
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８４８回例会 CN35ﾘﾊｰｻﾙ例会 

８月２０日（水）１８：００～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ17F『ｺｽﾓｽ』 

９月例会案内 

第８４９回例会 CN35記念式典 

９月９日（水）１６：００～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ16F『TBR』 

 

第８５０回例会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問 

９月１６日（火） 

ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

第４３５回 理事会議事録 
 

 日時及び場所   ２００８年７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   鈴木 峠 明石 髙坂 高木弘 速水 吉田 大竹 坪井 

  上野 河瀬 後藤党 斎藤靖人 柴田 髙野 中川 中山恭 

  野々垣 山梨 山崎 吉金 吉川          （役員２２名） 

  加藤鋭 大塚 大場 加藤善 笹瀬 田中       （接待委員）  

  遠藤 入山 伊藤芳 伊藤公 中山和           （副役員）  

            議長     会 長  Ｌ 鈴 木 和 彦 

 議事進行  幹 事  Ｌ 高 木 弘 文 

 書記  副幹事 Ｌ 遠 藤 英 雄 

  〃 〃 Ｌ 入 山 毅 士 

一、 会長挨拶 

 

ニ、議題・審議事項 議長 Ｌ鈴木   

（第１号議案）前回議事録確認(Ｌ鈴木) －承認－ 

 

（第２号議案）第1～3回準備理事会議案承認事項一括確認(№2-7) 会 長 Ｌ鈴木 －承認－ 

 

（第３号議案）新入会員の件（村手 誠様）(№8-9) 会員委員長 Ｌ坪井 －承認－ 

       ７月末に面接予定、入会式は８月第一例会を予定。 

 

（第４号議案）前期クラブ年次例会決算書の件(№10) 前計画・大会委員長 Ｌ柴田 －承認－ 

   

（第５号議案）今期予算案の件(別紙資料) 財務委員長 Ｌ中山恭 －承認－ 

       本年度予算は第１案で決定。例会承認は７月第２例会で行う。 

 

（第６号議案）「堀川とまちづくりを考える会」への協力金(№11) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 －承認－ 

       協賛金￥２０，０００－ 

 

（第７号議案）ＣＮ３５周年記念大会委員会報告(№12) ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 －確認－ 

 

（第８号議案）その他 

       ７月第２例会はビュッフェスタイル。１８時より食事。 計画・大会委員長 Ｌ中川 －承認－ 

       例会での飲み物についてはサインをして後日清算 

  

三、報告事項 

  ・前会長報告 前会長 Ｌ峠  

 １年間ありがとうございました。退会者の不足金は前三役で処理しました。 

  ・夏の交通安全県民運動「Hot.ほっとキャンペーン」の件(№13-18) 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

  ・ＣＮ３５周年記念チャリティーコンサートチケット販売協力のお願い CN35周年記念大会記念ACT部会長 Ｌ髙坂 

  ・薬物乱用防止教室の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

三役、ＹＥ・青少年指導委員の出席 



  ・ＬＣＩＦ要請の件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

２０口達成出来ました。 

  ・女性会員の増強 指導力育成･ＭＥＲＬ･情報委員長 Ｌ山梨 

 

四、幹事報告 

  ・２００８年度上半期会費及び預託金請求の件  

会費及び預託金は期日までに入金お願いします。     

     

五、その他 

 

 

第８４５回 例会 

２００８年７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：４５名 

ファイン・ドネーション：４９７，０００円 

 実行委員  Ｌ吉金 博 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会  長 Ｌ鈴木 

・国旗に対し礼 

・国歌斉唱 

・ライオンズの誓い 計画・大会委員 Ｌ遠藤 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・会長挨拶 会 長 Ｌ鈴木 

・新旧三役バッジ交換、前三役に楯の贈呈  

・委嘱状伝達 会 長 Ｌ鈴木 

１Ｒ リジョン・チェアパーソン    Ｌ大場民男 

  １Ｒ ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員 Ｌ髙坂英夫 

・国際大会報告の件 １ＲＲＣ Ｌ大場 

・議事審議事項                        会 長 Ｌ鈴木 

  ①第１～３回準備理事会議事承認事項一括審議 

 ②新入会員の件 

 ③前期クラブ年次例会決算書の件 

 ④今期予算案の件 

 ⑤「堀川とまちづくりを考える会」への本年度協力金 

 ⑥ＣＮ３５周年記念大会委員会報告 

・各委員会の報告事項 

 ①前会長報告 前会長 Ｌ峠 

 ②夏の交通安全県民運動「Hot.ほっとキャンペーン」の件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

 ③ＣＮ３５周年記念チャリティーコンサートチケット販売協力のお願い ＣＮ３５周年記念大会記念ＡＣＴ部会長 Ｌ髙坂 

 ④薬物乱用防止教室の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

 ⑤ＬＣＩＦ要請の件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

・幹事報告 幹 事 Ｌ高木弘 

・お誕生日のお祝い 会 長 Ｌ鈴木 

・お食事をどうぞ 

・ゴルフ部会からの連絡 ゴルフ部会長 Ｌ髙坂 

・テールツイスターの登場 Ｔ Ｔ Ｌ大竹 

・本日の出席率の報告 出席委員長 Ｌ髙野 

・本日の会計報告 会 計 Ｌ速水 

・ライオンズローア 計画・大会委員会アドバイザー Ｌ中山和 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ明石 



・閉会 

 

 

第８４５回例会は、名古屋マリオットアソシアホテルにて行われました。今回は鈴木丸船出の例会となり

ました。開会のゴングから鈴木会長の挨拶となり、これからの中村ＬＣの未来についてのお話がありました。 

「友愛の絆で結ぶ、奉仕の輪」をスローガンに各委員会との連携を密に、活気のある楽しいクラブへとこれ

からの運営について意気込みが伝わって参りました。 

お互い気軽に声を掛け合える素晴らしい人間関係の構築と、みなさんが楽しく交流出来る例会の進め方な

ど、期待と希望の感じられる鈴木丸出航の挨拶でした。 

その後、１ＲＲＣのＬ大場から、国際大会の報告がありました。タイのバンコクで開催された国際大会に

おいて素晴らしい大会運営が行われていたこと、また地域の多くの人々との一体化したパレードに参加され

て、大変感動したことなどの報告がございました。 

私もＹＥ･青少年指導委員会の一員として発展の為に努力してまいりたいと思います。今後とも宜しくお願

い致します。 

記：Ｌ瀬尾昌信 

 

 

２００８年「夏の交通安全県民運動」第２７回「Ｈｏｔ・ほっとキャンペ－ン」 

 ２００８年７月１０日(木)  １１：００～ 

 於：名鉄百貨店ヤング館前附近 

 出席者数：３３名 

 

１．ＡＭ１１：００～  開会のことば（中村警察署 司会：堤 様） 

２．ＡＭ１１：０５～  中村警察署長挨拶 

３．ＡＭ１１：１０～  名古屋中村ライオンズクラブ会長挨拶 

４．ＡＭ１１：１５～  区長挨拶 

５．ＡＭ１１：２０～  来賓紹介 

６．ＡＭ１１：２５～  森下千里さんのトーク 

７．ＡＭ１１：３５～  ちびっ子警察官による宣誓文朗読（太閤幼稚園） 

８．ＡＭ１１：４０～  閉会のことば（名古屋中村ライオンズクラブ 第一副会長 Ｌ明石） 

９．ＡＭ１１：４５～  パレード（名鉄百貨店ヤング館前より松坂屋名古屋駅前店までパレード） 

１０．ＡＭ１２：０５～  啓発活動（松坂屋名古屋駅前店歩道付近にて参加者全員による啓発活動） 

 

 

暑い日ざしが薄い雲に覆われイベントには最適な日和に恵まれ、午前１１時より中村警察署堤様の司会に

より式典が開始され、署長様から温かい心ある思いやりで、安全運転意識の高揚を高めて欲しいと訓示があ

り、続いて当クラブ会長 L 鈴木より、交通事故死の減少傾向が見られ大変結構な事で、又我が国の保有車両

台数に対する事故比率も諸外国に比べて大変低く共々喜ばしき事でありますが、高齢者の事故件数が多発し

ているので、今後は高齢者の事故減少への改善をキーワードに推進を図ることが必要であると挨拶されまし

た。 

尚今回のキャンペーンにつき、名古屋中村ライオンズクラブＣＮ３５周年記念ＡＣＴの一環として協賛さ

せて頂いた旨の披露もあわせて発表がありました。次に本日１日警察署長としてタレントの青木千里さんが

参加され会場に花を添えて頂き、高齢者及び子供は動きが大変遅いから、其れに会わせてゆっくりとした気

持ちをもつて事故防止に務めて欲しいと要望がありました。 

引き続き太閤幼稚園児のちびっ子警察官による宣言文朗読が、青木１日警察署長の音頭により元気に宣言

され、当クラブ第一副会長Ｌ明石の閉会の言葉で無事式典が終了致しました。式典後ＪＲ名古屋駅前までの

パレードが実施され、パトカー先導により警察音楽隊、オープンカー（１台目：中村警察署長、１日警察署

長／２台目：当クラブ会長Ｌ鈴木、ＣＮ３５周年記念大会委員長Ｌ斎藤靖人）そのあとに夏の交通安全県民

運動と書かれた横断幕を１ＲＲＣ・Ｌ大場、１Ｒ２Ｚ・ＺＣＬ牧野の他、クラブメンバー数名に掲げて頂き、

参加の各メンバーが列をなして続き、協賛頂いた参加７団体の皆様方が、パレードを盛りあげ、通行の皆さ



んにアピールし、ＣＮ３５周年記念に相応しいＡＣＴとして大いに評価でき、其の成果も大変大きかった事

と思います。 

到着後駅前広場では、警察音楽隊の演奏により、聴衆の皆様への交通安全運動の啓蒙と、メンバーの皆様

によるうちわの配布と啓発活動で、一層の認識高揚に寄与した事と思います。予定の１２時に成果をお互い

確認し解散致しました。     

記事 Ｌ柴田良市 

 

 

７月１０日（木）午前１１自より今期最初の全員参加によるＡＣＴ「Ｈｏｔ・ほっとキャンペーン」が名

鉄百貨店ヤング館前特設ステージ（ナナちゃん人形の南）にて中村警察署との共催で交通課のご協力を頂き

開催されました。当日は厳しい暑さもなく天候に恵まれライオンズクラブ関係では３３４－Ａ地区１ＲＲＣ

Ｌ大場民男、１Ｒ２ＺＣ・Ｌ牧野吉郎の御二人と、参加頂いた９団体総勢で２５０名以上と大盛況でした。 

中村警察署増子署長、当クラブ鈴木会長の挨拶と続き１日警察署長はタレントの森下千里さんの交通安全

スピーチ、太閣幼稚園ちびっこ警察官による交通安全宣言が可愛らしく宣言され、第１副会長Ｌ明石の開会

の言葉でセレモニーが終了。続いて会場より県警音楽隊を先頭に参加者全員にてパレード、オープンカー2 台、

横断幕等で大いに交通安全をアピールし、名駅前ロ―タリーにてパレードを終了。周辺にて全員で交通安全

啓発活動を行い、午後１２時３０頃ＡＣＴを終了しました。 

委員長：Ｌ吉川 礒 

 

 

第８４６回 例会 

２００８年７月１６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：３５名 

ファイン・ドネーション：１２０，０００円 

 実行委員  Ｌ柴田 良市 

・お食事をどうぞ       

     ビュッフェスタイルで 

・開会の宣言並びに開会のゴング 会 長 Ｌ鈴木 

・会長挨拶                          会 長     Ｌ鈴木 

・議事審議事項                        会 長     Ｌ鈴木 

 ①今期予算承認の件 会 長 Ｌ鈴木 

・各委員会の報告事項 

 ①交通安全パレードの御礼 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

 ②薬物乱用防止教室の件 ＹＥ･青少年指導副委員長 Ｌ瀬尾 

 ③ＣＮ３５周年記念大会より ＣＮ３５周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 

・メンバースピーチ ＰＲ･ＩＴ委員会アドバイザー Ｌ笹瀬 

・幹事報告                          幹 事 Ｌ高木弘 

・テールツイスターの登場 Ｔ Ｔ Ｌ大竹 

・本日の出席率の報告 出席委員長 Ｌ髙野 

・本日の会計報告 会 計 Ｌ速水 

・ライオンズローア ＰＲ･ＩＴ委員会アドバイザー Ｌ笹瀬 

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ髙坂 

 

 

 ７月１６日（水）午後６時より名古屋マリオットアソシアホテル１７Ｆ「ルピナス」の間にて、Ｌ鈴木和

彦会長になり２回目の例会である第８４６回例会は、Ｌ柴田良市実行委員長の開会の挨拶で始まった。挨拶

の中で、中国の周の時代の指導者“老子”の思想である、自然の道を説いた譬えを引き合いに出し『水は生

命の源であり、自然を潤し器になじみ、上から下へと流れると、人間の指針を示すのでは』と、貴重なお話

をされ、例会に入った。 



いつものことながら、人生経験豊かで人間性に富んだＬ柴田には改めて感服。今回はＬ中川法恵計画・大

会委員長の発案により、例会は食事から始り中華風ビュッフェで行われ、久しぶりの食事スタイルにメンバ

ーの評判は上々であった。食事の後、議事審議事項は今期予算案の承認と各委員会の報告事項も終わり、メ

ンバースピーチではＰＲ・ＩＴ委員会アドバイザーＬ笹瀬英治の自己紹介により、自身の生い立ち、戦中戦

後の体験と、ライオンズクラブ入会までの興味深いお話があった。又、当クラブの発明王Ｌ加藤昇の発明表

彰受賞報告等、ベテランライオンの活躍が印象に残った例会であった。最後に第二副会長Ｌ髙坂英夫の閉会

のゴングで例会を終了した。 

記：Ｌ吉川 礒 

 

 

祝誕生日  

８月  ５日 Ｌ水谷賢治  

８月 １４日  Ｌ坪井貞憲 

８月 １６日  Ｌ加藤鋭吉 

８月 ２０日 Ｌ大場民男 

８月 ３１日 Ｌ高木弘文 

 

 

趣味部会  

第１回ゴルフ部会 ≪2008.7.25 於：ナガシマカントリークラブ 北コース≫ 

優 勝 Ｌ中山恭三 ＢＢ Ｌ鈴木和彦 

準優勝 Ｌ瀬尾昌信 ＢＧ(７５) Ｌ中山恭三 

３ 位 Ｌ田中光男 ＮＰ 

５ 位 Ｌ吉金 博 西４番 Ｌ斎藤靖人 

７ 位 Ｌ後藤党慶 西８番 Ｌ中山恭三 

１０位 Ｌ斎藤靖人 南２番 Ｌ田中光男 

  南５番 Ｌ入山毅士 

 


