
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８３０回例会 早朝例会  

１１月２１日（水）９：００～ 

横井山緑地（植樹ＡＣＴ） 

１２月例会案内 

第８３１回例会 

１２月５日（水）１８：００～ 

名古屋マリオットアソシアホテル51Ｆ『ジュピター』 

 

第８３２回例会  

１２月１９日（水）１８：００～ 

名古屋クラウンホテル５Ｆ『翠松館』 

 

第４２６回 理事会議事録 
 

日時及び場所 平成１９年１０月３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   

（第１号議案）前回議事録報告(Ｌ峠)(№19) 

 

（第２号議案）綱ひこうぼうし大会決算の件(№2) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 ─承認 

 

（第３号議案）２Ｚ合同献血ＡＣＴの件(№3～7) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 ─承認 

 

（第４号議案）植樹ＡＣＴの件について（№3） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 ─承認 

 

（第５号議案）名古屋マリオットアソシアホテル例会食費について（No.8） 会  長 Ｌ峠 

   

（第６号議案）赤い羽根共同募金の件（№9） 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉金 ─承認 

 

（第７号議案）その他 

  

三．報告事項  

  ・台北市明徳獅子会訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

  ・松本中央ＬＣ第３９回記念特別例会訪問の件 会  長 Ｌ峠 

 

四．幹事報告  

  ・ＬＣ国際財団（ＬＣＩＦ）第５回視察旅行のご案内(№10～13) 

・春の家族旅行について（アンケート） 

・堀川清掃ＡＣＴについて 

  ・事務局員台湾随行の件（事務局員不在の緊急連絡先） 

  ・２００７～２００８年度夏期ＹＥ派遣申込予備調査について(№14～18) 

 

五．その他 



第８２７回 例会 

２００７年１０月３日（水） １８：００～１９：１５    

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：３４２，０００円 

 実行委員  Ｌ服部 吉秀 

・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生見 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・会長挨拶 会  長 Ｌ峠 

・アワードの伝達 長期在籍者 ３０年 Ｌ大藪城正、Ｌ加藤善康 

 ２０年 Ｌ大竹 昌  

 １５年 Ｌ入山毅士 

・議事審議事項  会  長 Ｌ峠 

 ①綱ひこうぼうし大会決算書報告の件 

 ②２Ｚ合同献血ＡＣＴの件 

 ③植樹ＡＣＴの件 

 ④名古屋マリオットアソシアホテル例会食費について 

 ⑤赤い羽根共同募金の件 

・各委員会の報告事項  

 ①台北市明徳獅子会訪問の件 

 ②松本中央ＬＣ第３９回記念特別例会訪問の件 

・幹事報告 幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント 実行委員 Ｌ服部 

・結婚記念日（報告のみ）・お誕生のお祝い 会  長 Ｌ峠 

・お食事をどうぞ 

・テールツイスターの登場 幹  事 Ｌ山崎 

 会  計 Ｌ大藪 

・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 ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ髙坂 

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ明石 

・閉会 

 

 

少し狭い会場にメンバー各位が続々と元気を運んでくると、Ｌ服部の進行で８２７回例会が始まる。 

まず、Ｌ峠会長より「朝晩寒い、健康管理に気をつけて･･･朝、奥さんと散歩すると、季節の情緒を感じら

れる」と前置きし、３ヶ月のお礼を申し述べられた。 

又、１０月の台北､１１月植樹ＡＣＴの協力のお願いも加えられた。 

その後、アワード伝達にて４名の長期在籍者の発表、Ｌ大藪、Ｌ加藤善、Ｌ大竹、Ｌ入山、各Ｌは長年の

経験を述べられ「良い友人、先輩に恵まれ、又、役を引き受けるたびにいろいろな事が身に付き感謝もして

おります」と挨拶。 

また、Ｌ加藤善より「３回もメンバーより助けを受け感謝しております」と。とても感激であった。 

審議事項、各委員会報告、幹事報告、淡々と進められ、時間内にローア、閉会のゴング。お疲れ様でした。 

言い忘れましたが、酸素ボンべを引きながらＬ大塚の「ライオン魂」お見事。 

お陰で大変世話になった頃を思い出させて頂きました。有難う御座いました。 

 記 Ｌ 中川 法恵   

 



第８２８回 例会  ３３４－Ａ地区 １Ｒ ＲＣ Ｌ青木重臣 例会訪問 

２００７年１０月１７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：４７名 

ファイン・ドネーション：２２５，０００円 

 実行委員  Ｌ山崎 直哉 

・お客様の入場（拍手にてお迎え 中村ＬＣ接待委員長先導） 

・開会の宣言並びに開会のゴング 太閤ＬＣ会長 Ｌ伊藤民彦 

 中村ＬＣ会長 Ｌ峠  宏 

・国旗に対し礼 

・国歌斉唱 

・ライオンズの誓い 太閤ＬＣ会長 Ｌ伊藤民彦 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 中村ＬＣ実行委員 Ｌ山崎直哉 

ライオンズクラブ３３４－Ａ地区  １Ｒ リジョン・チェアパーソン Ｌ青木重臣（あおき しげおみ） 

   〃       １Ｒ 環境保全委員 Ｌ竹田健司（たけだ けんじ） 

 

・会長挨拶  中村ＬＣ会長 Ｌ峠  宏 

・リジョン・チェアパーソンのご紹介 太閤ＬＣ会長 Ｌ伊藤民彦 

・リジョン・チェアパーソンのご挨拶 １Ｒ ＲＣ Ｌ青木重臣 

・幹事報告 太閤ＬＣ幹事 Ｌ高阪 肇 

・乾杯 １Ｒ ＲＣ Ｌ青木重臣 

・お食事をどうぞ 

・テールツイスター登場 太閤ＬＣ ＴＴ Ｌ平野由紀子 

 中村ＬＣ ＴＴ Ｌ鈴木和彦 

・本日の出席率の報告 太閤ＬＣ会員・出席委員長 Ｌ堀 一郎 

 中村ＬＣ出席委員長 Ｌ柘植藤秋 

・本日の会計報告 太閤ＬＣ会計 Ｌ青木勝人 

 中村ＬＣ会計 Ｌ大藪城正 

・ライオンズローア １Ｒ ＲＣ Ｌ青木重臣 

 １Ｒ環境保全委員 Ｌ竹田健司 

 太閤ＬＣ会長 Ｌ伊藤民彦 

 中村ＬＣ会長 Ｌ峠  宏 

・閉会のゴング 太閤ＬＣ会長 Ｌ伊藤民彦 

 中村ＬＣ会長 Ｌ峠  宏 

・閉会 

・お客様の退場 

 

 

 今期例会は我が中村ＬＣ担当で、幹事Ｌ山崎の司会で、１ＲＲＣ・Ｌ青木重臣、１Ｒ環境保全委員Ｌ竹田

健司の入場で始まった。 

 太閤ＬＣ会長Ｌ伊藤民彦、中村ＬＣ会長Ｌ峠宏の開会のゴング、中村ＬＣ会長Ｌ峠の会長挨拶、太閤ＬＣ

会長Ｌ伊藤のＲＣ紹介の後、１ＲＲＣ・Ｌ青木重臣のご挨拶があり、中でも国際会長Ｌマヘンドラ・アマラ

スリヤのテーマ「変化への挑戦」から歴代国際会長の話、各年でアメリカが会長を担当している話、普段気

付いていない事柄等、３０分間に渡り興味深く拝聴した。 

 続いて１ＲＲＣ・Ｌ青木重臣の乾杯で食事会となり、両ＬＣメンバー和気藹々の中、閉会のゴングを迎え

た。印象に残ったのは、太閤ＬＣ・ＴＴのＬ平野由紀子で、女性のＴＴには、男性Ｌはファイン・ドネーシ

ョンに財布の紐も緩むのではと感じた。 

記 Ｌ 大竹 昌   

 



祝誕生日 祝結婚記念日 

１１月 １日  Ｌ速水清朗 １１月 ２日  Ｌ山梨一美 Ｌｌまさ子 

１１月 １日  Ｌ吉金 博 １１月 ３日  Ｌ前田佳和 Ｌｌ秀子 

１１月 ５日  Ｌ明石元佑 １１月 ３日  Ｌ瀬尾昌信 Ｌｌ幸子 

１１月 ５日  Ｌ峠  宏 １１月 ８日  Ｌ丹羽正道 Ｌｌよし子 

１１月 ６日  Ｌ遠藤英雄 １１月１４日  Ｌ中川法恵 Ｌｌひさ子 

１１月 ８日  Ｌ加藤音吉 １１月２３日  Ｌ大塚和生 Ｌｌ智恵子 

１１月１１日  Ｌ斎藤靖人 

１１月２５日  Ｌ横畑五夫 

 

 

 

 

 


