
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８３４回例会  

１月１６日（水）１８：００～ 

名古屋クラウンホテル 

２月例会案内 

第８３５回例会 節分例会 

２月６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８３６回例会 グルメ例会 

２月２０日（水）１８：００～ 

ホテルオークラレストラン 

 

第４２８回 理事会議事録 
 

日時及び場所 平成１９年１２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   

（第１号議案）前回議事録報告(Ｌ峠)  

 

（第２号議案）退会の件（Ｌ大川原洋治）(№2) 会員委員長 Ｌ速水 －承認－ 

       休会の件（Ｌ丹羽正道）(№3)  －承認－ 

       入会式の件（久野 実様） 

 

（第３号議案）横井山緑地植樹ＡＣＴ決算の件(№4～5) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 －承認－ 

 

（第４号議案）国際平和ポスターコンテスト決算の件(№6) 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 －承認－ 

   

（第５号議案）豊正中学校 薬物乱用防止教室決算の件(№7) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 －承認－ 

 

（第６号議案）中部経済新聞社 新春広告企画の件(№8～9) ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ髙坂 －承認－ 

 

（第７号議案）事務局 一時金の件 会長 Ｌ峠 －承認－ 

 

（第８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(№10) 会長 Ｌ峠 

 

（第９号議案）その他 

第一副会長の件について  －審議－ 

 

三．報告事項 

 ・冬期ＹＥ生受け入れの件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

 ・２００８年３月１２日（水）単独献血ＡＣＴについて 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

 ・ＬＣＩＦ＄１０００献金の件(№11) 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 



四．幹事報告 

 ・全名古屋ライオンズクラブ会員名簿配布の件 

 ・新入会員追加貼り配布の件 

五．その他 

 

第８３１回 例会 

２００７年１２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：２３７，０００円 

 実行委員  Ｌ堀江泰史 

・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） 

・会長挨拶 会 長 Ｌ峠 

・入会式    正会員  久野 実（くの みのる） 様 会員委員長 Ｌ速水 

・2006～2007年度クラブ会長優秀賞授受（前会長Ｌ入山） 会 長 Ｌ峠 

・2006～2007年度 100%クラブ幹事賞授受（前幹事Ｌ高阪） 会 長 Ｌ峠 

・ 議事審議事項                        会 長 Ｌ峠 

 ①退会の件（Ｌ大川原洋治） 

 休会の件（Ｌ丹羽正道） 

 ②横井山緑地植樹ＡＣＴ決算の件 

 ③国際平和ポスターコンテスト決算の件 

 ④豊正中学校 薬物乱用防止教室決算の件 

 ⑤中部経済新聞社 新春広告企画の件 

 ⑥事務局一時金の件 

 ⑦名古屋マリオットアソシアホテル例会食費について 

・各委員会の報告事項 

①横井山緑地植樹ＡＣＴの件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

②２００８年３月単独献血ＡＣＴについて 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

③ＬＣＩＦ＄１０００献金の件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

④冬期ＹＥ生受け入れの件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

⑤豊正中学校 薬物乱用防止教室の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

 

・幹事報告  幹 事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント  副ＴＴ Ｌ堀江 

・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  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  財務委員長 Ｌ前田 

・閉会のゴング  第二副会長 Ｌ明石 

・閉会 

 

 

 

 



第８３２回 例会  クリスマス家族例会 

２００７年１２月１９日（水） １８：００～２０：００     

於：名古屋クラウンホテル 

出席者数：４３名 

ファイン・ドネーション：１１７，０００円 

 実行委員  Ｌ高木弘文 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会  長 Ｌ峠 

・会長挨拶 会  長 Ｌ峠 

・長期在籍表彰 ４０年 Ｌ河瀬良三 会  長 Ｌ峠 

・被表彰者のコメント 接待、会則付則委員長 Ｌ河瀬 

・ＣＮ３５周年記念大会事務局より ＣＮ３５周年記念大会事務局長 Ｌ入山 

・幹事報告 幹  事 Ｌ山崎 

・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 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

・閉会のゴング 前会長 Ｌ入山 

 

・開会の挨拶 計画・大会副委員長 Ｌ大竹 

・乾杯 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

・懇親会（お食事） 

・アトラクション   日本クラウン所属 歌謡歌手  遠山洋子 

・閉会の挨拶 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

・閉会 

 

 

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

１月 １日  Ｌ中山和夫 １月 ７日  Ｌ河瀬良三 Ｌｌ絢子 

１月 １日  Ｌ安井寛司 １月２６日  Ｌ高木弘文 Ｌｌひろ子 

１月 １日  Ｌ髙野隆喜 １月３１日  Ｌ三輪雅彦 Ｌｌ麻記子 

１月 ３日  Ｌ平林 實 

１月 ４日  Ｌ大脇三夫 

１月 ５日  Ｌ前田佳和 

１月 ８日  Ｌ伊藤公二 

１月１２日  Ｌ日置淳一 

１月１３日  Ｌ浅岡晃生 

１月３０日  Ｌ吉田湖二郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


