
 
 

 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８３２回例会 クリスマス例会  

１２月１９日（水）１８：００～ 

名古屋クラウンホテル５Ｆ『翠松館』 

１月例会案内 

第一回例会 新年例会 

１月９日（水）１１：１５～ 

料理旅館かとう 

 

第二回例会  

１月１６日（水）１８：００～ 

名古屋クラウンホテル 

 

 
第４２７回 理事会議事録 

 

日時及び場所 平成１９年１１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 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)（№20） 

 

（第２号議案）終身会員申請の件  Ｌ日置 淳一（№2） 会員委員長 Ｌ速水 ─承認 

新入会員の件（久野 実 様）(№3) 

 

（第３号議案）１１月第一例会３０分延長の件 計画・大会委員長 Ｌ柴田 ─承認 

・ 平和ポスター表彰者及び保護者、校長会副会長 挨拶 

・ 名古屋ウエストライオンズクラブ会長 挨拶 

 

（第４号議案）１２月第二例会（クリスマス家族例会）予算案（№4） 計画・大会委員長 Ｌ柴田 ─承認 

 

（第５号議案）１１月第２早朝例会(横井山緑地植樹ACT)予算の件（№5～10） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣─承認 

       予算書、式次第、役割分担表 

  

（第６号議案）ＬＣＩＦ＄１０００献金のお願い（№11～12） 国際奉仕・LCIF副委員長 Ｌ堀江 ─承認 

       ９月２５日ＣＳＦⅡ親善チャリティゴルフコンペ報告 

 

（第７号議案）豊正中学校薬物乱用防止教室の件(１１月２７日(火)) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 ─承認 

 

（第８号議案）ＣＮ３５周年記念大会委員会（№13～15） ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人─承認 

       予算案及び報告事項   

 

（第９号議案）その他 

  

三．報告事項  



・台北市明徳獅子会訪問帰国挨拶 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

・１Ｒ２Ｚ合同献血ＡＣＴ実績の件（№16～17） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

・１Ｒ ＲＣ選考会報告（№18） 接待、会則付則委員長 Ｌ河瀬 

四．幹事報告  

・中部経済新聞（１０月１２日）の件（№19） 

・上半期会費未納の件  

  

五．その他 

 

 

第８２９回 例会 

２００７年１１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：４６名 

ファイン・ドネーション：２４０．０００円 

 実行委員  Ｌ日置 淳一 

・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髙野 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 

   笹島中学校校長  中村区校長会副会長  宇津野常人（うつの つねひと） 様 

   平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ優秀賞受賞 稲西小学校  野口 知晃（のぐち ともあき） 様 

                保護者    野口 恵子（のぐち けいこ）  様 

名古屋ウエストライオンズクラブ 会長  Ｌ 鈴田 信彦（すずた のぶひこ） 

                   幹事  Ｌ 権内 俊幸（ごんない としゆき） 

                   会計  Ｌ 堀  正弘（ほり まさひろ） 

・会長挨拶 会  長 Ｌ峠 

・平和ポスターコンテスト表彰及び賞品授与  国際奉仕･LCIF 副委員長 Ｌ堀江 

クラブ表彰及び名古屋市教育委員会表彰 会  長 Ｌ峠 

・お客様ご挨拶 中村区校長会副会長 宇津野常人 様 

 平和ポスターコンテスト優秀賞受賞者 野口 知晃 様 

 名古屋ウエストライオンズクラブ  会長  Ｌ 鈴田 信彦 

・議事審議事項  会  長 Ｌ峠 

 ①終身会員申請の件（Ｌ日置）  

 新入会員の件（久野 実 様） 

 ②クリスマス家族例会予算案  

 ③１１月第２早朝例会(横井山緑地植樹ＡＣＴ)予算の件 

 ④ＬＣＩＦ＄１０００献金の件 

 ⑤豊正中学校薬物乱用教室の件（１１月２７日（火）） 

 ⑥ＣＮ３５周年記念大会委員会予算案について  

・報告事項 ①台北市明徳獅子会訪問帰国挨拶 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

 ②１Ｒ２Ｚ合同献血ＡＣＴ実績の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

 ③９月２５日ＣＳＦⅡチャリティゴルフコンペ報告 国際奉仕・ＬＣＩＦ副委員長 Ｌ堀江 

 ④１Ｒ ＲＣ選考会報告 接待、会則付則委員長 Ｌ河瀬 

・幹事報告 幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント 実行委員 Ｌ日置 

・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 



・テールツイスター登場 Ｔ  Ｔ Ｌ鈴木 

・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 名古屋ウエストＬＣ会長Ｌ鈴田 

 会  長 Ｌ峠 

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ明石 

・お客様退場 

 

 

ようやく暑さも和らぎ、過ごしやすくなってきた今日この頃、名古屋中村ライオンズクラブ第829回例会が、

11月 7日（水）午後 6時より、名古屋マリオットアソシアホテル 17階「ルピナス」の間にて開かれた。 

本日は 6名のお客様（平和ポスターコンテスト表彰関係者 3名と名古屋ウエストライオンズクラブ三役）を

お迎えしての盛り沢山の内容となり、30分延長の例会となった。 

今回の例会は一言でタイトルをつければ、「元気印例会」となるか。実行委員のＬ日置淳一の場慣れした口

調の司会進行、お迎えした笹島中学校校長、宇津野常人氏のはきはきした挨拶、同じくお迎えしたウエストラ

イオンズクラブ会長、Ｌ鈴田信彦の軽快な話しぶり、更に言い忘れてはいけない我がクラブ会長の益々自信に

満ちた話し方、これら共通するところは、皆声高であったこと、マイクや補聴器がいらないほど。高齢者の集

まりであるこのクラブにおいて、これはいやがうえにも盛り上がらざるを得ない雰囲気。良い傾向、若さを吸

い取った感じ。 

例会は議事審議事項、報告事項と進んで行ったが、特記すべき事柄は接待、会則付則委員長、L 河瀬による

1R RC選考会に就いての報告。来年の 1R RCとして我がクラブの L大場民男がその候補者として挙がったと

の事。もし、実現すれば、我がクラブからは 23 年ぶりの RC 選出の快挙となり、我がクラブの長年の悲願が

達成される事になる。その後、例会次第は順調に進み、当初予定より 8分早く 19時 37分に終了した。 

中村ライオンズクラブ、メンバー数 65名。本日の出席者 46名、欠席者 7名で本日の出席率は 84％でした。 

 

L渡辺一央 記 

 

 

第８３０回 例会  早朝例会 

２００７年１１月２１日（水） ８：３０～８：４０     

於：横井山緑地 

出席者数：２９名 

 実行委員  Ｌ吉田 湖二郎 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会   長 Ｌ峠 

・会長の挨拶 会   長 Ｌ峠 

・幹事報告 幹   事 Ｌ山崎 

・テールツイスター登場 Ｔ   Ｔ Ｌ鈴木 

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ明石 

 

 

当日の気温５℃以下の寒い中、会員２９名が参加をし、Ｌ吉田湖二郎による司会で始まりました。 

・会長挨拶  本日は９：００より２つのＡＣＴがあります。植樹祭と清掃のＡＣＴです。寒い中大変です

けれど宜しくお願いします。 

・幹事報告  無し 

・ＴＴ    本日は２つのＡＣＴのファインですから、欠席者１人￥３，０００とします。 

 

 

横井山緑地 植樹祭 及び 清掃ＡＣＴ 

  日時：２００７年１１月２１日（水）  

  場所：横井山緑地           



・横井山緑地 植樹祭  司会 Ｌ上野元嗣 

       ・八社学区連絡協議会     ４０名 

・名古屋中村土木事務所所長 １名 

・３３４－Ａ地区１Ｒ２Ｚ・ＺＣ １名 

・３３４－Ａ地区１Ｒ２Ｚ・前ＺＣ   １名 

・中村ＬＣ ２５名 

        総員約７０名による植樹祭及び清掃ＡＣＴが始まりました。 

・名古屋中村ＬＣ会長 Ｌ峠  宏  挨拶 

        私達人類は植物によって生かされています。植物の光合成によってオゾン層が出来ました。 

それが生物の源であります。１人の人間が生きていくには１０本の樹木が必要です。        

人は樹木によって生かされています。自然との調和を大切にしましょう。 

この横井山緑地は昭和１１年、山田少年の人命救助を称え、出来ました由緒ある公園です。 

 ・八社学区連絡協議会委員長 二村壽雄 様  挨拶 

        この横井山緑地公園は、毎日１００名位の人達がジョギングにみえる、中村区で一番憩いの

ある公園です。 

 ・３３４－Ａ地区１Ｒ２Ｚ・ＺＣ Ｌ安井善宏  挨拶 

        環境問題については全世界のＬＣが取り組んでいます。植樹についてもモニュメントは世界

中にあります。大切なことは植樹した木をしっかり育てていくことです。 

・名古屋市会議員 斉藤 実 様  挨拶 

        環境は世界の問題です。人への奉仕・地球への奉仕をしっかりやっていきたいと思います。 

・感謝状贈呈 

今回の植樹に対して、中村土木事務所所長・長谷川豊様より、中村ＬＣ峠会長に感謝状が贈呈さ

れました。 

・植樹祭 

コブシ３本・ヤマモモ３本・ツバキ３本・もみじ３本の合計１２本の木を植樹しました。ツ

バキ班ともみじ班に分かれ、各関係の皆様が、この木が立派に成長しますようにと願って、

神妙な面持ちでスコップを持ち、植樹が行われました。 

・清掃ＡＣＴ  

清掃作業は砂場１ヶ所と落ち葉拾いです。いつもの早朝例会の如く、Ｌ上野の指導により準

備万端滞りなく清掃ＡＣＴは完了致しました。 

 ・閉会の挨拶  名古屋中村ＬＣ ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 

        我々中村ＬＣのＣＮ３５周年記念大会が来年行われます。今回の植樹はそれに向けて良いス

タートがきれたと思います。本日は寒い中、関係各位の皆様ありがとうございました。 

 

Ｌ吉金 博 記 

 

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

１２月 １日  Ｌ山梨一美        １２月 ６日  Ｌ坪井貞憲 Ｌｌ美稚子 
１２月 １日  Ｌ斎藤 靖        １２月１４日  Ｌ木村幹雄 Ｌｌシズ子 
１２月 ８日  Ｌ中野利彦        １２月１８日  Ｌ中野利彦 Ｌｌ小夜子 
１２月 ９日  Ｌ中山恭三 
１２月１０日  Ｌ河瀬良三 
１２月１４日  Ｌ高柳義明 
１２月２２日  Ｌ大藪城正 
１２月２３日  Ｌ上野元嗣 
１２月２５日  Ｌ野々垣徹 
１２月３１日  Ｌ三輪雅彦 


