
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８４４回例会  

６月１８日（水）１８：００～ 

名古屋東急ホテル３Ｆ『ｺﾞｼｯｸ』 

７月例会案内 

第８４５回例会 

７月２日（水）１８：００～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 

第８４６回例会  

７月１６日（水）１８：００～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

 

第４３３回 理事会議事録 
 

日時及び場所   平成年月日(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 鈴木 明石 山崎 大藪 後藤党 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(Ｌ峠) 

 

（第２号議案）休会の件（Ｌ丹羽正道）(№2) 会員委員長 Ｌ速水 －承認－ 

 

（第３号議案）春の家族例会決算の件(№3)        計画・大会委員長 Ｌ柴田 －承認－       

 

（第４号議案）６月第一例会 Ｌ赤見坂（名古屋ブルースカイＬＣ）訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ大場 －承認－ 

 

（第５号議案）富山県東部高波による被害への義援金について(№7) 幹  事 Ｌ山崎 －承認－ 

 

三、報告事項 

・松本中央ＬＣ例会訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ大場 

・ＣＮ３５周年記念大会組織変更の件 ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 

・ＣＮ３５周年記念スリランカ帰国報告(№4) ＣＮ３５周年記念大会記念ACT部会長 Ｌ髙坂 

・ＣＮ３５周年記念チャリティーゴルフコンペ再要請の件(№5～6) ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ大会副委員長 Ｌ遠藤 

・次期執行部からの連絡 次期会長 Ｌ鈴木 

 

四、幹事報告 

・地区年次大会の件 

・事務局不在の件 

５月２３日(金)次期クラブ会長・幹事・会計セミナー 

６月１６日(月)全名古屋ＬＣ 現・次期リジョン役員クラブ三役引継会 

 

五、その他 

  ・名駅前の違法駐輪取締りの件 幹  事 Ｌ山崎 

 



第８４１回 例会 

２００８年５月７日（水） １１：３０～１２：２０    

於：甚目寺大徳院 

出席者数：３３名 

ファイン・ドネーション：９３，０００円 

 実行委員  Ｌ水谷賢治 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会 長 Ｌ峠 

・国旗に対し礼 

・会長挨拶  会 長 Ｌ峠 

・議事審議事項  会 長 Ｌ峠 

 ①休会の件（Ｌ丹羽正道） 

 ②春の家族例会決算の件 

 ③６月第一例会 Ｌ赤見坂（名古屋ブルースカイＬＣ）訪問の件 

・報告事項  

 ①松本中央ＬＣ例会訪問の件 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 

 ③ＣＮ３５周年記念大会組織変更の件 ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 

 ④ＣＮ３５周年記念スリランカ帰国報告 ＣＮ３５周年記念大会記念 ACT 部会長 Ｌ髙坂 

 ⑤ＣＮ３５周年記念チャリティーゴルフコンペ再要請の件 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ大会副委員長 Ｌ遠藤 

 ⑥次期執行部からの連絡 次期会長 Ｌ鈴木 

・幹事報告  幹 事 Ｌ山崎 

 ①富山県東部高波による被害への義援金について 

 ②地区年次大会の件 

 ③事務局不在の件 

・実行委員のコメント  実行委員 Ｌ水谷 

・テールツイスター登場  Ｔ Ｔ Ｌ鈴木 

・本日の出席率報告  出席委員長 Ｌ柘植 

・本日の会計報告  会 計 Ｌ大藪 

・物故ライオンの紹介  接待・会則付則副委員長 Ｌ加藤鋭 

・法要 

・閉会のゴング  第一副会長 Ｌ鈴木 

・お食事をどうぞ 

 

 

 法要例会は爽やかな五月晴れの中、例年通り甚目寺大徳院で開催されました。峠会長が車椅子をスリランカの病

院に、救急車を警察病院に寄贈した報告がありました。車椅子贈呈式では政情不安定の為、場所をライオンズ会館

より寺院に変更、雷雨の中、地元で尊敬されている僧侶の読経後に、早朝より車椅子が贈られることを知り、道路

で待っていた人に直接手渡し感謝されました。筆者も同行したのですが、帰りに握手した手を離そうとせず、大変

喜ばれ感激しました。又、警察病院では長官も贈呈式に参加し感謝を表され、その後病院長に院内を案内され、歓

迎を受けました。 

松本中央ＬＣ訪問は、早朝よりゴルフに参加、プレー後、合同ＡＣＴ植樹の桜の木の根つき確認後、記念写真を

撮り例会場に。例会では新三役員の紹介がそれぞれあり、楽しい例会訪問であったと、又家族例会では高山に２８

名が家族親子で参加、楽しめたと思います。それに堀川ＬＣ５周年にも参加、会員の皆様ご協力ありがとうござい

ますとの挨拶がありました。 

報告事項では、柴田計画・大会委員長が、家族例会出席が少なく寂しかった。その中で、チャーターメンバーの

Ｌ山梨がロアー発声のためにわざわざ参加して頂き感謝している。また責任感に敬服していると話されました。 

その後、Ｌ加藤鋭吉が物故ライオンを一人一人丁寧に紹介され、読経の間に各ライオンが銘銘の想いで合掌され

ました。実行委員のＬ水谷賢治が会場が暗いので字が読みにくいと言われながら役目を務められました。 

食事はいつもながらここでしか食べられない、もろこ寿司を美味しく頂きました。 

記：Ｌ髙坂 英夫 



第８４２回 例会 

２００８年５月２１日（水） １８：００～１９：１５     

於：名古屋クラウンホテル 

出席者数：４２名 

ファイン・ドネーション：５０，５００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 

・ＬＣＩＦ（ＣＳＦⅡ、ＭＪＦ）楯及びピンの贈呈（Ｌ伊藤公二） 会  長 Ｌ峠 

・委員会報告 

 ①年次例会の件 計画・大会委員長 Ｌ柴田 

・次期執行部からのお知らせ  次期会長  Ｌ鈴木 

・幹事報告  幹  事 Ｌ山崎 

・実行委員のコメント  実行委員 Ｌ高木弘 

・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 

・ライオンズローア  元会長 Ｌ坪井 

・閉会のゴング  第二副会長 Ｌ明石 

・閉会 

 

 

 第８４２回例会はクラウンホテルで開かれました。例会の始まりは峠 宏会長の挨拶となり、その後時期会長Ｌ

鈴木和彦の挨拶がありました。 

特に印象に残ったことは、実行委員の次期幹事Ｌ高木弘文の挨拶の中で、内容は親の躾の話でした。人に迷惑を

掛けない、自分に責任を持つこと、心から感謝の気持ちで行うこと。Ｌ高木弘文の父親は明治生まれの方で、潔癖

な人のようです。私は、明治生まれの方は良いことを言うなと思い、ホールの外まで聞こえてきました。一番印象

に残ったのは次期幹事Ｌ高木弘文が、これからの中村ＬＣを真剣に考えて行こうという印象でした。 

 今回出席者４２名のライオンが集まり、皆さん真面目な方ばかりで大変良い雰囲気でした。私のスポンサーでも

ある坪井元会長も出席されて色々とお気遣いありがたく思いました。 

 最終ゴングをＬ坪井が閉めたときは、私が入会したときを思い出し胸が熱くなり、改めてゴングの音はその時々

を思い出させるような気がしました。ＬＴも後一ヶ月となり、皆様方にご支援頂きありがたく感謝致します。また

来期はＬＣＩＦの委員長に御氏名され、責任を重く感じ中村ＬＣの発展の為に頑張っていこうと思います。今後と

もご指導の程宜しくお願い申し上げます。 

記：Ｌ後藤党慶 

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

６月１３日  Ｌ山本 信房 ６月 ３日  Ｌ安井 寛司 Ｌｌ久美 

６月１７日  Ｌ木村 幹雄  

６月２２日  Ｌ高木 靖之  

 

 

 

 

 

 



趣味部会             

第５回ゴルフ部会 ＜2008.4.10 於：春日井 C.C（1R2Z 合同親睦 CSFⅡﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会）＞ 

１位  Ｌ後藤一夫  ＢＢ Ｌ山崎直哉 

２位  Ｌ田中光男  

３位  Ｌ野々垣徹   

５位  Ｌ大脇三夫            

７位  Ｌ河瀬良三 

９位  Ｌ吉田湖二郎           

  

 

第６回ゴルフ部会 ＜2008.5.14～16 於：中国・青島 崋山 C.C.／天泰温泉ゴルフクラブ＞ 

１位  Ｌ大藪城正  ＢＢ Ｌ峠  宏 

２位  Ｌ後藤党慶 ＮＰＬ Ｌ大藪城正（３） 

３位  Ｌ大場民男 ﾄﾞﾗｺﾞﾝ Ｌ大藪城正（３）  

４位  Ｌ山崎直哉          大波 Ｌ大脇三夫  

５位  Ｌ峠  宏          小波 Ｌ峠  宏  

６位  Ｌ大脇三夫 

                     

  

 

 

 

 

 

 


