
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
お知らせ 
次回例会案内 

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 

３月例会案内 

第８３７回例会 

３月５日（水）１８：００～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ16F『ｻﾙﾋﾞｱ』 

 

第８３８回例会 早朝例会  

３月１９日（水）８：００～ 

中村公園 

 

第８３３回 理事会議事録 
 

日時及び場所 平成２０年１月９日(水) 10:15～11:15  於:料理旅館かとう 

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 伊藤芳        （副役員）  

               ：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)(№10)  

 

（第２号議案）クリスマス家族例会決算の件(№2) 計画・大会委員長 Ｌ柴田 ―承認― 

 

（第３号議案）２月グルメ例会予算の件(№3～6) 計画・大会委員長 Ｌ柴田 ―承認― 

 

（第４号議案）ゲストスピーカー要請の件 会長 Ｌ峠 ―承認― 

       演題「日本人の美と心」  

  

（第５号議案）会員資格変更の件   ―承認― 

       Ｌ堀江泰史 正会員→賛助会員に変更 

 

（第６号議案）その他 

  

三．報告事項 

 ・ＬＣＩＦ＄１０００献金報告(№7) 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 ・第９１回ライオンズクラブ国際大会（バンコク）の件(№8) 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

 ・冬期ＹＥ生受入れ報告 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

 ・上半期皆出席者報告(№9) 出席委員長 Ｌ柘植 

 

四．幹事報告 

 ・２００７年下半期通常会費請求書及び預託金一覧の件 

 ・ＣＳＦⅡ帽子配布の件 

 

五．その他 

 



第８３３回 例会 ～新年例会～ 

２００８年１月６日（水） １２：００～１３：１５    

於：料理旅館かとう 

出席者数：３８名 

ファイン・ドネーション：１４３，５００円 

 実行委員  Ｌ野々垣徹 

・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 

・議事審議事項  会  長 Ｌ峠 

 ①クリスマス家族例会決算の件 

 ②２月グルメ例会予算の件  

 ③ゲストスピーカー要請の件 

・委員会報告 ①ＬＣＩＦ＄１０００献金報告 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 ②第９１回ライオンズクラブ国際大会（バンコク）の件 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

 ③冬期ＹＥ生受入れ報告 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

 ④上半期皆出席者報告 出席委員長 Ｌ柘植 

・幹事報告  幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント  保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

・結婚記念日（報告のみ）・誕生のお祝い 会  長 Ｌ峠 

・乾杯 ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 

・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  社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉金 

・閉会のゴング  第二副会長 Ｌ明石 

・閉会 

 

 

昨年より暖かい新年でしたが、豊国神社においてご祈祷をして頂く会員各位の顔は神妙で引き締まって見

えました。三役が神前に榊を捧げた後、全員にて参拝しました。 

 村上宮司より、毎年毎年大変だ大変だと言いながら過ごしてきたが、日本人は優秀な民族だから大丈夫だ

という元気な話をされました。その後、場所を加藤旅館に移動、入口にて豊国神社のお札と視力ファースト

Ⅱ感謝の帽子が渡され、実行委員Ｌ野々垣のもとで新年例会が開催されました。 

 峠会長がＬ三輪のご母堂が亡くなられたことと、ＹＥ派遣生を中部国際空港に見送った報告があり、今年

は現場に行き行動したいとの思いを挨拶されました。プログラムが順調に進み、Ｌ斎藤靖人の乾杯後食事に

入り、時間が少し早かったけれど、ＴＴが登場、お酒も少し入っていたので和気藹々のうちに終了しました。 

 今年一年皆様のご健勝とご多幸をお祈り致します。 

「１００円玉ポン投げ、願い事の多い事、多い事」 

記：Ｌ髙坂英夫  

 
緊急臨時理事会議事録 

 

日時及び場所   平成２０年１月１６日(水) 17:30～18:00  於: 名古屋クラウンホテル 

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）  

    ：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 

 

二、 会長挨拶 

 

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ峠   

（第１号議案）第一副会長候補について 会   長 Ｌ峠 

         １月 ９日 接待、会則付則委員会でＬ鈴木和彦を推薦 

         １月１６日 緊急臨時理事会でＬ鈴木和彦を推薦 

  

三．報告事項  

 

四．幹事報告  

       

五．その他 

 
 
第８３４回 例会 

２００８年１月１６日（水） １８：００～１９：１５     

於：名古屋クラウンホテル 

出席者数：３７名 

ファイン・ドネーション：５０，０００円 

 実行委員  Ｌ伊藤公二 

・開会の宣言並びに開会のゴング  会  長 Ｌ峠 

・お客様の紹介   Ｌ伊藤芳 

和道生活芸術協会東海 全国実行委員長 小山 鈴代（こやま すずよ） 様 

         事務局長 近藤 敏夫（こんどう としお）様 

・会長挨拶  会  長 Ｌ峠 

・第一副会長辞任に伴う選任指名と特別選挙会について 会  長 Ｌ峠 

・終身会員認証プレートの伝達（Ｌ日置淳一） 会  長 Ｌ峠 

・委員会報告 

① グルメ例会のご案内 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

・幹事報告  幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント   Ｌ伊藤公 

・ゲストスピーチ    「日本人の美とこころ」      小山 鈴代 様 

・お礼の言葉  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  国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

・閉会のゴング  第二副会長 Ｌ明石 

・閉会 

 

 

 今回（第８３４回）の例会はマリオットアソシアホテルに代わって名古屋クラウンホテルで行われました。

緊急臨時理事会が開かれ、第一副会長のＬ丹羽正道が病気治療の為に辞任されたので、役員選出の会議が説

明され、Ｌ鈴木和彦の内定という報告を受けました。２月３日選挙会で決定とのことでした。 

 続いて例会が始まり、ゲストの華の会国際儀礼学院・礼法マナー学院学院長の小山鈴代様が紹介され、日



本人の美と心についてお話されました。話の中で、日本人の心について語られ、人を敬う心、人を尊敬する

心、人を思いやる心、和心に触れるという日本人の大切な心、外面の美しさではなく内面の美しさを作る事、

この話の中で日本人の感性の素晴らしさを痛感させられました。私も見習うべきだと思いました。 

実行委員のＬ伊藤公二が緊張しておられたのが印象的でした。いつもの例会より時間の過ぎるのが早く感

じられました。 

記：Ｌ吉田湖二郎  

 

 

第８３２回 例会 ～クリスマス例会～ 

２００７年１２月１９日（水） １８：００～２０：００     

於：名古屋クラウンホテル 

 

 本日は第８３２回例会の後、楽しみなクリスマス家族会が行われました。実行委員Ｌ高木弘文のハキハキとした

語り口で例会が始まりました。 

 会長挨拶の後、私達が敬愛する大先輩Ｌ河瀬良三の４０年長期在籍表彰がありました。Ｌ河瀬曰く「私の社会人

としての人生は、仕事とライオン活動に捧げました」というスピーチ、素晴らしいことだと思います。私達もそう

思えるよう、仕事とライオン活動に頑張ろうではありませんか。 

 さて、いよいよ楽しみなクリスマス家族例会が始まりました。まず、計画・大会副委員長のＬ大竹による、今回

のアトラクションに出場される日本クラウン所属歌謡歌手・遠山洋子さんのプロフィールの説明がありました。 

姉妹提携委員長Ｌ大場による乾杯の後、楽しみなアトラクションが始まりました。遠山洋子さん、さすがプロ。

素晴らしい声量で会場内を圧倒されました。「１００万本のバラ」以下６曲、アンコール曲１曲の全７曲を披露し

て頂きました。会場は終始和気藹々とした素晴らしいムードで進行していきました。 

今回お骨折り頂きました関係各Ｌのご苦労に頭の下がる思いです。 

計画・大会委員長の閉会の挨拶（素晴らしいスピーチ付き）の後、無事第８３２回例会と２００７年クリスマス

家族例会を終了することが出来ました。  

記：Ｌ吉金 博  

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 
２月 １日  Ｌ大竹 昌 ２月 ３日  Ｌ山本信房 Ｌｌ有架 
２月 ５日  Ｌ瀬尾昌信 ２月１８日  Ｌ吉金 博 Ｌｌ美知子 

２月１３日  Ｌ後藤党慶 ２月２１日  Ｌ明石元佑 Ｌｌ多津子 

２月２４日  Ｌ笹瀬英治 ２月２５日  Ｌ平林 實 Ｌｌ美代子 

 ２月２８日  Ｌ速水清朗 Ｌｌ久美代 

 

 

趣味部会             

第３回ゴルフ部会 ＜2008.1.23 於：愛知 C.C.＞ 

１位  Ｌ吉田湖二郎  ＢＢ Ｌ柘植藤秋 

２位  Ｌ髙坂英夫 ＢＧ Ｌ遠藤英雄 

３位  Ｌ遠藤英雄 ＮＰ  

５位  Ｌ大脇三夫           №４ Ｌ中川法恵 

７位  Ｌ入山毅士           №７ なし 

１０位  Ｌ田中光男           №13 Ｌ中川法恵 

１５位  Ｌ柘植藤秋           №16 Ｌ髙坂英夫 

  

 

     

     


