
 
 
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８２０回例会 年次例会 

６月２０日（水）午後６時～ 

名古屋マリオットアソシアホテル 

７月例会案内 

第８２１回例会 

７月４日（水）午後６時～ 

名古屋マリオットアソシアホテル 

 

第８２２回例会 納涼例会 

７月１８日（水）午後６時～ 

テレビ塔 タワーレストラン 

 
 

第４２１回理事会議事録 
  

日時及び場所   平成１９年５月２日(水) 10:15～11:15  於: 甚目寺大徳院 

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）  

            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 

         家族例会を終え感謝致しております 

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）春の家族会決算の件（№２） 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

         家族例会においては、ライオンズクラブメンバーとしての自覚を持って 

         品位を高める                             承 認 

（第３号議案）６月第一例会ゲストスピーカーの件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

        プロゴルファー昼川三津男様                     承 認 

       謝礼金 ３０,０００円 

（第４号議案）クラブ年次例会予算の件（№３） 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

         当日会費 ５,０００円 和食にて                    承 認 

  （第５号議案）クラブ年次例会チャーターメンバーへの記念品の件 幹  事 Ｌ髙坂 

         ９名 記念品（ループタイ ３,１５０×９＝２８,３５０）        承 認 

  （第６号議案）その他                            Ｌ柴田 

次期新規入会者の報告 

物故ライオン一覧をもう少し詳細に 

  

三．報告事項  

・  ３３４－Ａ地区年次大会の件  計画・大会委員長  Ｌ野々垣 

２００７年５月１２日  名古屋国際会議場にて 

・  ＣＳＦⅡ５００ドル達成クラブ表彰の件  会  長 Ｌ入山 

ダイヤモンド表彰 

・ 次期からのお願い 次期会長 Ｌ峠 

   ・次期会員手帳作成のためのお願い 

・ＣＮ３５周年記念大会の件                       Ｌ斎藤靖人 

    ６月に第２回委員会開催予定 



四．幹事報告  

・  新事務局員（齋藤良枝さん）の紹介  

・  松本中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞより礼状の件 

・  ＣＳＦⅡ（ＬＣＩＦ、ＭＪＦ） 

Ｌ後藤党慶 2/22付 １口（２回目） 

Ｌ加藤鋭吉 4/6付  １口（１９回目） 

・３３４－Ａ地区年次大会記念アクティビティ 本丸御殿建築協賛金領収書の件  

   

五．その他 

・会費未納者について 

 

 

 

第８１７回 例会 ～法要例会～ 

２００７年５月２日（水） １１：３０～１２：２０   

於：甚目寺大徳院      

出席者数： 

ファイン・ドネーション： 

実行委員 Ｌ後藤一夫 

 

 Ｌ後藤一夫の進行により厳粛な雰囲気の中、甚目寺大徳院にて法要例会が始まりました。 

・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 

  今日は昼の例会です。ゴールデンウィーク中にも関わらず、大変ご苦労様です。任期もあとわずかになり

ました。最後まで頑張りますのでよろしく御願い致します。 

  中村ライオンズクラブは物故ライオンのお陰で繁栄しています。 

  直近では故Ｌ前川が最前列に並んでいます。私は悔しくてなりません。 

・議事審議事項 ①春の家族会決算報告の件 

 ②６月第一例会ゲストスピーカーの件 

 ③クラブ年次例会予算の件 

・報告事項 ①３３４－Ａ地区年次大会の件 計画・大会委員長 Ｌ野々垣 

 ②ＣＳＦⅡ５００ドル達成クラブ表彰の件 会  長 Ｌ入山 

・幹事報告  幹 事 Ｌ髙坂 

・次期会長からのお願い ・次期会員手帳作成のためのお願い 第一副会長 Ｌ峠 

  会則付則に御意見があれば、第２回準備理事会までに連絡お願いします。 

  会員手帳 変更があれば５／１６日迄にご連絡お願いします。 

・テールツイスター登場 Ｔ Ｔ Ｌ加藤善 

・本日の出席率報告 ＰＲ・ＩＴ・出席委員長 Ｌ吉金 

・本日の会計報告 会 計 Ｌ遠藤 

・物故ライオンの紹介 接待・会則付則委員長  Ｌ河瀬 

  多数の出席有難うございました。 

  本日の御霊の４３名です。中村ライオンズクラブ発展の為、多大な尽力をされた方々です。 

  中村ライオンズクラブは発足から３４年経ちました。 

  太閤ライオンズからみえた方は３２名です。その内亡くなった方は２３名です。チャーターライオンは５

３名でした。現在おみえになるのは９名です。 

  毎年ていねいな法要例会をやっていただいて老人としてはありがたいかぎりであります。 

・法要 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ峠 

  最後に例年の如く、もろこの押し寿司をいただき故人の偲びながら法要例会を終りました。 



第８１８回 例会 ～第５３回３３４－Ａ地区年次大会～ 振替例会 

ＡＳＫ ａｎｄ ＡＣＴＩＯＮ 

「武士道」と言う古来より高潔な日本の精神文化の活用を呼びかけました。 

奉仕活動では各クラブの自主性を尊重し、クラブの特性を引き出すように 

「のびのび」「すくすく」を旨とし戦略は大きく、戦術は手堅く実績を上げるようにと訴えました。 

 

  国際協会関係 

Ⅰ ①国際大会「ＷＥ ＳＥＲＶＥ」を発表。主要８項目の奉仕活動を呼びかけられ、誇り、使命、指導力、

思いやり等の重要性を強調されました。 

  ②第４６回 東洋、東南アジアフォーラムは韓国（大邱）２００７年１０月１２日～１５日。第４７回は

香港。第４８回はタイにて開催されます。 

Ⅱ 複合地区ガバナー協議会 Ａ地区から(会計)曽我一義地区ガバナーに決まり 

   ２００７年６月１０日伊那市にて開催されます。 

Ⅲ 公式訪問 周年行事及び諸会議 

   第３回キャビネット会議では次期地区ガバナー 

６Ｒ２Ｚ春日井中央ＬＣ Ｌ永草昌勝が推薦されました。 

Ⅳ 各委員会活動状況 

① 会則付則 

② ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ 

③ ＭＥＲＬ・女性会員増強及び参加 

④ ＬＣＩＦ・ＣＳＦⅡ国際協調 

⑤ ＹＥ・レオ活動 

⑥ 社会福祉活動 

⑦ 環境保全活動 

⑧ リサーチ・長期計画 

⑨ ライオンズクエスト・薬物乱用防止活動 

⑩ 献眼、献腎、献血、骨髄移植推進活動 

⑪ 地区誌 

  ①～⑪の地区委員会活動状況「大きな夢、確かな実行」をスローガンに展開されました。 

 

第５３回地区大会アワード「年次表彰」に名古屋中村ライオンズクラブ入山会長が国際平和ポスターコンテス

ト協力賞を頂きました。（平和を祝して）また、会員 1人当たり５００ドル達成クラブとして「2005～2007年

度ＣＳＦⅡ感謝状」を頂きました。 

 

ご来賓出席者 

 愛知県副知事 

 名古屋市長  松原武久様  名古屋城本丸御殿建築基金に協賛 

                協賛金 １０，７４５，０００円 名古屋市へ寄贈 

 ライオンズクラブ国際協会 国際理事 Ｌ山田實紘 

 ライオンズクラブ国際協会 元国際理事 Ｌ Ｓｏｍｓａｋｄｉ Ｌｏｖｉｓｕｔｈ 

                令夫人 Ｌ Ｓｏｍｒａｎ Ｌｏｖｉｓｕｔｈ 

 ライオンズクラブ国際協会 元国際理事 Ｌ 竹内 淳一 

                令夫人     汎子様 

 日本ユニセフ協会大使   アグネス・チャン を迎え最後に 

 曽我一義ガバナーのキーワード（Ａｓｋ ａｎｄ Ａｃｔｉｏｎ） 

 Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ で無事年次大会を終了致しました。 

 

「探そう そして 実行しよう」「大きな夢、確かな実行」 

 今回のタイトルでした。                            記 Ｌ後藤党慶 



 

誕生祝            結婚記念日 
６月１３日  Ｌ山本信房        ６月 ３日  Ｌ安井寛司  Ｌｌ久美 
６月１７日  Ｌ木村幹雄         
６月２６日  Ｌ佐藤信一         
 
 
 
 
趣味部会 
名古屋中村ライオンズクラブ 最終ゴルフ部会〈５月２１日 於：スターツグアムゴルフリゾート〉 

 １位  Ｌ遠藤英雄      
 ２位  Ｌ中川法恵        
 ３位  Ｌ大脇三夫        
 ５位  Ｌ大薮城正        
 ７位  Ｌ入山毅士        
１０位  Ｌ斎藤靖人 

Ｂ．Ｂ．  Ｌ坪井貞憲      
ベスグロ  Ｌ遠藤英雄（７７） 
 
 
 
名古屋中村ライオンズクラブ 取切戦〈５月２２日 於：スターツグアムゴルフリゾート〉 

 １位  Ｌ髙坂英夫      
 ２位  Ｌ中川法恵      
 ３位  Ｌ吉金 博        

ベスグロ  Ｌ髙坂英夫（７９） 
 
  
 

 

 


