
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８３８回例会：指名会  

３月１９日（水）８：００～ 

中村公園 

４月例会案内 

第８３９回例会：早朝例会 

４月２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８４０回例会：春の家族会  

４月２０日（日） 

高山グリーンホテル・古川まつり会館 

 

 第４３０回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成２０年２月６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）  

 
           議長     会 長  Ｌ 峠 宏       ：出席者 

 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) (№18～19) 

 

（第２号議案）休会の件（Ｌ坪井貞憲）(№2) 会員委員長 Ｌ速水 ―承認― 

       退会の件（Ｌ佐藤信一）(№3) 

 

（第３号議案）節分例会の費用について(№4) 計画・大会委員長 Ｌ柴田 ―承認― 

 

（第４号議案）例会訪問の件 計画・大会委員長 Ｌ柴田 ―承認― 

名古屋堀川ＬＣ Ｌ村手幹雄 他１名 

 

（第５号議案）中間決算と補正予算案の件(№5～9) 財務委員長 Ｌ前田 ―承認― 

  

（第６号議案）３月１２日単独献血ＡＣＴについて 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 ―承認― 

       ：ミッドランドスクエアにて 

（第７号議案）ＹＥ受入れの決算報告(№10) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 ―承認― 

        

（第８号議案）松本中央ＬＣ訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ大場 ―承認― 

       ：４月１５日（火） 

（第９号議案）チャリティコンサートの件 CN35周年記念ACT部会 Ｌ加藤善 ―承認―

 青木邦子様 例会招待  

：３月５日（水） 

（第10号議案）334-A地区第54回年次大会代議員選出の件(№11～12) 会   長 Ｌ峠 ―承認― 

       ：５月１０日 中部大学にて 

（第11号議案）その他 

        

三．報告事項 

 ・転居の件（Ｌ坪井貞憲） 会員委員長 Ｌ速水 



 ・ライオンズ国際平和ポスターコンテスト地区選考結果報告 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 ・１ＲＹＥ活動費の件(№13) ……預託金より ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

 ・ＣＮ３５周年記念大会委員会経過報告(№14) ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 

  

四．幹事報告 

 ・334複合地区年次大会及び地区年次大会における代議員会提出議案募集について(№15) 

 ・第３４回１Ｒ２Ｚ合同親睦ＣＳＦⅡチャリティゴルフ大会について(№16) 

 ・第２８回レオデー チャリティバザー協力のお願い(№17) 

  

五．その他 

 

 

第８３５回 例会（節分例会） 

２００８年２月６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：４３名 

ファイン・ドネーション：２５７，５００円 

 実行委員  Ｌ大竹 昌 

・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 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・お客様の紹介  ＣＮ５周年記念大会への出席要請 

堀川ライオンズクラブ ＣＮ５周年記念大会委員長 Ｌ村手 幹雄（むらて みきお） 

 ＣＮ５周年記念大会幹 事 Ｌ箕浦 克彦（みのうら かつひこ） 

 

・会長挨拶 会  長 Ｌ峠 

・節分豆まき   甚目寺大徳院     堀江 承元（ほりえ じょうげん） 様 

年男 ５名  Ｌ大塚和生  Ｌ加藤善康  Ｌ生見 敬  Ｌ日置淳一  Ｌ横畑五夫 

・長期在籍表彰  １５年 Ｌ柘植藤秋 会  長 Ｌ峠 

・メンバーシップキー賞の伝達（Ｌ上野元嗣） 会  長 Ｌ峠 

・特別選挙会 会  長 Ｌ峠 

・ＬＣＩＦ（ＣＳＦⅡ、ＭＪＦ）ピンの贈呈 会  長 Ｌ峠 

・お客様ご挨拶 堀川ＬＣ Ｌ村手幹雄 

・議事審議事項 会  長 Ｌ峠 

 ①休会の件（Ｌ坪井貞憲） 

  退会の件（Ｌ佐藤信一） 

 ②節分例会の費用について 

 ③堀川ＬＣ例会訪問の件 

 ④中間決算と補正予算案の件 

 ⑤３月１２日単独献血ＡＣＴについて 

 ⑥ＹＥ受入れの決算報告 

 ⑦松本中央ＬＣ訪問の件 

 ⑧チャリティコンサートの件 

 ⑨３３４－Ａ地区第５４回地区年次大会代議員選出の件 

・報告事項 ①転居の件（Ｌ坪井貞憲） 会員委員長 Ｌ速水 

 ②ライオンズ国際平和ポスターコンテスト地区選考結果報告 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 

 ③１ＲＹＥ活動費の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

 ④ＣＮ３５周年記念大会委員会経過報告 ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 



・幹事報告 幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント 実行委員 Ｌ大竹 

・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 

・ご起立下さい 

・ライオンズローア ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

・閉会のゴング  Ｌ鈴木 

・お客様の退席  拍手 

・閉会 

 

 

 第８３５回の例会は、峠会長よりお客様と年男のメンバーの紹介があり、節分例会という事で例年のように甚目

寺大徳院の貫主が「豆まきのまき方はいろいろあるが、当院は福は内４回、鬼は外１回という作法でまきます」と

いう説明後、貫主の音頭で４人の年男（Ｌ大塚和生、Ｌ加藤善康、Ｌ生見 敬、Ｌ日置淳一）が厄払いの豆まきを

しました。昔は実際に豆をまいたのですが、ホテルの要請等あり、演技のみで何か一抹の淋しさを感じました。 

 続いて長期在籍表彰（１５年Ｌ柘植藤秋）メンバーシップキー賞の伝達（Ｌ上野元嗣）後、第一副会長のＬ丹羽

正道が病気の為、第一副会長を辞退された為の特別選挙会、ＬＣＩＦ（ＣＳＦⅡ・ＭＪＦ）ピンの贈呈と順調に進

み、名堀川ＬＣのＬ村手が元中村ＬＣ在籍ということもあり、親しみをこめて「ＣＮ５周年記念大会を４月２２日 

１６：００よりキャッスルプラザで開催しますから」と出席要請の挨拶がありました。 

 審議事項、報告事項と続き、実行委員のＬ大竹 昌より「昔のＬＣは格調高く厳しかった」とのコメントあり、

食後にローアはＬ遠藤英雄が初めてということで、嬉しそうな笑顔で太く大きな声で発声され、時間通りに終了し

ました。 

記：Ｌ髙坂英夫 

 

 

第８３６回 例会（グルメ例会） 

２００８年２月２０日（水） １８：００～２０：００     

於：ホテルオークラレストラン 

出席者数：５７名 

ファイン・ドネーション：７４，０００円 

 実行委員  Ｌ柴田良市 

・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 

・ＬＣＩＦ（ＣＳＦⅡ、ＭＪＦ）ピンの贈呈 会  長 Ｌ峠 

・委員会報告 

・幹事報告 幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント 実行委員 Ｌ柴田良市 

・乾杯  Ｌ斉藤実 

・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 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ明石 

・閉会 

 

 



 ここ数日非常に寒かったが、昨日は雨水ということもあってか少し寒さが和らいだ中で、今期最後のグル

メ例会がホテルオークラレストランで開催されました。ＬＬも多数参加され、華やかな雰囲気の中で、しか

も２５階ということで、テレビ塔やＮＴＴビルの空港障害灯の光が近くに見え、夜景も綺麗に見えました。

又、ホテルオークラテストランも今年６月で建て直しの為に閉店ということで記念になる会場でした。 

 峠会長もＬＬの参加もあってか、いつもよりにこやかに参加者へのお礼と、今日の例会場設定に尽力頂い

たＬ斉藤 実に感謝の辞を、そして３月１２日にミッドランドで献血ＡＣＴをするので多数の参加要請をさ

れました。その後プログラムにはないが「指名委員」の任命発表、その他予定通りに進行しました。 

 Ｌ斉藤 実が乾杯の発声をされ、思い出して「ウィサーブ」でやり直し、和やかな雰囲気の中で食事に入

りました。実行委員は急遽Ｌ後藤一夫よりＬ柴田計画・大会委員長に代わりましたが、実行委員のコメント

では人間は食をするのに火を使い、又仲間と一緒に食べるのが動物と違うと話されました。また食事中に思

い出しましたが、中華料理は火加減が命だと経験豊富な、場慣れした態度で話されました。ライオンズロー

アはＬ大場が、閉会の辞はＬ明石がされ、宴は時間通りに終わりました。計画・大会委員の皆さん、良い企

画をありがとうございました。 

記：Ｌ髙坂英夫 

 

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

３月 ４日  Ｌ渡辺真史 ３月 ３日  Ｌ横畑五夫 Ｌｌゆう 

３月１９日  Ｌ柴田良市 ３月 ３日  Ｌ後藤党慶 Ｌｌ多賀子 

３月２５日  Ｌ堀江泰史 ３月 ４日  Ｌ田中光男 Ｌｌ芳子 

３月３１日  Ｌ吉川 礒 ３月１３日  Ｌ高木靖之 Ｌｌ加奈子 

 ３月１６日  Ｌ渡辺真史 Ｌｌ美幸 

 ３月２１日  Ｌ後藤一夫 Ｌｌまさえ 

 ３月２４日  Ｌ服部吉秀 Ｌｌ順子 

 ３月２５日  Ｌ峠  宏 Ｌｌ康子 

 

 

 


