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名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８５２回例会  

ＲＣ訪問例会（太閤ＬＣ合同） 

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』 

１１月例会案内 

第８５３回例会 

 

１１月５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８５４回例会  

早朝例会 

１１月１９日（水） 

 

 

 

第８４９回 例会 

２００８年９月９日（火） 式典 １６：００～１６：５０    

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：５１名 

・開会宣言・開会のゴング 第一副会長 Ｌ明石 

・国旗に対し敬礼 

・中華民国国歌斉唱 

・日本国歌「君が代」斉唱 

・ライオンズヒムの歌斉唱 

・物故ライオン追悼 

・来賓並びに招待者の紹介 ＣＮ３５大会副委員長 Ｌ柴田 

・会長挨拶 会   長 Ｌ鈴木 

・来賓祝辞 名古屋市市長 松原 武久 様 

 334-Ａ地区ガバナー Ｌ稲垣 清明 

 台北市明徳国際獅子会会長 Ｌ陳 良兼 

・記念ＡＣＴ発表 ＣＮ３５大会記念ＡＣＴ部会長 Ｌ髙坂 

・感謝状贈呈（スポンサークラブ 名古屋太閤ＬＣ） 会   長 Ｌ鈴木 

・閉会の挨拶・ゴング 前 会 長 Ｌ峠 

 

 

第８５０回 

３３４－Ａ地区ガバナー公式訪問１Ｒ２Ｚ合同例会 

２００８年９月１６日（火） １２：１５～１４：００     

於：ウェスティンナゴヤキャッスル 

出席者数：３２名 

 実行委員(司会) 名古屋金城ＬＣ 幹  事 Ｌ舩木 周 

・来賓、ガバナー、地区役員入場 

・開会の宣言並びに開会のゴング 名古屋ウエストＬＣ 会   長 Ｌ堀田久富 

・国旗に敬礼 

・国歌斉唱 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・来賓、ガバナー、地区役員紹介 名古屋金城ＬＣ   会   長 Ｌ中村悦男 

・１Ｒ２Ｚ各クラブ紹介 名古屋ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣ  会   長 Ｌ権田秀人 

・ガバナー紹介 １Ｒ２Ｚ ＺＣ Ｌ牧野吉郎 
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・ガバナー歓迎の挨拶 名古屋太閤ＬＣ   会   長 Ｌ西尾恒章 

・ガバナーご挨拶 ３３４－Ａ地区ガバナー Ｌ稲垣清明 

 副地区ガバナー ＭＥＲＬチームリーダー  Ｌ青木重臣 

・ご来賓ご挨拶   ライオンズクラブ国際協会国際理事 Ｌ栢森新治 

・ガバナー公式訪問回答書の提出 １Ｒ２Ｚ    各クラブ会長 

・公式訪問記念ＡＣＴ発表及び贈呈 名古屋中村ＬＣ   会   長 Ｌ鈴木和彦 

・受領者謝辞   日本ボーイスカウト愛知県連盟名古屋西地区協議会 会長  加島達男様 

・乾杯 １Ｒ ＲＣ Ｌ大場民男 

・お食事 

・テールツイスター登場 名古屋本丸ＬＣ   Ｔ   Ｔ Ｌ岩間久爾 

・幹事報告 名古屋ﾌﾞﾙｰｽｶｲＬＣ   幹   事 Ｌ玉岡 宏 

・出席率の報告 名古屋ウエストＬＣ 出席委員長 Ｌ柘植光彦 

・会計報告 名古屋金城ＬＣ   会   計 Ｌ加藤 功 

・ライオンズローア  ３３４－Ａ地区ガバナー Ｌ稲垣清明 

国際理事 Ｌ栢森新治 

地区名誉顧問 Ｌ木村日出雄 

・閉会宣言並びに閉会のゴング 名古屋本丸ＬＣ   会   長 Ｌ川上修康 

・来賓、ガバナー、地区役員退場 

 

 

猛暑も過ぎた曇天の中、1 年に 1 回のガバナー公式訪問１Ｒ２Ｚ合同例会は、今年はウェスティンナゴヤキ

ャッスル『天守の間』にて、9 月 1６日午後１２時１５分に開かれた。司会は金城ライオンズクラブのＬ舩木 

周幹事。 

いつもながら通常の単独例会に比べ、会場自身も荘厳で格段と広い。１Ｒ２Ｚからなる６クラブの２５０

～２６０人の参加者が閑散として見えるぐらい。金屏風を背後にひな壇には来賓、今期クラブ会長が演台を

挟み左右に座る。 

来賓の紹介の後、地区ガバナーＬ稲垣清明よりは、今期国際会長Ｌアルバート・Ｆ・ブランデルからの方

針である会員増強等をこの合同例会にて披露。稲垣ガバナー自身は「勇気と情熱」を持って会員増強、特に

女性、並びに国際貢献（LICIF）に寄与しようとメンバーに訴えた。その後の国際協会 国際理事のＬ栢森新

治は、CFSII の成功を３年毎の継続で維持したい、副地区ガバナーのＬ青木重臣は、MERL チームリーダー

として、会員の減少に歯止めをかけようと参加者に訴えた。 

公式訪問記念 ACT 発表を６クラブを代表して、わが中村ＬＣのＬ鈴木和彦が行い、記念品の贈呈を日本ボ

ーイスカウト愛知連盟名古屋西地区協議会会長・加島達男氏、ガールスカウト日本連盟愛知県第７９団・団

委員長の駒屋禮子氏にそれぞれ授与した。 

セレモニーの最後には乾杯として 1Rリジョンチェアパーソンの我が中村LCのＬ大場民男がローアで一声

にて行った。 

その後、お食事に入り、終了数分前にテールツイスター登場、幹事報告、出席率報告、会計報告と続き、

ライオンズローア、閉会のゴングでことなく終了した。終了は予定より４分遅れとなった。 

猶、中村ＬＣの出席率は６６％の３２名であった。 

記 Ｌ渡辺一央 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

第４回「広がれ！心の輪コンサート」（ＣＮ３５記念ＡＣＴ） 

 ２００８年９月６日(土) １５：００～ 

 於：愛知勤労会館 講堂 

 出席者数：３４名 

 １４：００  開場 

 １５：００ 開演         

       Ⅰ部   岡本加代子（シャンソン歌手） 

  加藤 修慈（ピアノ） 

  片桐 一篤（シンセサイザー） 

  岡田 充弘（ベース） 

 曲目 コンドルは飛んでゆく、声のない恋、百万本のバラ 他 

 

 Ⅱ部  新垣 勉（テノール歌手） 

              金益 研二（ピアノ） 

       曲目 さとうきび畑、花、千の風になって 他 

 

 

名古屋中村ライオンズクラブＣＮ３５周年記念チャリティコンサート（副題）と銘打って、平成２０年９

月６日愛知勤労会館講堂（つるまいプラザ）に於いて１４：００より１７：００迄「第４回広がれ心の輪コ

ンサート」のタイトルにて、主催社会福祉法人親愛の里、共賛名古屋中村ライオンズクラブで、シャンソン

歌手の岡山加代子さんと、盲目のハンデイを持ち不屈の闘志で克服し、温かみと豊かな心で歌を歌って感動

を与えて頂けるテクノール歌手の新垣勉さんをお迎えして、記念事業の一つに加える事に成りました。 

こころの貧困から生まれる数多くの世の中のひずみに胸が痛む昨今、本当に心に和みと安らぎを、透き通

る歌声に浸ることの出来た感動と慶びを味わう事が出来、ご来場の皆様も満足のひと時を体感戴けた事と思

います。歌い終えた出演者の皆様方への花束の贈呈が行われ、一層暖かさを演出頂きました。 

本日の収益金が社会福祉法人親愛の里 理事長加藤孝正様に、名古屋中村ライオンズクラブＣＮ３５周年

記念大会委員長Ｌ斎藤靖人より手渡されて幕を閉じる事が出来ました。この事業に携わって頂いたＣＮ３５

周年記念事業部長Ｌ高坂英夫を初めとし関係者の皆様に深く感謝申し上げます。  

 

                              記事：ＰＲ・ＩＴ委員長 Ｌ柴田良市 

 

 

姉妹提携クラブ 

松本中央ライオンズクラブ ＣＮ４０周年記念式典 

２００８年９月２３日（火） １５：００～１７：３０     

於：松本東急イン 

出席者数：２４名 

・開式ゴング 大会会長 Ｌ有賀大二 

・開式のことば 第一副会長 Ｌ大蔵章男 

・国旗 ライオン旗に敬礼 

・国歌 君が代 並びにライオンズクラブの歌 斉唱（伴奏 陸上自衛隊松本駐屯地音楽隊） 

・物故ライオン並びに献眼者に黙祷 

・来賓並びにライオンズ関係・地区役員紹介 クラブ幹事 Ｌ小寺泰子 

・ブラザークラブ紹介 アシスタント  赤羽頼子 

・歓迎の挨拶 大会委員長 Ｌ遠山全一 

・式辞 大会会長 Ｌ有賀大二 
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・記念事業発表 事業委員長 Ｌ上島 昌 

・目録贈呈並びに感謝状拝受 大会会長 Ｌ有賀大二 

・代表謝辞 松本市社会福祉協議会会長 渡辺 聰 様 

・来賓祝辞 松本市長 菅谷 昭 様 

 松本市市議会議長 大久保 真一様  

・地区ガバナー祝辞 ３３４－Ｅ地区ガバナー Ｌ佐藤義雄 

・地区名誉顧問・元地区ガバナー祝辞 地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ野中杏一郎 

・祝電披露 クラブ会計 Ｌ滝澤文雄 

・感謝状贈呈 大会会長 Ｌ有賀大二 

・スポンサークラブ謝辞 駒ヶ根ＬＣ会長 Ｌ浦野英喜 

・閉式のことば 第二副会長 Ｌ下澤重寿 

・閉会ゴング 大会会長 Ｌ有賀大二 

 

秋分の日（９月２３日）爽やかな秋風を肌に感じ、ＬＬ６名、メンバー１８名総勢２４名、名鉄観光バス

にてＪＲ名古屋駅新幹線口外噴水前を１０時出発、中央道にて３時間半の旅程得て無事松本東急イン到着。

松本中央ライオンズクラブ会長Ｌ有賀大二他メンバーの方々に出迎えを受けチエックインし、式典開催まで

ゆっくり各自待機。 

１５時定刻、式次第に基づき会長Ｌ有賀大二の開会ゴングで式典が開かれ、陸上自衛隊松本駐屯地音楽隊

の伴奏により君が代並びにライオンズクラブ歌が厳かに斉唱され、来賓及び参加の皆様の紹介、４０年記念

事業の発表が正面の特設スクリーンに映し出され、特に名古屋中村ライオンズクラブとの共同ＡＣＴとして

スリランカの身障者及び各病院への車椅子と、警察病院に救急車贈呈を力説されました。又現在の日本社会

が、「勝ち組み・負け組み」と経済的格差の広がり中で、心の支え合いの必要性が叫ばれる昨今、養護施設松

本児童園児と新潟の藤崎海水浴へ赴き、子供たちとの交流及び裸のふれあい等を強調された。順次目録感謝

状等の贈呈が行われ、来賓の挨拶祝辞が続き厳粛な内にも和やかな雰囲気で、予定通り１時間の式典が執り

行われた。引き続き参加者総勢１５０名の皆様による祝賀会が催され乾杯の後、祝宴に入りアトラクション

に陸上自衛隊松本駐屯地音楽隊の演奏で会場を盛上げて頂いた。 

１時間半の和気あいあいの宴の最後としてライオンズローアが、３３４－Ｅ地区３Ｒ１ＺＺＣ・Ｌ丸山正

芳、駒ヶ根ＬＣ会長・Ｌ浦野英喜、名古屋中村ＬＣ会長・Ｌ鈴木和彦、松本中央ＬＣ会長・Ｌ有賀大二、４

名の音頭によりローア３声にて締められ、また逢う日までをお互い手と手を繋ぎ合唱し、大会総務委員長の

Ｌ轟朝五の閉宴の言葉で閉じられた。松本中央ＬＣの今後４５年５０年に向けて一層の飛躍と、名古屋中村

ライオンズクラブとの交流が益々深まる事を祈念する次第です。 

祝賀会終了後５名（私を含めて）は当日ＪＲにて帰名し、１９名の皆様は一泊し翌日松本中央ＬＣの皆様

と親善ゴルフを楽しまれますので、別行動になりました。 

記事：Ｌ柴田良市   

 

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

１０月 ２日  Ｌ山崎直哉 １０月 ３日  Ｌ髙坂英夫 ＬＬ洋子 

１０月３０日  Ｌ柘植藤秋 １０月 ４日  Ｌ渡辺一央 ＬＬ良子 

 １０月１０日  Ｌ加藤善康 ＬＬ幸子 

 １０月１３日  Ｌ伊藤公二 ＬＬ里美 

 １０月１４日  Ｌ入山毅士 ＬＬ佳江 

 １０月１５日  Ｌ日置淳一 ＬＬ純子 

 １０月２２日  Ｌ大場民男 ＬＬ欽子 


