした。７月に入りましてから、彼から体調不良のため休会届が正式に出さ

れましたので、３役で８月４日にＬ前川の会社に見舞いに行って来ました。本人の口から「私は癌ですが、

癌に必ず打ち勝って、再びきっと中村ライオンズに復帰します」という力強い言葉をいただきました。私は

優秀な仲間を失って大変ショックを受けております。後はなんとか家族の方々が力を合わせて仲良く幸せに

暮らされると思います。Ｌ前川のご冥福を祈ります。我々は悲しんではおれません。前進あるのみです。綱

ひこう防止大会、ご苦労様でした。１０月１１日は１Ｒ２Ｚの合同献血が栄広場でありますので、必ずご協

力下さい。会社の方、お知り合いの方、お揃いの上お越し下さい。 

・入会式 会員理事 Ｌ柴田 

   佐 藤 信 一（さとう しんいち）様   奥様 都美江（とみえ）様 

・アワードの伝達（長期在籍者 ２０年Ｌ柴田良市、Ｌ中山恭三） 

・議事審議事項  会  長 Ｌ入山 

 ①新入会員の件 

 ②赤い羽根共同募金の件 

 ③綱ひこうぼうし大会決算の件 

 ④薬物乱用防止大会予算の件 

 ⑤事務局員台湾随行の件 

 ⑥会員のしおり購入の件 ＠200×15 部＝3000 円 

 ⑦保健奉仕・環境保全奉仕委員会の件 委員長  Ｌ前川 → Ｌ服部  副委員長 Ｌ服部 → Ｌ伊藤 

・各委員会の報告事項  

 ①２Ｚ合同献血ＡＣＴの件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

 ②臓器提供意思表示カード配布の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

 ③台北市明徳獅子会訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

 ④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 

 ⑤2006～07 年度夏期ＹＥ派遣生募集の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

 ⑥１Ｒ２Ｚ合同チャリティゴルフ大会の件 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 Ｔ  Ｔ Ｌ加藤善 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ峠 

・閉会 



３３４－Ａ地区 １Ｒ ＲＣ Ｌ白井 亮 例会訪問 

第８０４回 例会 

２００６年１０月２０日（金） １８：１５～１９：４５ 

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：３７名 

ファイン・ドネーション：６３，０００円 

実行委員 Ｌ福岡 勉（太閤ＬＣ幹事） 

 

・ゲスト・ビジターのご入場 

・開会のゴング 太閤ＬＣ会長 Ｌ高橋／ 中村ＬＣ会長 Ｌ入山 

・国旗儀礼 

・国歌君が代斉唱 

・ライオンズの誓い 中村ＬＣ会長 Ｌ入山 

・ライオンズクラブの歌 

・ゲスト・ビジターのご紹介 太閤ＬＣ Ｌ高木 

・会長挨拶 太閤ＬＣ会長 Ｌ高橋 

  名古屋中村ライオンズ結成時には太閤ライオンズクラブのメンバーは９３名でした。その内３２名が中村

ライオンズクラブにエクステンションしました。太閤ライオンズとの合同例会を年１回だけでなく、もっ

と開催したらどうか、とのお話がありました。 

・リジョンチェアパーソンのご紹介 中村ＬＣ会長 Ｌ入山 

・リジョンチェアパーソンのご挨拶 １Ｒ ﾘｼﾞｮﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ Ｌ白井 

○ ２Ｚチャリティーゴルフコンペのお礼 

７０万円程チャリティーができました。 

○ キャビネットからのお願い 

① ＣＳＦⅡでは世界で６９７０万ドル募金が出来ました。目標としては３年間で１５，０００万ドル集

めたい。チャレンジ目標としては２億ドルを是非達成したい。これは１人５００ドルに当ります。 

② ＭＥＲＬチーム（会員増強）２Ｚとしては期首メンバー数 ＋ ２０名。地区の目標としては各クラブ

１～２名です。エクステンションは今のところありません。 

③ 来年５月１２日に開催される地区年次大会は是非成功させたいのでご協力お願い致します。 

④ 名古屋城本丸御殿改築費用について １人１回５，０００円程集めたい。 

○ 国際会長 ジミー・カーターが来日されました。 

ウイサーブの確認（原点回帰） 

クラブの刷新、改革。各クラブの奉仕活動のマンネリ化。 

阪神大震災以来、ボランティア者が１０倍に増えました。その中でライオンズクラブとしては、どう活

動していくかが問われています。たとえば他のＮＰＯとのタイアップを考えてはどうか。 

一般の方にライオンズクラブの活動を理解していただければ、もっと会員が増えるかもしれません。 

・幹事報告 太閤ＬＣ幹事 Ｌ福岡／ 中村ＬＣ幹事 Ｌ髙坂 

・乾杯 １Ｒ ﾘｼﾞｮﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ Ｌ白井 

・お食事 

・テールツイスタータイム 太閤ＬＣＴＴ Ｌ白石／ 中村ＬＣＴＴＬ加藤善 

・本日の出席率の報告 太閤ＬＣ出席副委員長 Ｌ堀 

 中村ＬＣPR･IT･出席委員長 Ｌ吉金 

・本日の会計報告 太閤ＬＣ会計 Ｌ飯田／中村ＬＣ会計 Ｌ遠藤 

・ライオンズローア １Ｒ ﾘｼﾞｮﾝ･ﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ Ｌ白井 

 １ＲＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員 Ｌ出口 

 太閤ＬＣ会長 Ｌ高橋 

 中村ＬＣ会長 Ｌ入山 

・閉会のゴング 太閤ＬＣ会長 Ｌ高橋／中村ＬＣ会長 Ｌ入山 

・お客様の退場 



 

誕生祝 

１１月 １日  Ｌ吉金 博 

１１月 １日  Ｌ速水清朗 

１１月 ５日  Ｌ峠  宏 

１１月 ５日  Ｌ明石元佑 

１１月 ６日  Ｌ遠藤英雄 

１１月 ８日  Ｌ加藤音吉 

１１月１１日  Ｌ斎藤靖人 

１１月２５日  Ｌ横畑五夫 

 

 

 

結婚記念日 

１１月 ２日  Ｌ山梨一美 Ｌｌまさ子 

１１月 ３日  Ｌ前田佳和 Ｌｌ秀子 

１１月 ３日  Ｌ瀬尾昌信 Ｌｌ幸子 

１１月 ８日  Ｌ丹羽正道 Ｌｌよし子 

１１月１４日  Ｌ中川法恵 Ｌｌひさ子 

１１月２３日  Ｌ大塚和生 Ｌｌ智恵子 

 


