
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８１０回例会 グルメ例会 

１月１７日（水）午後６時～ 

ガーデンレストラン 徳川園 

２月例会案内 

第８１１回例会 節分例会 

２月７日（水）午後６時～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 

第８１２回例会 グルメ例会 

２月２１日（水）午後６時～ 

料亭 蔦茂 

 
 
 

第４１６回 理事会議事録 

日時及び場所   平成１８年12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 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 

出席者：下線     

一、 会長挨拶 

   中村公園早朝ＡＣＴ、薬物乱用防止教室ＡＣＴを無事終えることが出来た。保健奉仕・環境保全奉仕委

員長Ｌ服部、ＹＥ・青少年指導委員長Ｌ高木に大変感謝しています。おかげさまで任期の半分をつつが

なく終えることが出来ましたが、楽しい思い出の方が多く良かったと思っています。 

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）退会の件（Ｌ北村新一）（№２） 会員委員長 Ｌ柴田 

        病気治療のため                          承 認 

 

（第３号議案）１２月第一例会 １５分延長の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

         Ｌ斎藤靖講師で勉強会（「私とライオンズクラブ」） 

       グルメ例会(１月、２月第２例会)予算の件（№３） 

         ※１月第２例会 ガーデンレストラン徳川園での予算案       承 認 

 

（第４号議案）愛のチャリティコンサートの件（№４～７） 社会福祉･公衆安全委員長 Ｌ大竹 

        「第３回広がれ心の輪コンサート」企画趣旨説明及び予算書説明 

        当初予算より8,000円増えた（1RRC,1R2ZZC, ｱｼｽﾀﾝﾄ入場券＠2,000×４名） 

         日時  平成１９年２月１７日（土） 午後１時～ 

         場所  中村文化小劇場 

        全員参加ＡＣＴの為、参加者は各個人にて入場券を購入願いたい 

 

（第５号議案）３３４－Ａ地区社会福祉事業の件（№８） 社会福祉･公衆安全委員長 Ｌ大竹 

        企画書(案) ５．事業の内容 

              ６．概算費用負担（クラブ会員数×500円位） 

              ７．奉仕活動参加者（クラブ会員数÷２０の割合） 

          上記において不鮮明な事も多く、12月12日のリジョン会議にて今一度確かめてご報告し

たい。                             継続審議 



（第６号議案）１１月第２早朝例会(中村公園清掃ACT)決算の件(№９) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

                                         承 認 

 

（第７号議案）国際平和ポスターコンテスト決算の件（№１０） 国際奉仕・LCIF委員長 Ｌ鈴木 

                                         承 認 

 

（第８号議案）薬物乱用防止教室決算の件（№１１） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

                                         承 認 

 

（第９号議案）事務局 一時金の件 会 長  Ｌ入山 

        前年通り                             承 認 

 

（第10号議案）第５３回地区年次大会記念ＡＣＴの件（№１２） 会 長 Ｌ入山 

        ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区第５３回地区年次大会は2007年5月12日(土)

に名古屋国際会議場で開催されますが、全名古屋のライオンズクラブとして「名古屋城

本丸御殿建築へ協賛金1,000万円を寄贈」する事と致しました。 

この件につき各クラブメンバー１人当り１口5,000円以上の支援の要請が第５３回地区

年次大会アクティビティ部会 森雅大部会長より全名古屋ＬＣメンバー各位に宛て、趣

意書(案)として提出された件にて、当クラブの理事会にて検討。 

＜意見＞Ｌ斎藤靖－クラブの事業資金として、5,000円×人数分を出した方が良いと思

う。 

    Ｌ明石 － 予算化されてないので、事業資金よりの拠出は検討の余地がある。 

    Ｌ河瀬 － 当クラブは賛助会員、準会員がおり、一律メンバー１口5,000円以

上は問題がある。全名古屋３３クラブ約1,400人×5,000円としても、

7,000,000円しか集まらない。私は２口出す用意もあるが、不足額

が3,000,000円では大きすぎる。今一度再検討の必要がある。 

                             継続審議 

（第11号議案）その他    なし 

 

  

三．報告事項  

・クリスマス例会及びグルメ例会の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

 ＊クリスマス例会 

  １２月２０日（水）１８：００～２０：００ 名古屋マリオットアソシアホテル 

  例会は入って右側の部屋で行い、懇親会は左側のテーブル席で行います。 

 ＊グルメ例会  ２００７年１月１７日（水）１８：００～２０：００ 

  会場案内等(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ)及び出欠の確認（１月９日までに返事） 

・名古屋本丸ＬＣＣＮ３０周年記念大会の件（№１３） 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

 一般登録として２０名（三役、リジョン役員Ｌ上野除く）の出席要請がありましたので、ご参加をお

願い致します。 

  日 時  ２００７年３月１５日（木） 15：00～20：00（受付～祝宴） 

  場 所  ウェスティンナゴヤキャッスル 

  登録料  １５，０００円 

・ＬＣＩＦ＄１０００献金の件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ鈴木 

  １１月、１２月で募集していますが、現在１１人にご奉仕を頂いています。１月に送金。 

四．幹事報告  

・ ２Ｚ合同事務局年末年始閉局の件（１２月２９日～１月４日） 

・ 家族会員の国際会費の件  

・ 新入会員手帳貼りの件 

    誤字訂正  Ｌ伊藤公二   海部群 → 海部郡 

・ ＹＥ海外派遣 

        この度、フランス、イタリア、クロアチア、メキシコが派遣可能となりました。 

・ Ｌ遠藤のご尊父がお亡くなりになりました。１人３００円の香典（預託金振替）  



五．その他 

・ Ｌ河瀬 

   そろそろ次期役員(副会長、幹事)を決めるころだが、接待委員会で検討し答申しなければならな

い。又、３５周年大会委員長も本来は理事会で決めなければならないのだが、お手伝いをしてい

ます。 

皆様にご理解をいただいて、特に理事会のメンバーには次期役職を断らないようにお願いしたい。

年数及び実績を重んじ、順番にこなしてもらいたい。一致協力して中村ＬＣを盛り上げて頂きた

い。 

 

 

 

第８０７回 例会 

２００６年１２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：４５名 

ファイン・ドネーション：１５８，０００円 

実行委員 Ｌ吉川 礒 

 

・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山本 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・会長挨拶 会  長 Ｌ入山 

 １１月１５日に実施された「中村公園」清掃ＡＣＴ及び「豊正中学校」・「日比津中学校」で１１月２８日、

１１月２９日の２日間に亘って実施された薬物乱用防止の講演に対し、感謝致します。 

会長就任から今月で任期の半分が経ちます。引き続き皆様のご協力・ご指導をお願い致します。 

・2005～2006 年度クラブ会長賞（前会長 L 坪井）授受 会  長 Ｌ入山 

・2005～2006 年度１００％クラブ幹事賞（前幹事 L 渡辺）授受 会  長 Ｌ入山 

・議事審議事項  会  長 Ｌ入山 

 ①退会の件（Ｌ北村新一） 

 ②グルメ例会（１月、２月第２例会）予算の件 

 ③愛のチャリティコンサートの件 

 ④３３４－Ａ地区社会福祉事業の件 

 ⑤１１月第２早朝例会決算の件 

 ⑥国際平和ポスターコンテスト決算の件 

 ⑦薬物乱用防止教室決算の件 

 ⑧事務局員 一時金の件 

 ⑨第５３回地区年次大会記念ＡＣＴの件 

・報告事項 ①クリスマス例会及びグルメ例会の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

 ②名古屋本丸 LCCN30 周年記念大会の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

 ③ＬＣＩＦ＄１０００献金の件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ鈴木 

・幹事報告  幹  事 Ｌ髙坂 

・勉強会「私とライオンズクラブ」 指導力育成委員長 Ｌ斎藤靖 

１． メンバ－の増強 

世界のメンバ－数は、1,301,000 人、日本は 119,092人と昨年 10％を切った。 

334Ａ地区も 5,965人で、マイナス 114人の減少である。 

当クラブは、新入会員 6名に対して退会者 2名、差し引き 4名の増加で 63 名が在籍している。 

世界的にメンバ－数が減少しているため、地域・職域・血縁・同窓会に働きかけ、メンバ－として推薦す

るよう努力して頂きたい。 



２． 人生の思い出作り 

メンバ－となったきっかけは、異業種交流により世間を広めたいとの思いから、37歳で当クラブに入会し

た。 

メンバ－として今でも思い出に残ることは、ＡＣＴを通じた感動である。 

特に、海外ＡＣＴは、手続き・渡航・相手先との交渉等総てにおいて煩雑であるが、それにも増してやり

がいがあることである。 

幹事になって以降の海外ＡＣＴとしては、 

① ネパ－ル       役職：幹事 

「カトマンズ」バラ－ジュライオンズクラブを通じて、病院に手術用顕微鏡（オリンパス：800万円）

を贈呈した。 

メンバ－14 名が参加し、大徳寺僧侶の手による「掛軸」の販売で得た 250 万円の資金と、ＬＣＩＦ

に 3万ドルを申請し許可を得た資金で行なった。 

② スリランカ       役職：特別委員長 

「コロンボ」に校舎（延べ 370㎡、建設費 400万円、設備 100万円）を新築・贈呈した。 

松本中央ＬＣ、台湾明徳ＬＣ、名古屋駅西商工会の協力を得、当クラブから 16名の参加を得て行なわ

れた。 

又、翌々年に、救急車を贈呈した際に、校舎の完成を確認した。 

このＡＣＴに対して、ガバナ－・スペシャル・アワ－ドの対象となった。 

③ タイ      役職：会長 

「チェンマイ」ナコンピン・ライオンズクラブを通じて、クワァンパ－ク寺に教育施設（麻薬撲滅のた

めの教育施設）を新築・贈呈した。 

三重大学の梅林先生の指導の下に、松本中央ＬＣ、台湾明徳ＬＣの協力を得、当クラブから 39名の参

加を得て行なわれた。 

クラブＡＣＴ資金、チャリティ－ゴルフの企画のほか、ＬＣＩＦの資金 120 万円を 4 クラブで分け、

松本中央ＬＣから 10名、台湾明徳ＬＣから 19名、現地ナコンピンＬＣ、地元参加者を含め総勢 100

名の参加者の下に竣工式を行なった。 

④ モンゴル 

首都「ウランバ－トル」の病院に車椅子を贈呈、ＬＣＩＦ1万ドルの資金と、松本中央ＬＣ、台湾明徳

ＬＣの協力を得て行なわれた。 

３． 徳の再現を次世代に引き継ぐ 

奉仕活動を通じて、多くの人と知り合え又苦労と喜びを共有出来たことは、ライオンズクラブに在籍して

いたため味わえたことである。 

又、メンバ－同士がより深く親交出来たのは、奉仕活動に参加したからである。 

奉仕活動は、感動そのものである。 

より大きな感動を得るには、積極的に役員を引き受けることである。 

“自分が得た感動を次の人に伝えるために！” 

 

・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  Ｌ浅岡 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ峠 

・閉会 

 

 

 

 

 



第８０８回 例会 ～ クリスマス家族会 ～ 

２００６年１２月２０日（水） １８：００～２０：００     

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：４２名 

ファイン・ドネーション：９８，０００円 

実行委員  Ｌ中川法恵 

 

・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 

  今年もあと１0日程度で終わります。健康に留意され頑張って下さい。 

  来年はイノシシの年です。猪突猛進で後半戦をしっかりやりたいと思います。また、１月２月グルメ例会

がありますので計画委員会宜しくお願い致します。 

  来年も良い年でありますように。 

・委員会報告 

①第３回広がれ心の輪コンサートの件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

  中村文化小劇場にてチャリティコンサートがあります。まだ枠があいてますので、チケットの

方宜しくお願いします。 

・幹事報告 幹  事 Ｌ髙坂 

  １，７Ｒ合同アクティビティとして１２月２２日付の中日新聞にライオンズクラブの広告が出ています。

見ておいて下さい。 

  後半のアクティビティへの協力、よろしくお願いします。 

・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 接待、会則付則副委員長 L 山梨 

・閉会のゴング 元会長 Ｌ木村 

 

《クリスマス家族懇親会》 

・開会の挨拶 計画・大会副委員長 Ｌ山崎 

① クリスマスソング・メドレー 

② 時の流れに身を任せ 

・乾杯 指導力育成･MERL･情報委員長 Ｌ斎藤靖 

・懇親会（お食事） 

・アトラクション   フルート・アンサンブル ／ ハート・チェリー 

        オールディーズ・ポップス ／ 渋谷みちる 

③ 蘇州夜曲 

④ シェルブールの雨傘 

⑤ ムーン・リバー 

⑥ 慕情 

⑦ ①いい日旅立ち 

②川の流れのように 

③愛燦燦 

④慕情 

⑤１００万本の薔薇 

⑥We wish your Christmas 

・閉会の挨拶 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

   今回のクリスマス例会は会長より是非マリオットホテルでという事でした。 

   １月２月のグルメ例会、４月の家族例会、宜しくお願い致します。 

・閉会 

 



 

 

誕生祝            結婚記念日 
１月 １日  Ｌ中山和夫        １月 ７日  Ｌ河瀬良三 Ｌｌ絢子 
１月 １日  Ｌ安井寛司        １月２０日  Ｌ中村幸夫 Ｌｌ玲子 
１月 １日  Ｌ高野隆喜        １月２６日  Ｌ高木弘文 Ｌｌひろ子 
１月 ４日  Ｌ大脇三夫 
１月 ５日  Ｌ前田佳和 
１月 ８日  Ｌ伊藤公二 
１月１２日  Ｌ日置淳一 
１月１３日  Ｌ浅岡晃生 
１月２９日  Ｌ赤木誠治 
１月３０日  Ｌ吉田湖二郎 

 


