
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８１４回例会 早朝例会 

３月２８日（水）午前８時～ 

稲葉地公園 

４月例会案内 

第８１５回例会 選挙会 

４月４日（水）午後６時～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 

第８１６回例会 家族例会 

４月２２日（水）時～ 

京都 嵐山・嵯峨野 

 
 
 

第４１８回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成１９年２月７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 斎藤靖人 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）  

         山崎                       （オブザーバー） 

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 遠 藤 英 雄 

 

一、 会長挨拶 

   Ｌ丹羽が久し振りに出席して頂き、ありがとうございました。皆様、身体には十分注意して下さい。 

 

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）指名委員の任命（№３） 会  長 Ｌ入山 

       指名委員会   ２月２０日開催                承 認 

       指名会 ３月第一例会 ３／７（水） 

 

（第３号議案）次期１Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員選出の件 会  長 Ｌ入山 

                                      承 認 

 

（第４号議案）ＣＮ３５大会委員長 接待・会則付則委員長 Ｌ河瀬 

        Ｌ斎藤靖人                         承 認 

 

（第５号議案）退会の件（Ｌ高山廣基）（№４） 会員委員会 Ｌ柴田 

       交替入会の件（斎藤 靖 様）（№５）             以上承認 

   

（第６号議案）２月第一例会 １５分延長の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

３月第一例会 ゲストスピーカーの件（№６） 

        ＮＨＫ名古屋放送局 野瀬正夫様（プロフィール）       以上承認 

 

（第７号議案）春の家族例会の件（№７，８） 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

       「春の嵐山、嵯峨野 トロッコ列車」に決定           承 認 



 

（第８号議案）３３４－Ａ、３３４複合地区年次大会代議員の選出の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

        代議員６名は現次期三役。                  承 認 

 

（第９号議案）補正予算及び中間収支決算書（№９～１３） 財務委員長 Ｌ明石 

                                      承 認 

 

（第10号議案）３月単独献血ＡＣＴ予算の件（№１４） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

                                      承 認 

 

（第11号議案）１ＲＹＥ活動費の件（№１５） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

                                      承 認 

 

（第12号議案）その他 

 

  

三．報告事項  

・３３４－Ａ、３３４複合地区年次大会の件（№１６） 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

・チャリティコンサートの件（№１７，１８） 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

・第２７回レオデーチャリティバザー協力の件（№１９） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

・太閤ＬＣ、中村ＬＣ合同ゴルフコンペの件 ゴルフ部会長 Ｌ遠藤 

 

 

四．幹事報告  

・第５３回地区年次記念ＡＣＴ本丸御殿建築協賛金請求書の件 

・名古屋本丸ＬＣＣＮ３０周年請求書の件 

・豊国神社お守り配布の件 

・中部経済新聞の件 

 

   

五．その他 

・ Ｌ丹羽より。「永い間休み、すみませんでした。」病気の経過、治療方法など説明があり、「今後

は理事会・例会出来るかぎり出席します」 

・ ４月４日の理事会の日時変更を三役に一任。 

 

 

 
 
 

第８０９回 例会 ～節分例会～ 

２００７年２月７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：４９名 

ファイン・ドネーション：１９１，０００円 

 

実行委員 Ｌ加藤達也 

・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吉田 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 



・会長挨拶 会  長 Ｌ入山 

   今日は第二副会長Ｌ丹羽が出席されています。また、２月４日には愛知県知事選挙がありました。柳沢

厚相の発言で苦戦を強いられましたが、なんとか自民が勝利する事が出来ました。神田知事も県民による

県民のすばらしい政治をしていただけると信じています。 

本日はたくさんの行事が予定されていますので、よろしくお願いします。 

・節分豆まき  甚目寺大徳院   堀江 承元（ほりえ じょうげん） 様 

年男  ９名 

    Ｌ大場民男  Ｌ佐藤信一  Ｌ河瀬良三  Ｌ高木弘文  Ｌ中川法恵 

    Ｌ堀江泰史  Ｌ水谷賢治  Ｌ安井寛司  Ｌ吉金 博 

本年の恵方は北北西の甚目寺観音になりました。 

・入会式（交替入会） 会員委員長 Ｌ柴田 

   斎 藤  靖（さいとう やすし）様 

  スポンサーは会長Ｌ入山。 

  「Ｌ斎藤靖人のように立派なライオンになれる様、宜しくお願いします。」 

  運営委員会は「計画・大会委員会」、事業委員会は「国際奉仕・ＬＣＩＦ委員会」です。 

・長期在籍表彰  ３５年 Ｌ後藤一夫 会  長 Ｌ入山 

・終身会員認証プレートの伝達（Ｌ木村、Ｌ横畑） 会  長 Ｌ入山 

・指名委員の任命 会  長 Ｌ入山 

・議事審議事項  会  長 Ｌ入山 

 ①次期１Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員選出の件 

 ②ＣＮ３５大会委員長 

 ③退会の件（Ｌ髙山廣基） 

 交替入会の件（斎藤 靖様） 

 ④春の家族会の件                       すべて承認 

 ⑤補正予算及び中間収支決算の件 

 ⑥334-Ａ、334 複合地区年次大会代議員選出の件 

 ⑦３月単独献血ＡＣＴ予算の件 

 ⑧１ＲＹＥ活動費の件 

・報告事項 ①334-A、334 複合地区年次大会の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

 ②チャリティコンサートの件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

 ③第２７回レオデーチャリティバザー協力の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ高木 

 ④太閤ＬＣ、中村ＬＣ合同ゴルフコンペの件 ゴルフ部会長 Ｌ遠藤 

・幹事報告  幹  事 Ｌ髙坂 

・ Ｌ斉藤実の事務所開きが２月２５日に行われます。 

・ 中部経済新聞にチャリティコンサートの記事が掲載されましたので、見ておいて下さい。 

・結婚記念日（報告のみ）・お誕生日のお祝い 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 

・Ｌ丹羽の挨拶 

   長期欠席いたしました。皆様にはご迷惑をおかけ致しました。昨年２月に大腸ガンの手術を致しました。

５月に肝臓に転移している事が判明。１０月まで抗がん剤を投与。１２月の検査でまだガン細胞が残って

いるとの事。薬を替えて治療中です。チャーターナイト３５周年の時の会長ですので、お断りさせていた

だいたのですが、皆様よりチャーターナイトの準備とか色々目標を作った方が良いとのお話しを頂き、そ

の様に思っています。 

   本日は皆様の元気なお顔を見させていただき元気をもらいました。色々あると思いますが、頑張ってや

っていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

   是非、ペット検査（ガン検診）をやられたらいいと思います。 

・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笹瀬 



・閉会のゴング  第一副会長 Ｌ峠 

・閉会 

 

 

 

第８１０回 例会 

２００７年２月２１日（水） １８：００～２０：００   

於：料亭「蔦茂」      

出席者数：４５名 

ファイン・ドネーション：５０，０００円 

  

実行委員 Ｌ吉金 博 

 

・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 

  先月、「ガ－デンレストラン徳川園」で開催しましたグルメ例会と趣を変えて懐石料理で有名なここ「蔦

茂」で開催しましたところ、多数のＬＬが参加して頂きました。メンバ－の皆様と企画して戴きました計

画委員長に心より感謝いたします。 

さて、２月１日（土）に行われましたチャリティ－コンサ－ト「広がれ！心の輪コンサ－ト」には大変

多数の方々に参加していただき、成功裡に無事終了することが出来ました。おかげで多額のチャリティ－

資金を「親愛の里」を通じて恵まれない人々に送金することが出来ました。 

又、多数の参加者を前に、中村ＬＣを代表して我が女房に花束を贈呈出来てこんなにうれしいことはご

ざいません。会長を受けて本当によかったとしみじみ思いました。あの時、コンサ－トホ－ル壇上で、無

常の幸せをかみ締めました。あの感激は今でもふつふつとして心の底から湧き出してきます。 

今期のメインアクティビティ－は、私にとって生涯の思い出となることでしょう。それと、これほど「佳

江の旦那」として誇りに思ったことはございません。“かあちゃんありがとう！” 

最後に、来る３月２０日(火)に中村ＬＣ単独の献血を行いますので、ご家族のご協力をお願い致します。 

・委員会報告 

・幹事報告  幹  事 Ｌ髙坂 

・乾杯  会員委員長 Ｌ柴田 

・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 

・閉会のゴング  元会長 Ｌ加藤善 

・閉会 

 

第２回のグルメ例会もＬ吉金の司会で進行し、乾杯の音頭をとったのは、数十年前にここを利用したという

Ｌ柴田で、「ウィサ－ブ」の声はＬＬのほうが若干大きかったようです。 

本日の会場は、中区栄３丁目の懐石料理「蔦茂」で行なわれました。 

ここ「蔦茂」は歴史が古く、大正２年に旅館として開業し、昭和２０．３に空襲によって焼失、２２．４に

料理旅館として再開しました。昭和２６に鉄筋４階建のビルを建築し、３２年に料亭として新ビルが竣工し現

在の建物となっています。 

 本日は、欠席は僅か６名で、出席率は９２％と驚くほどの高出席率でした。 

このことは、利便性と和食という点もありますが、何より会長の人柄によることが大きいと思います。 

 

 

 

 



 

 

誕生祝            結婚記念日 
３月 ４日  Ｌ渡辺真史        ３月 ３日  Ｌ横畑五夫  Ｌｌゆう 
３月１９日  Ｌ柴田良市        ３月 ３日  Ｌ後藤党慶  Ｌｌ多賀子 
３月２５日  Ｌ堀江泰史        ３月 ４日  Ｌ田中光男  Ｌｌ芳子 
３月３１日  Ｌ吉川 礒        ３月１６日  Ｌ渡辺真史  Ｌｌ美幸 

３月２１日  Ｌ後藤一夫  Ｌｌまさえ 
３月２３日  Ｌ大川原洋治 Ｌｌ一枝 
３月２４日  Ｌ服部吉秀  Ｌｌ順子 
３月２５日  Ｌ峠  宏  Ｌｌ康子 

 
 

 


