
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 
次回例会案内 

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 

１月例会案内 

第８０９回例会 新年例会 

１月１０日（水）午後１２時～ 

加藤旅館 

 

第８１０回例会 

１月１７日（水）午後６時～ 

ガーデンレストラン 徳川園 

 
 
 
 

第４１５回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成１８年11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   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 服部 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）  

            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)                  承 認 

 

（第２号議案）入会式の件（伊藤公二様） 会員委員長 Ｌ柴田 

                                    承 認 

 

（第３号議案）終身会員申請の件（Ｌ木村）（№２） 会員委員長 Ｌ柴田 

休会の件（Ｌ花房）（№３）                以上承認 

 

（第４号議案）１１月第一例会１５分間延長の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

・ 故Ｌ前川 御家族(御令室 美智子様、御子息 英夫様)会葬御礼 

・ 平和ポスター表彰者及び保護者、校長会会長 挨拶 

         １２月第２クリスマス例会予算の件（№４）         以上承認 

   

（第５号議案）１１月第２早朝例会(中村公園清掃ACT)予算の件（№５、６） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

        ・プログラム、役割分担表等               承 認 

 

（第６号議案）デジカメ購入の件 PR･IT･出席委員長 Ｌ吉金 

        購入先 ビックカメラ￥32,380－             承 認 

 

（第７号議案）CSFⅡ(LCIF、MJF)＄1000献金のお願い（№７） 国際奉仕・LCIF委員長 Ｌ鈴木 

＄２０献金の件                      承 認 

 



（第８号議案）その他 

       Ｌ河瀬 － 元ガバナー本丸LC所属のＬ木村日出雄の奥様がお亡くなりになられ、その事

をオープンにせず、９月末に密葬された。それをRC Ｌ白井が本人より聞か

れて、Ｌ木村日出雄を励ます会を開催したいので、中村ＬＣの発起人として

お願いしたいと申し出があった。月初めに第１回の打合せ会があり、各クラ

ブ元会長１０名参加、会費15,000円。日時は平成18年11月22日(18：00～19：

30)、ウェスティンナゴヤキャッスルにて行うことになりました。尚、私が

発起人代表に選ばれましたのでご報告致します。中村ＬＣも元会長が15～17

名在籍と思われるので、11月10日迄に参加の返信を頂きたい。 

 

  

三．報告事項  

・台北市明徳獅子会訪問帰国報告 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

  １６名が３１周年記念式典参加 

・１Ｒ２Ｚ合同献血ＡＣＴ実績の件（№８） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

  当クラブは実績が悪かった。全体としての実績は目標をクリアした。 

・薬物乱用防止教室の件（№９） ＹＥ･青少年指導委員長 Ｌ高木 

  １１月２８日(火) 11：00～11：45  豊正中学校 

  １１月２９日(水) 11：00～11：45  日比津中学校 

 

 

四．幹事報告  

    ・ライオンズ必携配布の件  

    ・事務局休暇（１１月２２日 (水)）の件 

 

   

五．その他 

Ｌ大竹 ― ふれあいコンサートの件 

Ｌ斎藤靖― 台北市明徳獅子会訪問の際、明徳獅子会の姉妹提携先であるマレーシアのＬＣより名古屋

中村ＬＣさんも４０周年行事を行うので是非来て欲しいと、先方の会長よりお誘いがあっ

た。ガバナー２人もだしている名門クラブなので、明徳ＬＣとの連絡を取りながら前向き

に考えたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

趣味部会 
名古屋中村ライオンズクラブ 第４回ゴルフ部会 

 １位  Ｌ後藤一夫     ニアピン 
 ２位  Ｌ髙坂英夫       Ｎｏ． ４  Ｌ遠藤英雄 
 ３位  Ｌ遠藤英雄       Ｎｏ． ７  Ｌ田中光男 
 ５位  Ｌ柘植藤秋       Ｎｏ．１２  Ｌ大藪城正 
 ７位  Ｌ田中光男       Ｎｏ．１６  Ｌ遠藤英雄 
１０位  Ｌ河瀬良三 
Ｂ．Ｂ． Ｌ大藪城正     ベスグロ  Ｌ遠藤英雄 

 

 

 

 

 

 



第８０５回 例会 

２００６年１１月１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：２９４，５００円 

実行委員 Ｌ山崎直哉 

 

・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後藤党 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 

   故Ｌ前川和茂   御令室        前川 美智子（まえかわ みちこ） 様 

            御子息        前川 英夫 （まえかわ ひでお） 様 

   中村小学校校長 中村区校長会会長    鷲野 利之 （わしの としゆき） 様 

   平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ優秀賞受賞 笹島中学校  大竹 隆志 （おおたけ たかし） 様 

                保護者    大竹 純子 （おおたけ じゅんこ）様 

・会長挨拶 会  長 Ｌ入山 

  国際情勢不安定なこの時期、平和ポスターコンテストは非常に意義のあるアクティビティです。 

・会葬御礼  前川 英夫様 

  社長業としてはこれからと言う時、悔しい思いがいっぱいです。社長の意思を継ぎ、前川建築を今よりも

５倍にも１０倍にも大きくしたいと思います。皆様のご協力を是非お願い致します。 

・入会式   伊 藤 公 二 様 会員理事 Ｌ柴田 

  Ｌ上野スポンサーによる伊藤公二様の入会式が厳粛なムードの中、執り行われました。非常に若々しく、

はつらつとした、家族を大切にされる好青年です。運営はＰＲ・ＩＴ・情報委員会、事業はＹＥ・青少年

指導委員会です。 

・平和ポスターコンテスト表彰及び賞品授与 国際奉仕･LCIF 委員長 Ｌ鈴木 

・お客様ご挨拶 中村区校長会会長 鷲野様 

 優秀賞受賞者 大竹君 

自分が書いた絵のように、世界が平和でありますように願っています。 

・議事審議事項  会  長 Ｌ入山 

 ①終身会員申請の件（Ｌ木村） 

 休会の件（Ｌ花房） 

 ②１２月第２クリスマス例会予算の件 

 ③１１月第２早朝例会(中村公園清掃ＡＣＴ)予算の件 

 ④デジカメ購入の件 

 ⑤LCIF（MJF､CSFⅡ）＄１０００献金の件 

 ＄２０献金の件                           すべて承認 

・報告事項 ①台北市明徳獅子会訪問帰国挨拶 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

          参加人数１６名、韓国、マレーシアからも参加され、非常に盛大な中身の濃い例会でし

た。一度も行かれていない方は是非一度行かれるといいと思います。 

 ②１Ｒ２Ｚ合同献血ＡＣＴ実績の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

 ③薬物乱用防止教室の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

・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 会員理事 Ｌ柴田 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ峠 

・お客様退場 

 

 

 

 

第８０６回 例会 

２００６年１１月１５日（水） ８：００～９：００      

於：中村公園         

出席者数：３４人 

実行委員 Ｌ堀江泰史 

 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会  長 Ｌ入山 

・会長の挨拶 会  長 Ｌ入山 

   今年もインフルエンザの季節がやってまいりました。しっかり体調管理をし、仕事にライオンズ活動に

頑張りましょう。この場所はもともと豊国神社があり、そして中村公園が出来ました。近くには競輪場

があります。けっこうマナーの悪い方が多いので、しっかりきれいにしましょう。頑張って下さい。 

・名古屋市中村土木事務所   野口好夫所長挨拶 所  長 野口様 

   本日の奉仕活動に対するお礼 

   更には先週土木局の方で掃除をしたとのこと。 

   あまり落葉を取ってしまうと風情がなくなるので、多少は残しておいて下さい。しかし、一週間で随分

落葉がありました。 

・保健奉仕・環境保全奉仕委員長より作業説明 委 員 長 Ｌ服部 

・幹事報告 幹  事 Ｌ髙坂 

・テールツイスター登場 Ｔ  Ｔ Ｌ加藤善 

・閉会のゴング 元会長 Ｌ柴田 

・作業開始 

・終了 

  

Ｌ河瀬による中村公園のアクティビティの歴史 

  日吉丸とその仲間達の銅像は当クラブ創立５周年の時のアクティビティでした。新田商事さんが精根込め

て造られました。 

  そしてこのアクティビティが当クラブの本格的なアクティビティの始まりだそうです。 

  名古屋中村ライオンズクラブの歴史と風格を感じました。 

 

 

 

 

誕生祝            結婚記念日 
１２月 １日  Ｌ山梨一美        １２月 ６日  Ｌ坪井貞憲 Ｌｌ美稚子 
１２月 ９日  Ｌ中山恭三        １２月１４日  Ｌ木村幹雄 Ｌｌシズ子 
１２月１０日  Ｌ河瀬良三 
１２月１４日  Ｌ高柳義明 
１２月２２日  Ｌ大藪城正 
１２月２３日  Ｌ上野元嗣 
１２月２５日  Ｌ野々垣徹 

 


