
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８２８回例会  

ＲＣ訪問例会（太閤ＬＣ合同） 

１０月１７日（水）１８：００～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ17F『ｺｽﾓｽ』 

１１月例会案内 

第８２９回例会 

 

１１月 ７日（水）１８：００～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ17F『ﾙﾋﾟﾅｽ』 

 

第８３０回例会  

早朝例会（植樹ＡＣＴ） 

１１月２１日（水） 

横井山緑地 

 

第４２５回 理事会議事録 
日時及び場所 平成１９年９月５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 峠 入山 丹羽 明石 山崎 大藪 後藤党 鈴木 速水 

 大竹 柘植 田中 野々垣 服部 吉金 遠藤 大場 河瀬 

 斎藤靖人 柴田 髙坂 前田 山本         （役員２３名） 

 山梨 加藤鋭 大塚 中山和 安井 加藤音 浅岡 笹瀬 

 加藤善 木村 坪井                 （接待委員）  

 髙野 高木 中川 吉田 堀江             （副役員）  

            下線：出席者     

           議長    会 長  Ｌ 峠 宏 

 議事進行  幹 事  Ｌ 山 崎 直 哉 

 書記  副幹事 Ｌ 髙 野 隆 喜 

 〃  〃 Ｌ 高 木 弘 文 

一、 会長挨拶 

 

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ峠  宏 

（第１号議案）前回議事録報告(Ｌ峠)(№25～26) 

 

（第２号議案）台北市明徳獅子会訪問の件(№2) 姉妹提携委員会 Ｌ大場 

       詳細を後日資料添付 

 

（第３号議案）９月第一例会 １５分延長の件(№3～4) 計画・大会委員長 Ｌ柴田  ─承認─ 

本日のお客様 １Ｒ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン  Ｌ安井善宏  

          １Ｒ   レオ・社会福祉委員    Ｌ小田英紀 

 

（第４号議案）８月第二例会 早朝例会決算の件(№5) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長  Ｌ野々垣 ─承認─ 

  

（第５号議案）植樹ＡＣＴの件について(№6～7) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長  Ｌ野々垣 ─承認─ 

    

（第６号議案）綱ひこうぼうし大会の件(№8～11) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤  ─承認─ 

    

（第７号議案）２００７年度薬物乱用防止教育講師養成認定講座の件(№12～13) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤  ─承認─ 

    

（第８号議案）地区レオ・社会福祉委員会活動計画の件(№14) 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉金 

       募金活動の実施について 

 

（第９号議案）新潟県中越沖地震被災者に対する義捐金の件(№15) 会    長 Ｌ峠   ─承認─ 

    

（第10号議案）その他 

・事務局員の例会等に書類の届けなどタクシー代       Ｌ大藪  ─承認─ 

・１Ｒ２ＺのＲＣ候補推薦委員として Ｌ河瀬良三 Ｌ坪井貞憲       ─承認─  



三．報告事項  

・国際平和ポスターコンテストの件(№16) 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

・ＬＣＩＦ（ＣＳＦⅡ）の件(№17～23) 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 

四．幹事報告  

・ガバナー公式訪問６クラブ合同例会予算６クラブ均等割り(№24) 

・松本ＬＣＣＮ記念例会出席の件  

・事務局休暇（９月２５日 (火)）の件 

       

五．その他 

 

 

第８２５回 例会 

２００７年９月５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：１６０，０００円 

 実行委員  Ｌ鈴木 和彦 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会  長 Ｌ峠 

・国旗に対し礼 

・国歌斉唱 

・ライオンズの誓い  Ｌ渡辺真 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 名古屋ウエストＬＣ 

       ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 １Ｒ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン     Ｌ安井善宏（やすい よしひろ） 

            〃              １Ｒ   レオ・社会福祉委員       Ｌ小田英紀（おだ ひでき） 

 

・会長挨拶 会   長 Ｌ峠 

・ゾーン・チェアパーソンご挨拶                 １Ｒ２Ｚ ＺＣ    Ｌ安井 

・議事審議事項 ①８月第二例会 早朝例会決算の件 会   長 Ｌ峠 

 ②植樹ＡＣＴの件……第５号議案 

 ③薬物乱用防止教育講師養成認定講座の件……11/26 

 ④地区レオ・社会福祉委員会活動計画の件 

 ⑤新潟県中越沖地震被災者に対する義捐金の件 

 ⑥その他……事務局のタクシー代、ＲＣの件 

・各委員会の報告 ①台北市明徳獅子会訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

 ②東南アジアフォーラム参加者募集の件……9/10 受付 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

 ③国際平和ポスターコンテストの件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 ④ＬＣＩＦ（ＣＳＦⅡ）の件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 ⑤綱ひこうぼうし大会の件 YE･青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

・幹事報告……松本中央ＬＣ出席者５名 幹   事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント Ｔ   Ｔ Ｌ鈴木 

・結婚記念日（報告のみ）・お誕生日のお祝い 会   長 Ｌ峠 

・お食事をどうぞ  

・テールツイスターの登場 副 Ｔ Ｔ Ｌ堀江 

・本日の出席率の報告 出席委員長 Ｌ柘植 

・本日の会計報告 会   計 Ｌ大藪 

・ライオンズローア Ｚ   Ｃ Ｌ安井 

 会   長 Ｌ峠 



・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ丹羽 

・閉会 

・お客様退場 

 

 

 Ｌ鈴木和彦の実行委員のもとで、１５分の延長が報告され、プログラムにそって進行。まずは会長Ｌ峠から 

第８２５回の例会開会宣言並びに開会のゴング。 本日はＺＣのＬ安井善宏、レオ・社会福祉委員のＬ小田英紀を

お迎えしての例会でした。会長のＬ峠からの歓迎の挨拶のあと、ＺＣ・Ｌ安井善宏から、今日はゾーンで２回目の

例会訪問ということでした。 

 本日は与えられた時間が５分ということなので、皆様に色々なお話が出来ず残念ですが「THE LION of AICHI 

2007-2008 Vol.1」を読んで頂くと、ＺＣとしての立場からのお話したい事が解って頂けると思います。先ず国際

会長の「変化への挑戦５項目」そしてガバナーL 永草昌勝の「流そう、ライオンズの汗は希望の光」のスローガン

の通り「愛」は全ての光であり、愛は心を豊にしてくれる、人として一番大切な原点と思います。ライオンズの皆

さん、もう一度原点にかえって「単位クラブ活動方針」「単位クラブの事業方針」にクラブ三役の方々、理事会・

各運営委員会が、これからも活発に活動が出来るよう希望しておりますとまとめて頂きました。 

 私共中村ＬＣも心の通った愛あるＡＣＴをこれからも続けましょう。 

記 Ｌ髙野隆喜 

 

 

３３４－Ａ地区ガバナー公式訪問１Ｒ２Ｚ合同例会 

２００７年９月１８日（火） １２：１５～１４：００     

於：キャッスルプラザ 

出席者数：３７名 

 実行委員(司会) 名古屋ウエストＬＣ 幹事 Ｌ権内 俊幸 

・来賓、ガバナー、地区役員入場 

・開会の宣言並びに開会のゴング 名古屋ウエストＬＣ 会長 Ｌ鈴田信彦 

・国旗に敬礼 

・国歌斉唱 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・来賓、ガバナー、地区役員紹介 名古屋金城ＬＣ   会長 Ｌ後藤文吾 

・１Ｒ２Ｚ各クラブ紹介 名古屋ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣ  会長 Ｌ熊沢 浩 

・ガバナー紹介 １Ｒ２Ｚ ＺＣ Ｌ安井善宏 

・ガバナー歓迎の挨拶 名古屋太閤ＬＣ   会長 Ｌ伊藤民彦 

・ガバナーご挨拶 ３３４－Ａ地区ガバナー Ｌ永草昌勝 

・ご来賓ご挨拶  ＣＳＦⅡナショナルコーディネーター・地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ栢森新治 

・地区委員長ご挨拶  ３３４－Ａ地区ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員長 Ｌ沖本一三 

           ３３４－Ａ地区レオ・社会福祉委員長 Ｌ横井耕市 

           ３３４－Ａ地区献眼・献腎・献血・骨髄移植推進委員長 Ｌ安井友康 

・ガバナー公式訪問回答書の提出 １Ｒ２Ｚ    各クラブ会長 

・公式訪問記念ＡＣＴ発表及び贈呈 名古屋中村ＬＣ   会長 Ｌ峠  宏 

・受領者謝辞   日本ボーイスカウト愛知県連盟名古屋西地区協議会 会長  加藤達男様 

・乾杯 １Ｒ ＲＣ Ｌ青木重臣 

・お食事 

・テールツイスター登場 名古屋中村ＬＣ   ＴＴ Ｌ鈴木和彦 

・幹事報告 名古屋本丸ＬＣ   幹事 Ｌ花井国男 

・出席率の報告 名古屋ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣ  出席委員長 Ｌ玉岡 宏 

・会計報告 名古屋太閤ＬＣ   会計 Ｌ青木勝人 

・ライオンズローア  ３３４－Ａ地区ガバナー  Ｌ永草昌勝 

ＣＳＦⅡナショナルコーディネーター・地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ栢森新治 



・閉会宣言並びに閉会のゴング 名古屋本丸ＬＣ   会長 Ｌ酒井清満 

・来賓、ガバナー、地区役員退場 

 

 

会場には２００７年複合地区スローガン「情熱と探究」「─流そう─ ライオンズの汗は希望の光」が掲げられ、

その中で第１Ｒ２Ｚ合同例会が、ガバナーＬ永草を迎えて定刻通りキャッスルプラザで開催。今年の当番クラブは

名古屋ウエストＬＣである。 

永草ガナバーは国際会長方針の中で特に ①会員増強 ②ＣＳＦⅡ ③薬害防止 の３点に重点を置きたいので、

協力をお願いしたい、又、変化への挑戦の時代であると挨拶されました。 

今期の中村ＬＣの役割として、例年通りの記念ＡＣＴ（日本ボーイスカウト２０万円、ガールスカウト５万円贈

呈）を会長Ｌ峠が大きな声で発表されました。又、テールツイスターＬ鈴木は１０００円のドネーションを頂きた

いと話されました。２人とも堂々とした姿が印象に残りました。 

いつも思うのですが、形式にとらわれ紹介の時間が長い。しかし当事者になると、批判したけれど……と思う。 

記 Ｌ髙坂英夫 

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

１０月 ２日  Ｌ山崎直哉 １０月 ３日  Ｌ髙坂英夫 ＬＬ洋子 

１０月３０日  Ｌ柘植藤秋 １０月 ４日  Ｌ渡辺一央 ＬＬ良子 

 １０月１０日  Ｌ加藤善康 ＬＬ幸子 

 １０月１３日  Ｌ伊藤公二 ＬＬ里美 

 １０月１４日  Ｌ入山毅士 ＬＬ佳江 

 １０月１５日  Ｌ日置淳一 ＬＬ純子 

 １０月２２日  Ｌ大場民男 ＬＬ欽子 

 

 

趣味部会             

第２回ゴルフ部会 ＜2007.9.19 於：名四 C.C.＞ 

１位  Ｌ野々垣徹  

２位  Ｌ斎藤靖人 

３位  Ｌ吉田湖二郎   

ＢＢ  Ｌ後藤党慶   

ＢＧ  Ｌ野々垣徹  

ＮＰ  Ｌ上野元嗣 

    Ｌ柘植藤秋 

    Ｌ野々垣徹 

 

 


