
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 
次回例会案内 

第８４０回例会  

４月２０日（日）１２：１０～ 

高山グリーンホテル 

５月例会案内 

第８４１回例会（法要例会） 

５月７日（水）１１：３０～ 

大徳院 

 

第８４２回例会  

５月２１日（水）１８：００～ 

名古屋クラウンホテル 

 

第４３１回 理事会議事録 
日時及び場所   平成２０年３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 高木弘 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 

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）次期役員候補者の指名(№2) 会 長 Ｌ峠 －承認－ 

       選挙会の日時について ４月第一例会（４月２日） 

 

（第３号議案）３月第一例会 １５分延長の件 計画・大会委員長 Ｌ柴田 －承認－ 

 

（第４号議案）グルメ例会（２月第二例会）決算報告の件(№3) 計画・大会委員長 Ｌ柴田 －承認－ 

  

（第５号議案）春の家族会（４月第ニ例会）予算の件(№4) 計画・大会委員長 Ｌ柴田 －承認－ 

 

（第６号議案）単独献血ＡＣＴの件（３月１２日）(№5～6) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 －承認－ 

 

（第７号議案）早朝清掃ＡＣＴの件（３月１９日）(№7～8) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 －承認－ 

 

（第８号議案）＄２０献金の件(№9) 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ服部 －承認－ 

 

（第９号議案）冬期ＹＥ生受入れ決算報告(№10) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 －承認－ 

 

（第１０号議案）その他 

       国際大会の代議員としての参加者に当クラブより３万円支給  －承認－ 

  

三、報告事項 

・松本中央ＬＣ訪問の件   姉妹提携委員長 Ｌ大場 

・春の家族会の件(№11) 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

・ＣＮ３５周年記念チャリティーゴルフコンペ実行委員会報告(№12) 実行委員長 Ｌ入山 

 



社会福祉法人 親愛の里 施設長    青木 邦子（あおき くにこ）様 

       職 員    関戸久美子（せきど くみこ）様 

四、幹事報告 

 

五、その他 

 

 

第８３７回 例会 

２００８年３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：３９名 

ファイン・ドネーション：６５，０００円 

 実行委員  Ｌ後藤一夫 

・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 ＹＥ・青少年指導副委員長 Ｌ吉川 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 ＣＮ３５周年記念大会事務局長 Ｌ入山 

 

       

      

・会長挨拶 

・ＬＣＩＦ（ＣＳＦⅡ、ＭＪＦ）ピンの贈呈 会  長 Ｌ峠 

・指名会 会  長 Ｌ峠 

次期役員候補の指名、選挙会の日時について  

・お客様ご挨拶    

・議事審議事項  会  長 Ｌ峠 

 ①次期役員候補者の指名 選挙会の日時について 

 ②３月第一例会 １５分延長の件 

 ③グルメ例会（２月第二例会）決算の件 

 ④春の家族会（４月第二例会）予算の件 

 ⑤単独献血ＡＣＴの件（３月１２日） 

 ⑥早朝清掃ＡＣＴの件（３月１９日） 

 ⑦＄２０献金の件  

 ⑧冬期ＹＥ生受入れ決算報告 

・委員会報告 ①松本中央ＬＣ訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

 ②春の家族例会の件 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

 ③単独献血ＡＣＴの件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

・幹事報告  幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント  実行委員 Ｌ後藤一夫 

・結婚記念日（報告のみ）・御誕生日のお祝い 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 

・ライオンズローア 接待、会則付則副委員長 Ｌ加藤鋭吉 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ鈴木 

・閉会 

・お客様の退場  拍手でお送り下さい 

 

 



本日第８７３回の例会は、L後藤一夫実行委員の進行で行われました。ＣＮ３５周年記念大会事務局長のＬ

入山毅士から、お客様のご紹介がありました。社会福祉法人「親愛の里」から施設長の青木邦子さんと職員

の関戸久美子さんの２人をお迎えし、親愛の里についてのご挨拶をして頂きました。「障害があっても住み慣

れた地域で安心して暮らしたい」というニーズをもっと、一人でも多くの人達の希望を実現するために「医

（安定、継続した治療）・職（日中活動の場）・住（住居）・相（相談するところ）の充実」を柱に事業展開を

進めているので、どうか名古屋中村ＬＣの皆様にもご理解と暖かいご支援をお願いしたいとのお話がありま

した。 

Ｌ峠会長の挨拶があり、ＬＣＩＦ・ＭＪＦのピンの贈呈で、Ｌ加藤鋭吉の２０回目の貢献に感謝を申し上

げ、次いで指名会では次期役員候補が発表されました。例会も議事審議事項に入り、全て承認を頂き、下半

期の行事についても各委員長から報告とお願いがありました。１５分の延長例会も時間内に終了しました。 

今年の９月９日は名古屋中村ＬＣ・ＣＮ３５周年記念式典が盛大に挙行されますよう、次期役員の皆様に

は頑張って頂きたいと思います。 

記：Ｌ髙野隆喜 

 

 

第８３８回 例会 －早朝例会－ 

２００８年３月１９日（水） ８：００～９：００     

於：中村公園 

出席者数：３７名 

 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 

・会長挨拶 会  長 Ｌ峠 

・名古屋市中村土木事務所 所長挨拶     所   長    長谷川 豊 様  

・保健奉仕・環境保全奉仕委員長より作業説明とお知らせ 委 員 長 Ｌ野々垣 

・委員会報告 

・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 

 

 

 本日の早朝例会は、曇天の中で開催されました。峠会長が梅の花が咲き、曇り空で仕事日和です、早朝よ

りご苦労様ですが労働ＡＣＴに精を出し、公園を綺麗にして下さいと挨拶されました。続いて中村土木事務

所の森副所長が、いつも中村ＬＣの皆様にはお世話になっていてありがとうございますとのお礼の挨拶後、

保健奉仕・環境保全奉仕委員長のＬ野々垣より作業説明と役割分担の発表後、それぞれの分担場所で作業を

始めました。 

時計塔のクリーニングでは、若いライオンが脚立に登り一生懸命タワシで清掃をしていました。その隣の

砂場では、手馴れた手つきでスコップを使っているライオン、おぼつかない手つきのライオン、各自それぞ

れに頑張って作業をしていました。どちらにしても日頃慣れない作業で大変だったと思います。 

又、日吉丸とその仲間達では、ゴム手袋をはめ、数人のライオンが銅像を懸命に磨きをかけていました。

又、その池の周りでは水の中よりゴミをすくい上げているライオンもいました。当クラブ記念ＡＣＴ物件だ

けに、みなさんが力を入れて清掃されたことと思います。皆様お疲れ様でした。 

ただ、公園の入り口に駐車をして参加している人に、森副所長より、公園に遊びにくる人より苦情がある

ので車を動かして下さいという要請がありましたので、次回より気をつけるようお願いします。 

尚、実行委員Ｌ大竹でした。 

記 Ｌ髙坂英夫 

 

 

 

 

 



祝誕生日 祝結婚記念日 

４月 ３日  Ｌ鈴木和彦 ４月 １日  Ｌ柘植藤秋 Ｌｌ正子 

４月１８日  Ｌ近藤光治 ４月 １日  Ｌ伊藤芳雄 Ｌｌ陽子 

４月２８日  Ｌ田中光男 ４月 ２日  Ｌ中山恭三 Ｌｌ真理子 

 ４月 ２日  Ｌ加藤達也 Ｌｌ智子 

 ４月 ９日  Ｌ浅岡晃生 Ｌｌ治子 

 ４月１０日  Ｌ加藤鋭吉 Ｌｌ明子 

 ４月１４日  Ｌ遠藤英雄 Ｌｌ由美子 

 ４月１７日  Ｌ加藤 昇 Ｌｌ敏子 

 ４月２８日  Ｌ斎藤靖人 Ｌｌ貴子 

 

 


