
日時及び場所   ２００８年１２月３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 伊藤公 中山和 村手           （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』 

２月例会案内 

第８５９回例会 節分例会 

2月4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８６０回例会 グルメ例会 

2月18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４４０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 

師走ということで、時が過ぎるのが早く感じます。 

ニ、ニ、議題・審議事項  議長 Ｌ鈴木   －確認－ 

（第１号議案）前回議事録確認(Ｌ鈴木) 

       預託金の規約を決めた。Ｌ伊藤芳雄の退会が残念でした。  

（第２号議案）前年度決算報告の件(別紙資料) 会  長 Ｌ鈴木 －承認－ 

       前年度の未払いとして１００万円拠出しました。  

（第３号議案）ＣＮ３５周年記念大会決算の件(別紙資料) CN35周年記念大会委員長 L斎藤靖人 －承認－ 

       未収入金をすべて口座に振り込みました（残高として３００万程）。 

       ３００万円は財政安定基金へ。 

       ※明徳ＬＣ３５周年に祝金として７０万円を財政安定基金より拠出する。 

（第４号議案）ＬＣＩＦ＄２０献金の件(№2-3) 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 －承認－ 

 

（第５号議案）平成２１年新春広告企画(中部経済新聞社)の件(№4-5) 会  長 Ｌ鈴木 －承認－ 

       １コマ ￥２万円（名刺広告）拠出 

（第６号議案）事務局 一時金の件 会  長 Ｌ鈴木 －承認－ 

       ３５周年とＲＣの件で忙しかったので年間２０万。冬季１５万円に。 

（第７号議案）事務局 ノートパソコン購入の件(№6) 会  長 Ｌ鈴木 －承認－ 

 

（第８号議案）その他 

  

三、報告事項 

  ・第４回地区ＭＥＲＬチーム１Ｒ・７Ｒ・９Ｒブロック会議の件(№7-16)  指導力育成・ＭＥＲＬ・情報副委員長 Ｌ中山和 

  ・ライオンズ環境保全フォトコンテストの件(№17) 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 

  ・国際平和ポスターについて（中村区役所でのクレームの件） 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

  ・薬物乱用防止教室の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

  ・三役連絡会報告(№18) 会  長 Ｌ鈴木 

  ・東南アジアフォーラム報告  Ｌ後藤党 

 

四、幹事報告 



名古屋市立米野小学校校長 中村区校長会会長    岡部 よし江（おかべ よしえ） 様 

平和ﾎﾟｽﾀｰｺﾝﾃｽﾄ優秀賞受賞 名古屋市立日比津中学校 日比野 好美（ひびの このみ） 様 

            保護者         日比野 明美（ひびの あけみ） 様 

 

  ・第３２回ホワイトライオン対抗懇親麻雀大会の件(№19-20) 

  ・愛知エメラルドライオンズクラブ結成の件(№21) 

  ・キャビネット事務局及び中村ＬＣ事務局冬期休暇の件(№22) 

  ・メンバーシップキーの件（Ｌ峠  宏） 

  ・メルビン・ジョーンズ・フェロー シェブロンの件 

    

五、その他 

 

第８５５回 例会 

２００８年１２月３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：３７名 

ファイン・ドネーション：１１７，０００円 

 実行委員  Ｌ遠藤英雄 

・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斎藤靖 

・ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

・お客様のご紹介 

    

 

 

 

・会長挨拶 会  長 Ｌ鈴木 

・平和ポスターコンテスト表彰及び賞品授与  国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

・クラブ表彰 会  長 Ｌ鈴木 

・お客様ご挨拶     中村区校長会会長  岡部よし江 様 

・平和ポスターコンテスト優秀賞受賞者    日比野好美 様 

・ＬＣＩＦ（ＭＪＦ）ピンの贈呈（Ｌ大場民男） 会  長 Ｌ鈴木  

・メンバーシップキーの贈呈（Ｌ峠  宏） 会  長 Ｌ鈴木 

・議事審議事項 会  長 Ｌ鈴木 

 ①前年度決算報告の件 

 ②ＣＮ３５周年記念大会決算の件 

 ③ＬＣＩＦ＄２０献金の件 

 ④平成２１年新春広告企画（中部経済新聞社）について 

 ⑤事務局 一時金の件 

 ⑥事務局 ノートパソコン購入の件 

・報告事項 

 ①第４回地区ＭＥＲＬチーム１Ｒ・７Ｒ・９Ｒブロック会議の件 指導力育成･ＭＥＲＬ･情報副委員長 Ｌ中山和 

 ②ライオンズ環境保全フォトコンテストの件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ上野 

 ③国際平和ポスターについて・東南アジアフォーラム報告 国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長 Ｌ後藤党 

 ④薬物乱用防止教室の件 ＹＥ・青少年指導委員長 Ｌ野々垣 

 ⑤三役連絡会報告 会  長 Ｌ鈴木 

 ⑥その他（ゴルフ部会より） ゴルフ部会長 Ｌ髙坂 

・幹事報告 幹  事 Ｌ高木弘 

・お誕生のお祝・結婚記念日（報告のみ） 会  長 Ｌ鈴木 

Ｌ山梨一美、Ｌ斎藤 靖、Ｌ中野利彦、Ｌ中山恭三、Ｌ河瀬良三、Ｌ高柳義明、Ｌ大藪城正、 

Ｌ上野元嗣、Ｌ野々垣徹 

・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  Ｌ加藤善 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ明石 

・お客様退場 

 

第８５５回例会は、実行委員Ｌ遠藤英雄の司会のもと、定刻に開始されました。 

鈴木会長の開会宣言並びに開会のゴングの後、お客様の紹介がありました。鈴木会長の会長挨拶の後、平

和ポスターコンテストの表彰及び賞品授与があり、お客様の中村区校長会会長である岡部よし江様よりご挨

拶をいただき、平和ポスターコンテスト最優秀賞受賞者の日比野好美様より受賞の挨拶がありました。 

次にＬＣＩＦ（ＭＪＦ）ピンの贈呈がＬ大場民男に行われ、引き続きメンバーシップキーの贈呈がＬ峠 宏

に行われました。議事審議事項、各委員会報告、幹事報告、お誕生日のお祝い、結婚記念日の報告と続き、

和食での食事になりました。ＴＴ登場、出席率の報告、会計報告に続き、Ｌ加藤善康によるライオンズロー

アの一声、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野々垣 徹 

 

第８５６回 例会 

２００８年１２月１７日（水） １８：００～２０：１５     

於：名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者数：４２名 

ファイン・ドネーション：７２，０００円 

 実行委員  Ｌ野々垣徹 

・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 

・幹事報告 幹  事 Ｌ高木弘 

・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 １Ｒ ＲＣ Ｌ大場 

・閉会のゴング 第一副会長 Ｌ明石 

 

≪クリスマス家族懇親会≫ 

 実行委員  Ｌ野々垣徹 

・開宴の挨拶 計画・大会副委員長 Ｌ吉金 

・本日の出演  赤埼真由美バンド 

        ピアノ（伊藤昌司）、ベース（片桐 准）、サックス（山崎 真）、ボーカル（赤埼真由美） 

・乾杯 接待、会則付則委員長 Ｌ河瀬 

・懇親会（お食事） 

・アトラクション 

・上期を振り返って 会  長 Ｌ鈴木 

・閉会の挨拶 計画・大会委員長 Ｌ中川 

・閉会 

 

本日は第８５６回例会の後、クリスマス家族懇親会が開催されました。実行委員Ｌ野々垣 徹の明快で歯切れの

良い発声で例会が始まりました。 

 会長挨拶のあと、ＬＣＩＦのピンの贈呈、ライオンズローアの前にＬ大場民男から「女性会員の増員が課題であ

る」という話がありました。HOW、WHY を繰り返し議論して、課題解決にむけた議論と実践ができるようにし

て行けたらと考えます。 

 こののち、計画・大会副委員長の L 吉金博の開演の挨拶により、クリスマス家族懇親会が始まりました。 



今回のアトラクションでの出演者、赤埼真由美バンドの紹介があり、その後、Ｌ河瀬良三の「執行部、計画委員

会へのねぎらいと、一年間の無事に感謝」という乾杯の挨拶の後、照明が少し落とされ、ムードのよい曲が披露さ

れます。ピアノ、テナーサックス、ベース、ボーカルが見事に調和されていました。また、Ｌ瀬尾昌信、Ｌ後藤党

慶の小道具、歌も大いに盛り上げていただきました。７名のお子様による、「楽しいクリスマス」の舞台上での合

唱もあり、最後のアンコール曲「FLY ME TO THE MOON」の頃には、会場も最高潮の盛り上がりを迎えました。 

計画・大会委員長Ｌ中川法恵の「ライオンズのためにあと半年頑張ります」という閉会の挨拶の後、無事８５６

回例会と２００８年クリスマス家族懇親会を終了することができました。 

記：Ｌ斎藤 靖 

 

第４７回東洋・東南アジアフォーラム（香港） 

２００８年１２月５日（金）～１２月７日（日） 

於：香港 Asia World-Expo 

 

上記のフォーラム（ライオンズ必携によると「自由に討論を出来る場」とのことで、国際大会での決議は全員及

びクラブに対して拘束力を持つが、フォーラムでは決議がされても拘束力を持たないとのことである）が香港で開

催されたので出席した。当クラブからは鈴木会長夫妻、Ｌ髙坂英夫、Ｌ後藤党慶の合計５名であった。 

１２月５日（金） 午前８時に中部国際空港に集合して 10:00 ちょうど発のキャセイ航空に乗って 13:35（現地時間）

香港国際空港に降り立つ。添乗員は勿論、現地案内ガイドもいない中村グループであるので、Ｌ後藤党慶の誘導に

従って入国手続きを終え、一般バス乗り場へ急ぐ。香港のバスは香港がかつてイギリス統治下にあったせいか、２

階建ての立派なバスである。２階先頭の見晴らしのよい席に座る。５分もかからずにアジアワールド・エキスポに

着く。会場入口でＪＴＢの蟹江氏から入場に必要なフォーラム登録キットをもらって会場建物に入る。広くて長い、

やっと会場のホール１にたどり着く。15:40 であった。15:00 開始の 16:30 終了の予定であるので、プログラムは

相当に進み、国際会長挨拶はすんでいると思っていたのに、しばらくして始まる。不手際があって開会が遅れてい

たとこのことであった。座席の国別区分け図を見ると、Japan が一番広い。一角に席をとる。次に壇上に登壇する

人が英語でスピーチする。ほとんど理解し難いが雰囲気は伝わってくる。 

17:00 に会場を出てエアポートエクスプレス（機場快速）の始発の博覧会駅（会場に隣接）にて乗車し九龍駅で

下車、ここからが無料のシャトルバスが出ており、宿泊予定の九龍酒店（カオルーン・ホテル）まで乗る。３３４

複合地区合同晩餐会が同じ九龍地区の東部南洋センターの聚徳烤鴨店で開かれるということで、われら５人とＬ後

藤党慶の知人の楊さんとで香港の街を散策しながら会場へ向かう。まばゆいばかりの照明と賑やかさである。懇親

会も大賑わいで熱気もこもり、334-A の力も誇示しておわる。帰りも歩くこととし、違った道を行く。 

１２月６日（土） 飲茶の朝食をとり、中国本土の深州に赴く。さながら別の国への入出国である。深州からはるか

南の香港番地区へバス、鉄道、船を乗り継いで行く。香港の夜景も十分に堪能する。書きたいことは多くあるが、

フォーラム出席とは別のことであるので記述を省略する。 

１２月７日（日） 空港の南にあるゴンビン・ビレッジへケーブルカーで登ろうと列に並んだが、余りの長蛇で帰国

の飛行機に間に合いそうになくなり、諦めて昼食をとって空港へ向かう。16:30 発のキャセイ航空で帰国の途につ

く。21:00（時差１時間）に中部国際空港へ無事に到着した。 

私にとっては初めての香港であり、大変楽しく有意義な旅であった。 

記：Ｌ大場民男 

 

祝誕生日 祝結婚記念日 

１月 １日  Ｌ中山和夫 １月 ７日  Ｌ河瀬良三 Ｌｌ絢子 

１月 １日  Ｌ髙野隆喜 １月２６日  Ｌ高木弘文 Ｌｌひろ子 

１月 ３日  Ｌ平林 實 

１月 ４日  Ｌ大脇三夫 

１月 ８日  Ｌ伊藤公二 

１月１２日  Ｌ日置淳一 

１月１３日  Ｌ浅岡晃生 

１月３０日  Ｌ吉田湖二郎 


