
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８４２回例会  

５月２１日（水）１８：００～ 

名古屋クラウンホテル 

６月例会案内 

第８４３回例会 

６月４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８４４回例会 ｸﾗﾌﾞ年次例会  

６月１８日（水）１８：００～ 

東急ホテル３Ｆ『ゴシック』 

 

第４３２回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成２０年４月２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）  

             ：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）前回議事録報告の承認(Ｌ峠) 

 

（第２号議案）退会の件（Ｌ前田佳和）(№2) 会員委員長 Ｌ速水 －承認－ 

       財務委員長退会の為、副委員長のＬ中山恭三が引継      

 

（第３号議案）単独献血ＡＣＴ決算の件（３月１２日）(№3～4) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 －承認－      

 

（第４号議案）早朝清掃ＡＣＴ決算の件（３月１９日）(№5) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 －承認－ 

 

（第５号議案）放置自転車禁止街頭キャンペーン活動について(№6～9) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 －承認－ 

 

（第６号議案）冬期ＹＥ生受入れ決算報告訂正の件(№10) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 －承認－ 

   

（第７号議案）ＣＮ３５周年記念ＡＣＴスリランカ訪問壮行会実施について 計画・大会委員長 Ｌ柴田 －承認－ 

  

三、報告事項 

・第２回１Ｒ･７Ｒ合同ライオンズクエスト･薬物乱用防止担当委員長会議報告(№11) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

・スリランカ旅行の件(№12～13) ＣＮ３５周年記念ＡＣＴ部会長 Ｌ髙坂 

・チャリティーゴルフコンペの件(№14～16) ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ実行委員長 Ｌ入山 

・献眼・献腎合同慰霊祭の件 １Ｒ献眼･献腎･献血･骨髄移植推進委員 Ｌ速水 

・松本中央ＬＣ例会訪問 勧誘の件 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

 

四、幹事報告 

・名古屋堀川ＬＣ・ＣＮ５周年記念講演とシンポジウムの件：４月１２日(土) 

・事務局休暇の件：４月２８日(月)……４月２０日(日)振替   

 



五、その他 

 

 

第８３９回 例会 

２００８年４月２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：４７名 

ファイン・ドネーション：２０３，０００円 

 実行委員  Ｌ斎藤 靖 

・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日置 

・ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

・会長挨拶 

・長期在籍者表彰   会  長 Ｌ峠 

３５年  Ｌ浅岡晃生  Ｌ近藤光治  Ｌ安井寛司  

・選挙会 会  長 Ｌ峠 

・議事審議事項 会  長 Ｌ峠 

  ①退会の件（Ｌ前田佳和） 

  ②単独献血ＡＣＴの件（３月１２日） 

  ③早朝清掃ＡＣＴの件（３月１９日） 

  ④放置自転車禁止街頭キャンペーン活動について 

  ⑤冬期ＹＥ生受入れ決算報告訂正の件 

 ⑥ＣＮ３５周年記念ＡＣＴスリランカ訪問壮行会実施について 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

・委員会報告 ①単独献血ＡＣＴの件（３月１２日） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

 ②早朝清掃ＡＣＴの件（３月１９日） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ野々垣 

 ③第２回１Ｒ･７Ｒ合同ライオンズクエスト･薬物乱用防止担当委員長会議報告 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ遠藤 

 ④スリランカ旅行の件 ＣＮ３５周年記念ＡＣＴ部会長 Ｌ髙坂 

  ⑤チャリティーゴルフコンペの件 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ実行委員長 Ｌ入山 

 ⑥献眼・献腎合同慰霊祭の件 １Ｒ献眼･献腎･献血･骨髄移植推進委員 Ｌ速水 

・スリランカ訪問壮行会  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  実行委員 Ｌ斎藤靖 

・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 指導力育成・ＭＥＲＬ・情報副委員長 Ｌ田中 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ鈴木 

・閉会 

 

 

 

 

第８４０回 例会 ～春の家族例会～ 

２００８年４月２０日（日） １２：００～１３：３０     

於：高山グリーンホテル 

出席者数：２４名（参加者１８名） 



 実行委員  Ｌ後藤一夫 

・開会のゴング  会  長 Ｌ峠 

・会長挨拶  会  長 Ｌ峠 

・幹事報告  幹  事 Ｌ山崎 

・テールツイスターの登場  Ｔ  Ｔ Ｌ鈴木 

・ライオンズローア 接待、会則付則副委員長 Ｌ山梨 

・閉会のゴング  第一副会長 Ｌ鈴木 

《懇親会》 

  実行委員  Ｌ 後藤一夫   

・計画・大会委員長挨拶 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

・乾  杯 次期会長 Ｌ鈴木 

・お食事をどうぞ 

・閉会の挨拶 会  長 Ｌ峠 

・終  了 

 

 

 

 名古屋駅西口      一宮ＩＣ      長良ＳＡ      高山西ＩＣ     高山市内散策（朝市など） 

     ７：２０／７：３０            ８：３０                         １０：３０              １０：４５～１１：４５ 

        高山グリーンホテル（昼食）      飛騨古川まつり会館      高山ＩＣ     川島ＳＡ 

                １２：００～１３：４５                  １４：１５～１５：１５            １５：５５         

        一宮ＩＣ      名古屋駅 

              １７：５０         １８：５０頃 

 

 

 

 今年の名古屋中村ＬＣ、春の家族会（第８４０回）は、峠会長の郷里、高山に決まりました。 

朝から絶好の行楽日和で、７時２０分の集合時間に遅れるメンバーもなく、又、Ｌ加藤音吉が気をつけて行

って下さいと挨拶に来て下さいました。 

 ７時３０分、名古屋駅西口で大型観光バス１台で出発しました。車中、峠会長の挨拶を頂き、ガイドさん

の説明、そして飲物・お菓子等配布され、名古屋高速、名神高速、東海北陸道に入り長良ＳＡで休憩し、ひ

るがの高原ＳＡではガイドさんお勧めのソフトクリームを皆さん食べてみえました。 

１０時３０分、真宗大谷派高山別院駐車場にバスを止め宮川朝市、高山の古い町並みを１時間ほど散策し

バスに戻った時、ＬＬは両手にお土産をいっぱい持ってみえました。宮川沿いの桜は満開でとても綺麗でし

た。 

１２時、高山グリーンホテルに着き、例会を開催し峠会長から家族会に参加して頂いた御礼の挨拶、又、

高山の空気のおいしい事などお話があり、ライオンズローアをＬ山梨が。一声の前に今年は花見を３度、名

古屋・京都・高山で見ることが出来たと嬉しそうでした。 

 懇親会の前に峠会長の友人で高山岊上ＬＣ会長Ｌ山腰哲郎から挨拶があり、参加者全員にお土産を頂きま

した。 

懇親会に入り計画・大会委員長のＬ柴田から挨拶、第一副会長Ｌ鈴木の乾杯の音頭で食事が始まり、１３

時３０分に峠会長の閉会の挨拶を頂き１３時４５分ホテル出発。１４時１５分に飛騨高山古川まつり会館へ

春の古川まつり当日でしたので、山車が何台も出てからくり人形、子供歌舞伎など見学し、あっという間の

１時間でした。 

 バスは一路名古屋へ。途中山道にはまだ雪が残っていて、雪深い飛騨の里だと思いました。今日一日天気

も良く、楽しく名古屋に無事到着しました。ご参加下さいました皆様に感謝を申し上げ、計画して頂いた担

当者の皆様、ありがとうございました。 

記：Ｌ遠藤英雄 

 

 



 

祝誕生日 祝結婚記念日 

５月１１日  Ｌ髙坂英夫 ５月 １日  Ｌ山崎直哉 Ｌｌ弘子 

５月１５日  Ｌ斉藤 実 ５月 ２日  Ｌ上野元嗣 Ｌｌ知春 

５月２４日  Ｌ伊藤芳雄 ５月 ３日  Ｌ鈴木和彦 Ｌｌ八栄子 

５月２９日  Ｌ加藤善康 ５月 ４日  Ｌ大竹 昌 Ｌｌ清子 

 ５月 ５日  Ｌ野々垣徹 Ｌｌ明美 

 ５月 ８日  Ｌ吉川 礒 Ｌｌ陽子 

 ５月１３日  Ｌ水谷賢治 Ｌｌ弘子 

 ５月２１日  Ｌ高柳義明 Ｌｌ育子 

 ５月２５日  Ｌ斉藤 実 Ｌｌ和代 

 

 

 


