
日時及び場所   ２００８年１１月５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 浅岡      （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８５６回例会 ｸﾘｽﾏｽ例会 

12月17日(水)18:00～ 

名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ16F『TBR』 

1月例会案内 

第８５７回例会 

2009年1月7日(水)12:00～ 

料理旅館かとう 

 

第８５８回例会 

1月21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４３９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 

ＣＮ３５周年も無事終わり、大会委員長をはじめ各委員会の皆様ありがとうございました。 

 

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) ―承認― 

 

（第２号議案）預託金に関する規約(案)の件(№2) 会長 Ｌ鈴木 ―承認― 

       来期の会員手帳に預託金に関する規約を載せる。 

 

（第３号議案）退会の件（Ｌ伊藤芳雄）(№3) 会員委員長 Ｌ坪井 ―承認― 

 

（第４号議案）クリスマス例会の件(№4-6) 計画･大会委員長 Ｌ中川 ―承認― 

   

（第５号議案）前年度決算報告の件(別紙資料) 財務委員長 Ｌ中山恭 ―承認― 

       財務委員長が決算報告書の説明。１２月第一例会で承認を頂きたい。 

 

（第６号議案）横井山緑地植樹の件 保健奉仕･環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 ―承認― 

       １１月１９日早朝例会を中村公園から横井山緑地へ変更します。 

 

（第７号議案）平和ポスター優秀賞受賞者１２月例会招待の件 国際奉仕･ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 ―承認― 

 

（第８号議案）その他 

        Ｌ伊藤芳雄退会の為、Ｌ村手誠に副ＬＴ、財務委員をお願いする。  

事務局のプリンター、ソフト買換えの件  Ｌ中山恭 ―承認― 

 

三、報告事項 

  ・薬物乱用防止教室の件（豊正中学 １１月２６日(水)）(№7) ＹＥ･青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

  ・台北明徳獅子会ＣＮ３３訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ斎藤靖人 

  ・その他 

 



四、幹事報告 

  １１月１１日（午後）事務局員通院のため不在  

   

五、その他 

 

第８５３回 例会 

２００８年１１月５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：１８４，５００円 

 実行委員  Ｌ後藤党慶 

・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 国際奉仕・ＬＣＩＦ副委員長 Ｌ後藤一 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・会長挨拶 会  長 Ｌ鈴木 

・Ｌ服部吉秀 会葬御礼   Ｌ服部 

・長期在籍表彰  ３５年  Ｌ日置淳一 会  長 Ｌ鈴木 

・議事審議事項 会  長 Ｌ鈴木 

 ①預託金に関する規約(案)の件  

 ②退会の件（Ｌ伊藤芳雄）  

 ③クリスマス例会の件  

 ④前年度決算報告の件  

 ⑤横井山緑地植樹の件  

 ⑥平和ポスター優秀賞受賞者１２月例会招待の件  

 ⑦その他 

・報告事項 

 ①薬物乱用防止教室の件（豊正中学 １１月２６日(水)） ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

 ②台北明徳獅子会ＣＮ３３訪問の件 姉妹提携委員長 Ｌ斎藤靖人 

 ③その他  

・幹事報告 幹  事 Ｌ高木弘 

・メンバースピーチ 

・お誕生のお祝い・結婚記念日（報告のみ） 会  長 Ｌ鈴木 

Ｌ速水清朗、Ｌ吉金 博、Ｌ明石元佑、Ｌ峠  宏、Ｌ遠藤英雄、Ｌ加藤音吉、 

Ｌ斎藤靖人、Ｌ横畑五夫  

・お食事をどうぞ 

・テールツイスター登場 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 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員 Ｌ入山 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ明石 

 

 

第８５３回例会は、実行委員Ｌ後藤党慶司会によって１８：００に始まりました。 

会長Ｌ鈴木和彦の開会宣言並びに開会のゴングの後、会長挨拶の中で、米大統領選でオバマ氏が大差で選

ばれました。米国史上、初の黒人大統領に来年１月２０日に就任するという出来事がありました。「変革」を

期待したいものです。また、１２月のクリスマス例会には、会場に見合った出席者数になるよう（家族・友

人も含め）参加のお願いがありました。 

次に長期在籍３５年のＬ日置淳一の表彰が行われました。当クラブの歩みと同年です。御苦労様でした。 



議事審議事項でＬ伊藤芳雄の退会を聞き、同年齢、同志として残念です。姉妹提携委員長Ｌ斎藤靖人の台

北明徳獅子会ＣＮ３３訪問報告を聞いて、何時も真心のこもった温かい歓待に感心しました。 

次に、Ｌ大脇三夫のコメント、一口経済、Ｌ入山毅士のメンバースピーチ、同窓会の話題から一言があり、

その後誕生祝い・結婚記念日報告と続き、食事に入る。通常例会では久しぶりの中華料理で美味しく頂きま

した。終了数分前、ＴＴ登場、出席率報告、会計報告に続き、ライオンズローアＬ入山毅士の一声、最後に

第一副会長Ｌ明石元佑のゴングで閉会しました。 

記：Ｌ服部 吉秀 

 

 

第８５４回 例会 

２００８年１１月１９日（水） ８：００～９：００     

於：横井山緑地 

出席者数：３０名 

 

 実行委員  Ｌ上野元嗣  

・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 

・名古屋市中村土木事務所 所長挨拶    所   長    長谷川 豊 様  

・保健奉仕・環境保全奉仕委員長より作業説明とお知らせ 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 

・委員会報告 

・幹事報告 幹  事 Ｌ高木 

・テールツイスター登場 Ｔ  Ｔ Ｌ大竹 

・閉会のゴング 第二副会長 Ｌ髙坂 

・作業開始 

 

 

 

第８５２回 例会 －太閤ＬＣ合同 ＲＣ訪問例会－ 

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 

 

朝夕涼しくなり、日暮れも早くなりました。そんな陽気の中で名古屋太閤ＬＣと名古屋中村ＬＣの合同例

会が、大場ＲＣを迎えて名古屋マリオットアソシアホテルで開催されました。 

 太閤ＬＣ西尾会長が挨拶で、中村ＬＣ３５周年が盛大に行われたことへのお祝いと、太閤ＬＣ４０周年へ

の出席要請をされ、鈴木会長は大場ＲＣの紹介を、儀礼的ではなく性格も踏まえて、親近感を込めて紹介さ

れました。大場ＲＣも所属クラブということもあり、他クラブへの訪問より気楽に笑顔満面で話されました。

挨拶の中で、来年若しくは再来年にＲＣの制度がなくなり、第一・第二ガバナー制に変わることを話されま

した。食事は久しぶりの日本食を美味しく頂きました。合同例会なので両クラブより各担当者がそれぞれの

報告をしました。９テーブル７５名余りの参加者でした。また出席率７０％強ということでしたが、折角の

合同例会で交流の輪を広げる機会ですので、出席率の上がることを期待します。 

記：Ｌ髙坂 英夫 

 

 

台北市明徳獅子会 ＣＮ３３周年例会訪問 

２００８年１０月２４日（金） １６：００～１９：４０    

於：台北市 典華宴展館 

 

例会場所は、天井の高い壁も床も大理石で、結婚式などが行われる立派なニューヨークビルにて３３周年



記念式典が開催されました。各招待クラブを記名したプラカードを先頭にして入場、壇上にて紹介ローア、

中村ＬＣも２番目に、鈴木会長以下１１名で入場、大きな声で雄叫びをあげました。尚、各クラブ入場中は

明徳獅子会が日本訪問した時の黒部ダムの映像が映し出されていました。陳会長の開会宣言、台湾、日本、

韓国の国家が流れ、ライオンズの誓い、来賓紹介、出席者の紹介、陳会長の『有難う、カミサンニダ』とお

礼の言葉（他の内容は聞き取れません）、各招待クラブ会長挨拶。鈴木会長は姉妹提携以来、海外ＡＣＴを合

同で行い、それぞれの国で喜ばれてきました、今後も一緒に頑張りたいので宜しくと、いつものように堂々

と話されました。また記念品とお祝金を贈呈されました。その後入会式に立ち会うことになりましたが、途

中から入会式ということが理解出来ました。その後歴代会長が結婚式のように一人一人ロウソクに火をつけ

て、ハッピーバースディを歌い好感が持てました。ＡＣＴの発表後、陳鵬雲大会会長が８１歳とは思えぬ大

きな元気な声で御礼の挨拶をされて式典は終わりました。９０分余、やっと終わったという思いでした。 

その後、祝宴会場を暗くして、提灯を持った人の後に料理人が続き、各テーブルに配膳をするという演出

でした。クラブのメンバーがカラオケを、中にはプロ顔負けの方も。それに出し物は手作りで労力のあとが

見えました。我がクラブも全員でカラオケを歌いました。延々と続き、何時ものことですがやはり文化が違

うことを痛感しました。 

尚、到着日には明徳ＬＣメンバーの方が空港まで出迎えに来て下さり、翌日はお別れ食事会を開催して頂

き大変お世話になりました。その後新幹線で高雄まで、そして高雄市と台南市を見学してきました。参加者

全員楽しく過ごしてきました。皆様お疲れ様でした。 

記：髙坂 英夫 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

１２月 １日  Ｌ山梨一美         １２月 ６日  Ｌ坪井貞憲 Ｌｌ美稚子 

１２月 １日  Ｌ斎藤 靖         １２月１４日  Ｌ木村幹雄 Ｌｌシズ子 

１２月 ８日  Ｌ中野利彦         １２月１８日  Ｌ中野利彦 Ｌｌ小夜子 

１２月 ９日  Ｌ中山恭三 

１２月１０日  Ｌ河瀬良三 

１２月１４日  Ｌ高柳義明 

１２月２２日  Ｌ大藪城正 

１２月２３日  Ｌ上野元嗣 

１２月２５日  Ｌ野々垣徹 

 

 

趣味部会             

第３回ゴルフ部会 ＜２００８．１１．２０  於：岐阜関カントリー倶楽部＞ 

１位  Ｌ瀬尾昌信  ＢＧ  Ｌ遠藤英雄（８７） 

２位  Ｌ村手 誠 ＮＰ  № 2 Ｌ遠藤英雄 

３位  Ｌ遠藤英雄 № 5 Ｌ瀬尾昌信 

４位  Ｌ野々垣徹 №12 Ｌ吉金 博 

５位  Ｌ吉金 博  №14 Ｌ中川法恵 

６位  Ｌ田中光男 

７位  Ｌ中川法恵 

８位  Ｌ斎藤靖人 

９位  Ｌ髙坂英夫 

１０位  Ｌ鈴木和彦 

１１位  Ｌ中野利彦 

１２位  Ｌ坪井貞憲 

１３位  Ｌ入山毅士 

１４位  Ｌ上野元嗣 

 


