
日時及び場所   ２００８年１０月１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） 

 

  
 
 

名古屋中村ライオンズクラブ 
 
 お知らせ 

次回例会案内 

第８５４回例会 早朝例会 

11月19日(水)8:00～ 

中村公園（予定） 

12月例会案内 

第８５５回例会 

12月3日(水)18:00～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ51F『ｼﾘｳｽ』 

 

第８５６回例会 忘年例会 

12月17日(水)18:00～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ16F『TBR』 

 

第４３８回 理事会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

  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ＺＣが例会訪問されました。Ｌ丹羽のご遺族がお礼の挨拶にみえます。 

 

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)(№14) －承認－ 

 

（第２号議案）預託金に関する規約(案)について(№2)   －継続審議－ 

       次年度に赤字は発生させてはいけない。 

 

（第３号議案）２Ｚ合同ＡＣＴの件(№3-8)   －承認－ 

       栄での合同献血が今年からは出来なくなるので、その代替に名古屋駅前に植樹する。 

 

（第４号議案）例会延長の件（１５分間）   －承認－ 

 

（第５号議案）事務局員台湾随行の件（事務局員不在の件）    －承認－ 

１０月２４日～２７日 

 

三、報告事項 

  ・会員資格変更の件（Ｌ山本信房 正会員→賛助会員） 会員委員長 Ｌ坪井 

  ・元気中村反射材フェスタ２００８の件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

  ・早朝例会の件（１１月１９日） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 

  ・国際平和ポスターコンテストの件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

  ・０８～０９夏期ＹＥ派遣の件(№9-12) ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

  ・CN35周年記念大会及び松本中央LCCN40並びに台北訪問の件(№13) 姉妹提携委員長 Ｌ斎藤靖人 

 

四、幹事報告 

  ・事務局員台湾随行の件（事務局員不在の件）       

     審議事項へ 

 

五、その他 



故Ｌ丹羽正道       御令室           丹羽よし子（にわ よしこ）様 

御子息           丹羽 伸路（にわ しんじ）様 

ライオンズクラブ国際協会３３４－Ａ地区 １Ｒ２Ｚ ゾーン・チェアパーソン     Ｌ牧野吉郎（まきの よしろう） 

 〃        １Ｒ２Ｚ ＺＣＡ             Ｌ富田順治（とみた じゅんじ） 

 

 

第８５１回 例会 

２００８年１０月１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：３９名 

ファイン・ドネーション：２５８，０００円 

 実行委員  Ｌ中山恭三 

・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  Ｌ上野 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 

 

 

                         

 

 

・故Ｌ丹羽正道 御令室 挨拶 

・会長挨拶 会   長 Ｌ鈴木 

・１Ｒ２Ｚゾーン・チェアパーソン紹介 接待、会則付則委員長 Ｌ河瀬 

・１Ｒ２Ｚゾーン・チェアパーソンご挨拶             １Ｒ２Ｚ ＺＣ    Ｌ牧野 

・ＬＣＩＦ（ＭＪＦ）ピンの贈呈（２８名） 会   長 Ｌ鈴木 

・長期在籍表彰  ２５年  Ｌ吉川 礒 会   長 Ｌ鈴木 

・議事審議事項 

 ①預託金に関する規約(案)について 会   長 Ｌ鈴木 

 ②２Ｚ合同ＡＣＴの件 

・各委員会の報告 

 ①CN35 周年記念大会及び松本中央 LCCN40 並びに台北訪問の件 CN35 周年記念大会委員長/姉妹提携委員長 Ｌ斎藤靖人 

 ②元気中村反射材フェスタ２００８の件 社会福祉・公衆安全委員長 Ｌ吉川 

 ③早朝例会の件（１１月１９日） 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 

 ④国際平和ポスターコンテストの件 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

 ⑤０８～０９夏期ＹＥ派遣の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

 ⑥会員資格変更の件（Ｌ山本信房） 会員委員長 Ｌ坪井 

・幹事報告 幹   事 Ｌ高木弘 

・お誕生日のお祝い（結婚記念日……報告のみ） 会   長 Ｌ鈴木 

９月 Ｌ入山毅士、Ｌ渡辺一央、Ｌ服部吉秀、Ｌ大塚和生 

１０月 Ｌ山崎直哉、Ｌ柘植藤秋 

・お食事をどうぞ  

・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 Ｚ   Ｃ Ｌ牧野 

 会   長 Ｌ鈴木 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ明石 

・閉会 

・お客様退場 

 

 

本例会は、まず国際平和ポスターコンテストについて各メンバーが投票し、その後実行委員Ｌ中山恭三の

司会のもと、定刻に開始されました。会長Ｌ鈴木和彦の開会宣言並びに開会のゴングののち、お客様の紹介



がありました。 

最初に、過日亡くなられました故Ｌ丹羽正道の御令室の丹羽よし子様より、会葬のお礼のご挨拶がありま

した。改めてご冥福をお祈り致します。次に３３４－Ａ地区１Ｒ２ＺＺＣのＬ牧野吉郎、１Ｒ２ＺＺＣＡの

Ｌ富田順治両名がみえまして、Ｌ牧野吉郎より名古屋ＣＯＰ１０にあわせて名古屋駅前に植樹することなど

の話がありました。また、ＬＣＩＦ（ＭＪＦ）ピンの贈呈が行われました。 

引き続き議事審議事項、各委員会報告、幹事報告、お誕生日祝いがあり、ＣＮ３５周年記念事業を祝して、

Ｌ牧野吉郎の音頭で乾杯し食事に移りました。 

最後に、次回例会は１７日の金曜日ですとのアナウンスがあった後、第一副会長Ｌ明石元佑のゴングによ

り閉会しました。 

記：Ｌ中野 利彦 

 

 

第８５２回 例会 

２００８年１０月１７日（金） １８：１５～２０：００     

於：名古屋東急ホテル 

出席者数：３６名 

ファイン・ドネーション：１４４，０００円 

 

・起立 

・ゲスト・ビジターのご入場 

・開会のゴング 太閤ＬＣ会長  Ｌ西尾恒章 

 中村ＬＣ会長  Ｌ鈴木和彦 

・国旗儀礼 

・国歌君が代斉唱 

・ライオンズの誓い 中村ＬＣ会長  Ｌ鈴木和彦 

・ライオンズクラブの歌 

・着席 

・ゲスト・ビジターのご紹介 太閤ＬＣ接待長  Ｌ加藤史典 

・会長挨拶 太閤ＬＣ会長  Ｌ西尾恒章 

 中村ＬＣ会長  Ｌ鈴木和彦 

・リジョンチェアパーソンのご紹介 

・リジョンチェアパーソンのご挨拶 １Ｒ ＲＣ    Ｌ大場民男 

・幹事報告 太閤ＬＣ幹事  Ｌ柴田安晧 

 中村ＬＣ幹事  Ｌ高木弘文 

・乾杯 １Ｒ ＲＣ    Ｌ大場民男 

・お食事 

・テールツイスタータイム 太閤ＬＣＴＴ  Ｌ加藤勢一 

 中村ＬＣＴＴ  Ｌ大竹 昌 

・本日の出席率の報告 太閤ＬＣ会員出席副長  Ｌ髙橋辰夫 

 中村ＬＣ出席長  Ｌ髙野隆喜 

・本日の会計報告 太閤ＬＣ会計  Ｌ森野意一郎 

 中村ＬＣ会計  Ｌ速水清朗 

・ライオンズローア １Ｒ ＲＣ  Ｌ大場民男 

 １Ｒ ＰＲ･ライオンズ情報･ＩＴ委員  Ｌ髙坂英夫 

 太閤ＬＣ会長  Ｌ西尾恒章 

 中村ＬＣ会長  Ｌ鈴木和彦 

・ゲスト・ビジターのご退場 

・閉会のゴング 太閤ＬＣ会長  Ｌ西尾恒章 

 中村ＬＣ会長  Ｌ鈴木和彦 

 



第８４９回 例会 －ＣＮ３５周年記念大会－ 

２００８年９月９日（火） １６：００～１９：４０    

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：５１名 

 

平成２０年９月９日、重陽の佳き日に名古屋中村ライオンズクラブＣＮ３５周年記念大会と、第８４９回

例会が名古屋マリオットアソシアホテル１６階タワーズ・ボール・ルームに於いて盛大に開催されました。 

当日は名古屋市長をはじめ、多数のご来賓の皆様やライオンズ関係者を含めて３００名の方々にご出席い頂

き、３５周年をお祝い頂きました。 

 第１部はプログラム通り「式典」が厳粛に執り行われました。鈴木会長の挨拶は誠実で、非常に印象に残

りました。続いてＬ高木弘文の「物故ライオンの追悼」、Ｌ髙坂英夫の「記念ＡＣＴ発表」と、役割を堂々と

立派にこなしてみえました。 

第２部は「記念講演 我が人生の挑戦」と題し、冒険プロスキーヤー三浦雄一郎様に７５歳７ヶ月で２回

目のエベレスト登頂に成功された苦労話を講演して頂き、我々中高年には勇気をわけて貰いました。そして

ユーモア溢れる大会委員長Ｌ斎藤靖人の歓迎スピーチで祝宴の幕が開きました。 

ウェスタンバンド「ザ・ウィローズ」の懐かしい曲が流れる中、姉妹提携クラブと我がクラブにちなんで、

ひと工夫されたメニューの美味しい食事を楽しみ、和やかに３時間半におよぶ祝宴の幕が下りました。 

５年に１度の大行事を成功させるために、大会委員長Ｌ斎藤靖人を中心に関係者が一眼となり綿密に計画

を練り上げてまいりました。Ｌ中川法恵、Ｌ遠藤英雄、Ｌ中山恭三、Ｌ髙坂英夫、Ｌ峠 宏の各部会長、ま

たご協力頂いた中村ＬＣの全てのメンバーの皆様、深く感謝致します。これも大きなチャリティーです。 

司会の大役を頂き、いろいろご指導御礼申し上げます。決められた予算の中で最大の結果を残す記念行事が

出来、大会委員長御苦労様でした。また心新たに、クラブの益々の発展を祈るものです。 

記：大会事務局長 Ｌ入山 毅士 

 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

１１月 １日  Ｌ速水清朗 １１月 ２日  Ｌ山梨一美 Ｌｌまさ子 

１１月 １日  Ｌ吉金 博 １１月 ３日  Ｌ瀬尾昌信 Ｌｌ幸子 

１１月 ５日  Ｌ明石元佑 １１月１４日  Ｌ中川法恵 Ｌｌひさ子 

１１月 ５日  Ｌ峠  宏 １１月２３日  Ｌ大塚和生 Ｌｌ智恵子 

１１月 ６日  Ｌ遠藤英雄  

１１月 ８日  Ｌ加藤音吉  

１１月１１日  Ｌ斎藤靖人 

１１月２５日  Ｌ横畑五夫 


