
  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８５０回例会 ガバナー公式訪問例会 

９月１６日（火）１２：１５～ 

ウエスティンナゴヤキャッスル ２Ｆ『天守の間』 

１０月例会案内 

第８５１回例会 ＺＣ訪問例会 

１０月１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８５２回例会 太閤ＬＣ合同/ＲＣ訪問例会 

１０月１７日（金）１８：１５～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ16F『ｱｾﾞﾘｱ』 

 

第４３６回 理事会議事録 
 

 日時及び場所   ２００８年８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   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 

本日は議題が多いのでスムーズに行く様に。  

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） 預託金規定(案) (№3) 接待、会則付則委員長 Ｌ河瀬 -継続審議- 

       賛助会員の預託金の件、もう一度会則付則委員会を開いて審議すること。 

 

（第３号議案） 入会式（村手 誠様）(№4) 会員委員長 Ｌ坪井 -承認- 

        休会の件（Ｌ加藤音吉）(№5) 

 

（第４号議案） ８月第一例会 １５分延長の件 計画・大会委員長 Ｌ中川 -承認- 

        お客様の件  名古屋太閤ＬＣ 

  会   長         Ｌ西尾 恒章（にしお つねあき） 

 ＣＮ４５周年記念大会委員長 Ｌ寺尾 政記（てらお まさき） 

   

（第５号議案） お客様の件  中村警察署 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 -承認- 

  警察署長   増子 雅己（ますこ まさみ） 様 

  生活安全課長 上村 武志（うえむら たけし）様 

 交通課長   伊與田森一（いよだ もりかず）様 

 

（第６号議案） 愛知県アイバンク賛助会費の件(№6) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 -承認- 

 

（第７号議案） 綱ひこうぼうし大会予算の件(№7-8) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 -承認- 

       大会要項は８月２０日に。 

 

（第８号議案）ＣＮ３５周年記念大会の件(№9) CN35周年記念大会委員長 Ｌ斎藤靖人 -継続審議- 

       Ｈ１９年度事業費１００万円 

 

（第９号議案）松本中央ＬＣＣＮ４０周年訪問の件(№10) 姉妹提携委員長 Ｌ斎藤靖人 -承認- 

 



（第１０号議案） キャビネット副幹事の件 会  長 Ｌ鈴木 -承認- 

       副幹事Ｌ速水清朗、副会計Ｌ峠  宏に決定 

  栢森新治国際理事を励ます会の件(№11) 

 

（第１１号議案）事務局ＰＣソフト購入の件(№12) 幹  事 Ｌ高木 -承認- 

 

（第１２号議案）その他 

  

三、報告事項 

  ・会員手帳正誤表の件(№13-15) 会員委員長 Ｌ坪井 

  ・交通安全県民運動「Ｈｏｔ・ほっとキャンペーン」（７月１０日） 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

  ・ＹＥ派遣生の件(№16-17) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

  ・打ち水大作戦の件(№18) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 

  ・ＣＮ３５周年記念式典リハーサルの件 CN35周年記念大会事務局長 Ｌ入山 

  ・名古屋太閤ＬＣＣＮ４５周年記念大会の件(№19) 計画・大会委員長 Ｌ中川 

  ・第４７回東洋東南アジアフォーラムの件 計画・大会委員長 Ｌ中川 

 

四、幹事報告 

  ・事務局夏期休暇の件 ８月１３日（水）～１５日（金） 

  ・会費、預託金の状況 

   

五、その他 

 

第４３７回 理事会議事録 
 

 日時及び場所   ２００８年８月２０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 

 ９月度の理事会振替です。 

 

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) 

 ８月６日２号議案については１０月度理事会で再提案、８号議案は継続審議。 

（第２号議案）岩手・宮城内陸地地震/中国四川省大地震災害義援金のお願い(№2) 会長 Ｌ鈴木 -承 認- 

  

（第３号議案）新会員のしおりの件(№3) 会長 Ｌ鈴木 -承 認- 

 予算1,500円 

（第４号議案）１Ｒ２Ｚ合同ガバナーＬ稲垣清明公式訪問例会の件(№4-5) 会長 Ｌ鈴木 -承 認- 

９月第２例会とする。  

（第５号議案）その他 姉妹提携委員長 Ｌ斎藤靖人 -承 認- 

   台北市明徳獅子会ＣＮ３３訪問日程……１０月２５日出発、２８日帰国 

  

三、報告事項 

  ・第９回中村区綱ひこうぼうし大会の件(№6-10) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

  ・反射材等を活用した安全安心なファッションショーの開催(№11) 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

 



四、幹事報告 

  ・会費、預託金の状況     

  ・事務局不在の件 

 ９月１７日（水）……半日（健康診断） 

 ９月２２日（月）……終日 

   

五、その他 

  ・ 趣味部会は会員の親睦が目的の会である。多くの会員が参加出来るようにして欲しい（Ｌ河瀬） 

 

  ・ Ｌ丹羽正道が８月１９日逝去致しました（Ｌ斎藤靖人） 

       斎  場   いちやなぎ中央斎場 

       通  夜   ８月２３日（土）１８：００～１９：００ 

       告別式   ８月２４日（日）１１：００～ 

 

 

第８４７回 例会 

２００８年８月６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：４０名 

ファイン・ドネーション：１９７，０００円 

 実行委員  Ｌ髙野 隆喜 

・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） 

・お客様の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会長挨拶 会 長 Ｌ鈴木 

・入会式   村手 誠（むらて まこと）様 会員委員長 Ｌ坪井 

・感謝状の授受  中村警察署  署長   増子 雅己 様 

・中村警察署   署長ご挨拶       増子 雅己 様 

チャーターナイト４５周年記念式典出席のご案内   名古屋太閤 LCCN45 周年記念大会委員長 Ｌ寺尾政記 

・ 議事審議事項                        会 長 Ｌ鈴木 

  ①預託金規定(案)  

 ②休会の件（Ｌ加藤音吉） 

 ③愛知県アイバンク賛助会費の件 

 ④綱ひこうぼうし大会の件 

 ⑤ＣＮ３５周年記念大会の件ｖ 

 ⑥キャビネット副幹事の件（Ｌ速水清朗） 

 ⑦事務局ＰＣソフト購入の件 

・各委員会の報告事項 

 ①会員手帳正誤表の件 会員委員長 Ｌ坪井 

 ②交通安全県民運動「Ｈｏｔ・ほっとキャンペーン」（７月１０日） 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

中村警察署 警察署長  増子 雅己 (ますこ まさみ)  様 

〃 生活安全課長  上村 武志 (うえむら たけし) 様 

〃 交通課長  伊與田森一 (いよだ もりかず) 様 

名古屋太閤ライオンズクラブ 会   長  Ｌ西尾 恒章(にしお つねあき) 

〃  ＣＮ４５周年記念大会委員長 Ｌ寺尾 政記(てらお まさき) 



  ③ＹＥ派遣生の件    ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

  ④打ち水大作戦の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 

 ⑤ＣＮ３５周年記念式典リハーサルの件 CN35 周年記念大会事務局長 Ｌ入山 

 ⑥松本中央ライオンズクラブ訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ斎藤靖人 

 ⑦ＬＣＩＦ（＄１０００献金）振込依頼の件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

 ⑧名古屋太閤ＬＣＣＮ４５周年記念大会の件 計画・大会委員長 Ｌ中川 

 ⑨第４７回東洋東南アジアフォーラムの件 計画・大会委員長 Ｌ中川 

・幹事報告 幹 事 Ｌ高木弘 

 ①栢森新治国際理事を励ます会の件 

 ②事務局夏季休暇の件 

 ③会費、預託金の状況について  

・お誕生日のお祝い 会 長 Ｌ鈴木 

Ｌ水谷賢治、Ｌ坪井貞憲、Ｌ加藤鋭吉、Ｌ大場民男、Ｌ高木弘文 

・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 出席委員 Ｌ水谷 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ明石 

・閉会 

・お客様の退場  拍手でお送り下さい。 

 

 

Ｌ髙野の司会のもと、定刻よりＬ鈴木会長のゴングにより例会がスタートした。 

今回は５名のお客様、入会式が重なり、議事・報告事項も多く１５分の延長となった。中村警察署より増

子雅己警察署長、上村武志生活安全課長、伊興日森一交通課長がご出席され、夏の交通安全県民運動「Hot・

ほっとキャンペ―ン」に対する感謝状の授受、増子警祭署長の御礼の挨拶があった。 

続いて名古屋太閤ＬＣ・Ｌ西尾恒章会長、名古屋太閤ＬＣＣＮ４５周年記念大会委員長Ｌ寺尾政記より記

念式典の案内があり、１５名位の参加要請があつた。我ＬＣの親ＬＣでもあり、多数の参加を望む。 

次に会長挨拶の後、村手誠様の入会式が執り行われた。Ｌ村手誠は、我ＬＣの元Ｌで、現名古屋堀川ＬＣ

のメンバーＬ村手幹雄のご子息である。一日も早く御父君を凌ぐＬになられるよう期待します。 

議事審議事項では、９月５日の中村区綱ひこうぼうし大会の件等７件が提案・審議され、委員会報告、幹

事報告、誕生祝いの後、食事に移った１９：３０にＬ明石第一副会長のゴングにより無事閉会した 

記：Ｌ大竹 昌 

 

 

第８４８回 例会 

２００８年８月２０日（水） １８：００～     

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：４４名 

ファイン・ドネーション：６２，０００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鈴木 

・会長挨拶                          会 長     Ｌ鈴木 

・議事審議事項 

 ①岩手・宮城内陸地地震/中国四川省大地震災害義援金のお願い 

 ②新会員のしおりの件 

 ③１Ｒ２Ｚ合同ガバナーＬ稲垣清明公式訪問例会の件 

 



・報告事項 

 ①第９回中村区綱ひこうぼうし大会の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

 ②反射材等を活用した安全安心なファッションショーの開催 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

・幹事報告                          幹 事     Ｌ高木弘 

 ①会費、預託金の状況 

 ②事務局不在の件 

・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 式典祝宴部会顧問 Ｌ田中 

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ髙坂 

・ＣＮ３５周年リハーサル                     ＣＮ３５周年記念大会事務局長 Ｌ入山 

                                 幹事        Ｌ高木  

 

 

第８４８回例会は８月２０日（水）１８：００より、名古屋マリオットアソシアホテル１７階「コスモス」

の間にて実行委員Ｌ後藤一夫の司会で開始された。会長Ｌ鈴木和彦の開会宣言並びに開会のゴングの後、会

長挨拶の中で悲しい知らせがメンバーに通達された。我々の同志であるＬ丹羽正道の訃報の知らせであった。

以前より病気療養中であったのですが残念な事になりました。その後、Ｌ丹羽正道のご冥福を祈り全員にて

黙祷、淋しい例会の始まりであった。合掌  

引続き議事審議事項・報告事項・幹事報告等と進行し第二副会長Ｌ髙坂英夫の閉会のゴングで前半を終了

した。 

続いて後半は９月９日に行われるＣＮ３５周年記念大会のリハーサルに入り、式典・講演・祝宴の順にプ

ログラムにそって担当のＬ中川法恵部会長の指示の下、今回司会をしていただく早川敦子さんも参加し、和

気あいあいの中、全員で確認又意見を出し合いリハーサルを行った。又、職業柄和食に詳しい Ｌ日置淳一は

例会終了後も残り Ｌ中川及びホテル側と食事に付いて熱心に打合せをしている姿が印象に残り、この様な姿

を見ますとＣＮ３５周年記念大会も成功裡に終るのではと心強く思った例会でした。 

記：Ｌ吉川 礒 

 

 

中村公園野外ステージ引渡し式（ＣＮ３５記念ＡＣＴ） 

 ２００８年７月３０日(土) １５：３０～ 

 於：中村公園 野外ステージ 

 出席者数：２９名 

 

 １５：３０～１５：５０  同朋高等学校吹奏楽部演奏 

 １５：５０～１６：０５ 開会の辞        司会   L高坂英夫 

        御客様の紹介  

             挨 拶 名古屋中村ライオンズクラブ会長 Ｌ鈴木和彦 

                          名古屋市緑政土木局緑地部長 寺西 健 様 

      感謝状贈呈 名古屋市緑政土木局緑地部長 寺西 健 様 

               名古屋市議会議員      斎藤 実 様 

             閉会の辞 ＣＮ３５周年記念大会委員長  Ｌ斎藤靖人 

 １６：０５～１６：１５ 同朋高等学校ダンス部員によるダンス 

 

 

表記の通り７月３０日名古屋中村ＬＣＣＮ３５周年記念ＡＣＴの一環として、中村公園野外ステージのリニュー

アル工事を終えて、名古屋市への引渡し式がとり行われた。会長のＬ鈴木和彦より中村公園と名古屋中村ＬＣとの

深い繋がりと絆について説明があり、特に５年毎の周年記念に於いて数々の寄贈をさせて頂いた内容等が発表され、

今回も当ステージが開設以来３０年近くの経過を期にＣＮ３５周年記念事業として取り上げ、此処に引渡し式を関



係の皆様と多数の地元の方々をお迎えし盛大に執り行われ、感謝に堪えない旨の挨拶がありました。引き続き名古

屋市緑政土木局緑地部長寺西健様より、中村公園の環境整備について常日頃から中村ＬＣの尽力と、又この度中村

公園野外ステージの改装工事をして頂き感謝に堪えない旨の挨拶がありました。  

挨拶を頂いたあと、名古屋市長よりの感謝状が会長のＬ鈴木和彦に、緑政土木局緑地部長寺西健様代読により手

渡された。続き本件に大変お世話戴いた名古屋市議会議員であり中村ＬＣメンバーのＬ斉藤実より挨拶があり、Ｃ

Ｎ３５周年記念大会委員長Ｌ斎藤靖人の閉会の辞で式典が閉められた。 

式典の始めには、同朋高等学校吹奏楽部３６名の息のあった演奏が新装となったステージで披露され会場全体を

盛り上げて頂き、更に式典の終了後には、同朋高等学校ダンス部１７名のダンスが、ステージ目一杯を使って繰り

広げられフィナーレを飾って頂きました。ご指導頂きました同朋高等学校の近藤先生には大変お世話になり厚く御

礼申し上げます。 

記：ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ柴田 
 
 
 
 

祝誕生日 祝結婚記念日 

９月  ２日 Ｌ入山毅士 ９月 １３日  Ｌ大藪城正 ＬＬ敬子 

９月 １１日  Ｌ渡辺一央 ９月 １５日  Ｌ生見 敬 ＬＬ香織 

９月 １８日  Ｌ服部吉秀 ９月 ２６日  Ｌ髙野隆喜 ＬＬあつ子 

９月 ２８日 Ｌ大塚和生 

 

 

 


