
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８１６回例会 家族例会 

４月２２日（水）７時名駅集合 

京都 嵐山・嵯峨野 

５月例会案内 

第８１７回例会 法要例会 

５月２日（水）午前１１時半～ 

甚目寺大徳院 

第８１８回例会 振替例会 

３３４－Ａ地区年次大会 

５月１２日（土）午後２：５０～ 

名古屋国際会議場 

 
 
 

第４１９回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成１９年３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 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 山崎               （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 高 木 弘 文 

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）次期役員候補者の指名（№３） 会 長 Ｌ入山 

       選挙会の日時について ４月第一例会（４/４(水)）        承 認 

 

（第３号議案）４月理事会変更の件 会 長 Ｌ入山 

        ４月３日（火） 14：00～16：00 名電ビル８Ｆ         承 認 

 

（第４号議案）会員資格変更の件（№４） 会員委員長 Ｌ柴田 

        Ｌ大川原洋治  正会員 → 賛助会員             承 認 

 

（第５号議案）グルメ例会(１月､２月第２例会)決算の件（№５） 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

                                      承 認 

   

（第６号議案）３月第１例会 ３０分延長の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

        ゲストスピーカー ＮＨＫ放送局 野瀬正夫様         

        （御礼 ３０，０００円）                   承 認 

 

（第７号議案）春の家族例会予算の件（№６） 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

                                      承 認 

 

（第８号議案）３月第一例会お客様の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

        名古屋本丸ＬＣ  会   長     Ｌ高橋義幸 

CN30周年大会委員長 Ｌ木村日出雄     承 認 



 

（第９号議案）チャリティコンサート決算の件（№７） 社会福祉･公衆安全委員長 Ｌ大竹 

                                      承 認 

 

（第10号議案）「堀川フェスティバル2007」の件（№８） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

         会員一人当たり ２００円拠出               承 認 

 

（第11号議案）松本中央ＬＣお土産代の件 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

        来名者一人当たり 2,000円                  承 認 

 

（第12号議案）事務局員退局の件（№９） 会  長 Ｌ入山 

                                    継続審議 

 

（第13号議案）その他 

・ ＣＮ３５周年記念大会 

大会委員長 L斎藤靖人より 組織・役割分担の説明 

 

 

  

三．報告事項  

・１・７Ｒ社会福祉合同ＡＣＴ(なかよしふれあい広場)の件（№10､11） 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

・クラブ単独献血ＡＣＴ役割分担の件（№12～14） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

・３月第二例会早朝ＡＣＴ役割分担の件（№15） 保健奉仕･環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

・松本中央ＬＣ来訪の件（№16） 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

 

 

 

四．幹事報告  

    ・名古屋天白LCCN３０周年記念大会（３/８ 名古屋東急ホテル） 

    ・名古屋本丸LCCN３０周年記念大会（３/１５ ウェスティンナゴヤキャッスル） 

    ・松本中央LC 故L池上多喜男の件 

    ・新会員セミナー（３/２６ 15：00～17：00 熱田神宮会館） 

    ・中部経済新聞の件  

 

 

   

五．その他 

 

 
 
 

第８１３回 例会 ～指名会～ 

２００７年３月７日（水）  １８：００～１９：４５    

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：４４名 

ファイン・ドネーション：１９１，０００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 



・国歌君が代斉唱 

・ライオンズの誓い  Ｌ瀬尾 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 Ｌ山崎 

 ＮＨＫ名古屋放送局      ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ｱﾅｳﾝｻｰ     野瀬正夫（のせ まさお）様 

 名古屋本丸ライオンズクラブ  会    長      Ｌ高橋義幸(たかはし よしゆき) 

                CN30 周年大会委員長  Ｌ木村日出雄（きむら ひでお） 

・会長挨拶 

   本日はお客様が多数お見えになりますので、私のあいさつも短くしたいと思います。 

   本日のお客様は本丸ライオンズクラブの CN30 大会委員長 L 木村日出雄と会長の L 高橋義幸です。 

   ゲストスピーチは NHK 名古屋放送局エグゼクティブ・アナウンサー野瀬正夫様です。L 木村日出雄

は CN３０周年大会の宣伝にお見えになりました。本番を楽しみにしています。 

・お客様ご挨拶 本丸 LC 大会委員長 Ｌ木村 

   本日は CN30 周年記念大会のご挨拶に参りました。 

   本来は昨年１２月にお伺いをするところでございましたが、不幸な事があり遅れてしまいました。申

し訳ございません。全力を尽くしますので、よろしくお願い致します。 

・長期在籍表彰  ３０年 Ｌ横畑五夫 会  長 Ｌ入山 

・指名会 会  長 Ｌ入山 

次期役員候補の指名、選挙会の日時について  

・議事審議事項  会  長 Ｌ入山 

 ①４月理事会変更の件 ４／３(火) 14：00～ 名電ビル８Ｆ 

 ②会員資格変更の件 Ｌ大川原 正会員→賛助会員 

 ③グルメ例会(１､２月第二例会)決算の件 

 ④春の家族会予算の件 

 ⑤チャリティコンサート決算の件 

 ⑥「堀川フェスティバル 2007」会員１人当たり ２００円拠出の件 

 ⑦松本中央ＬＣお土産代の件 

 ⑧事務局員退局の件 

・報告事項 ①１・７Ｒ社会福祉ＡＣＴ「なかよしふれあい広場」の件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ大竹 

 ②クラブ単独献血ＡＣＴ役割分担の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

 ③３月第二例会早朝ＡＣＴ役割分担の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ服部 

 ④松本中央ＬＣ来訪の件 姉妹提携委員長 Ｌ田中 

・幹事報告  幹  事 Ｌ髙坂 

・ゲストスピーチ  『スポーツ中継』 ＮＨＫ名古屋放送局 エグゼクティブ・アナウンサー   野瀬 正夫 様 

   日頃 L 後藤一夫には大変お世話になっています。 

① 中日ドラゴンズに関する事 

・落合監督は２年契約が出来たので、２年後にチームのピークが来る様に思う。現在のドラゴンズは平

均年齢が高い為、今年は若手を積極的に起用するはずです。 

・中村紀洋に関しては、落合としては取らざるを得なかった理由があります。 

 今年より来年使うでしょう。 

・福留選手について。日本球界で唯一世界で通用する野手です。 

  フリーエージェントになってどうするか？ 

   オリンピックで日の丸を背負ってプレーしたい。 

   今３０歳。メジャーいくなら今しかない。 

   日の丸かメジャーかじっくり見たい。 

② スポーツ解説者として 

・全球団のデータを毎日２時間位かけてみます。１日サボると大変です。 

・ニュースについては正しく読むよりも自分のコメントが楽しい。 

・ゴルフ中断の面白さは選手の心がはっきり出る事です。 

・年末高校ラグビーは決勝に出る為に同点の場合はくじ引きで決めます。 



・解説者が自分で涙を流すのではなく、聞いている人に涙を流させるようにする。 

・トイレについて 

  前日より注意をしている。どうしても我慢できないときはカンカンの中へする。 

  民放はコマーシャルがあるからよい。 

  春の選抜高校野球の時は延長戦が多いし、寒い。トイレが近くなるから大変です。 

③ その他 

・海外の中継は現地へ行っている訳ではなく、東京で画面を見ながら放送しています。 

・松坂に関しては、３２､３ゲーム登板、先発５回、中継ぎ６回位。中４日で半分勝てば１５勝位する

のではないか。去年より玉数をおさえる事をやっています。 

・オリンピックの放送権料は年々高くなっています。 

  １番 アメリカ     半分         日本   

  ２番 ＥＵ                   ＮＨＫ  ８０％ 

  ３番 日本       半分          民放   ２０％ 

・有料放送   限られた人だけ見る。― これは国民性がない。 

・最近、名古屋のニュースが多い。－ 名古屋は頑張っています。 

○ 質問 

Ｌ前田  多くのスポーツを中継されていますが、ルールは全部覚えるのですか？ 

○ 答え   ルールは全部覚えてます。生放送ですから、消しゴムはきかないので大変です。 

・お客様の退場 

・結婚記念日（報告のみ）・御誕生日のお祝い 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 

・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 元会長 Ｌ坪井 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ峠 

・閉会 

・お客様の退場 

 

 吉金 博 記 

 

第８１４回 例会 

２００７年３月２８日（水） ８：００～９：００     

於：稲葉地公園       

出席者数： 

実行委員 Ｌ前田佳和 

・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 

・名古屋市中村土木事務所 野口好夫所長挨拶  

・保健奉仕・環境保全奉仕委員長より作業説明とお知らせ 委 員 長 Ｌ服部 

・委員会報告 

・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斎藤靖人 

・作業開始 

 

例年、早朝例会は年２回だが、本年度は３回催行となり、この３月は例年中村公園で行われていた清掃が、

今年はこの稲葉地での清掃 ACT となった。 

今回は今までにない特筆すべき例会になった。先ず第１に、これまでにない暖かい陽気になったこと。早朝



にもかかわらず、12℃もあり、ぽかぽか天気。そのせいか、参加者も心なしか明るい。更に、雲１つない

透き通るような晴天となった。昨夜の雨が嘘のよう。それに清掃地にあるサクラの木が開花してきていた事。

更には又、清掃前なのに、殆どゴミ、落ち葉がなかったこと。こんなにきれいな事は今迄経験したことがな

い。聞くところによれば、近所にボランティアの人がおり、この近辺、毎日清掃しているという。稲葉地公

園のグラウンドも 4 年間いたホームレスも立ち去った。ライオンズクラブが行っている事が、特に阪神淡

路大震災以降、ボランティアという篤志家によって行われてきている。大変喜ばしいことだ。そんなことも

あり、取るゴミ、落ち葉も例年より少なく、予定より早く清掃作業を終了し、解散となった。 

 

渡辺一央 記 

 

 

 

誕生祝            結婚記念日 
４月 ３日  Ｌ鈴木和彦        ４月 １日  Ｌ柘植藤秋  Ｌｌ正子 
４月 ８日  Ｌ大川原洋治       ４月 １日  Ｌ伊藤芳雄  Ｌｌ陽子 
４月１８日  Ｌ近藤光治        ４月 ２日  Ｌ中山恭三  Ｌｌ真理子 
４月２８日  Ｌ田中光男        ４月 ２日  Ｌ加藤達也  Ｌｌ智子 

４月 ９日  Ｌ浅岡晃生  Ｌｌ治子 
４月１０日  Ｌ加藤鋭吉  Ｌｌ明子 
４月１４日  Ｌ遠藤英雄  Ｌｌ由美子 
４月１７日  Ｌ加藤 昇  Ｌｌ敏子 
４月２８日  Ｌ斎藤靖人  Ｌｌ貴子 

 
 

 


