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02: 三役就退任挨拶 

04: 1R2ZZC、副会長就任挨拶 

05: 委員長就任挨拶 

07: 前月理事会報告 

08: 前月例会報告 

10: 次月の予定 

 会員情報 

  

  
国際会長 モットー   「WE SERVE（我々は奉仕する）」 

334複合地区 スローガン   「まごころと愛の奉仕 Serve with Sincerity and Love」 

334-A地区 スローガン   「もういちど ウィ･サーブ」 

名古屋中村LC スローガン   「育てよう、若い力とアクティビティ」 

 

 

特   集     三 役  就退任挨拶 

  1R2ZZC  就任挨拶 

  副 会 長  就任挨拶 

  委 員 長  就任挨拶 

    

例会報告     6月第2例会(クラブ年次例会)  

 名古屋中村ライオンズクラブ会報誌 2014年7月2日(水)発行 通巻488号  



2 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度 

会長 

L中山恭三 

 まだまだ先のことと思っていた会長職があっという間に来てしまいました。 

 当クラブの歴史の中で、周年事業の年とその前年は何をやったのかはっきり

と記憶にありますが、翌年度は記憶に残らない年であります。今期がその残ら

ない年に当たります。 

 5月に行われました中村小文化劇場での講演は、中川会長のクラブスロ－ガン

「地域社会と共に WE SERVE」が実行出来たすばらしいACTであり、当クラブの

中村区での存在意義を十分アピ－ル出来たと思います。秀吉を称えた太閤祭り

は、毎年開催されているにも拘わらず、当クラブが始めて参加したのは遅すぎ

る位と思いました。幸いにも中村小文化劇場の館長から、この催しを継続して

いきたいという申し出があり、今期につなげる継続ACTとして実行したいと思っ

ています。 

 新規事業としては、中村区民祭りへの助成と1000回記念「ACT」を予定してい

ます。12月は全く偶然にも、第2例会（クリスマス、忘年例会）が1000回例会に

当たりますので、名古屋中村LCの歴史の重みを感じながら、「ACT」をクリスマ

スの日にふさわしい講演「ACT」を考えています。名古屋市在住の父兄と児童に

とってクリスマスの年中行事の意味を理解するきっかけを提供したいと思いま

す。又、今期は久しぶりにYCEの受け入れがあり、長期間に亘ってどのような対

応をしたらよいか思案中です。 

 さて、現在事務所の維持（運営費）に会費の約60％（600万円）が使われてお

り、会員減少に伴ってこの比率が年々高まっており、例会費も運営費に圧迫さ

れて厳しい予算を強いられています。この対策にワ－クショプで皆様の意見を

聞く機会を設けたいと考えています。 

 例会につきましては昨年のワ－クショプでの意見を反映した「楽しい例会」

にするため、全員参加型の例会にしたいと考えていますが、予算的な面での検

討が必要になっています。継続事業はより充実したものとし、今最も緊急かつ

最重要課題である「会員増強」とLCIFへの参加要請に力を入れていきたいと思

います。この一年、皆様方のご協力・ご指導をせつにお願い致します。 

 

 

 

 

 

2014年度 

幹事 

L瀬尾昌信 

 今期、幹事を仰せつかりました。 

 会長L中山、会計L村手と三役の一員として努力していきたいと思っておりま

す。運営、また事業とメンバーの皆に御指導と御協力を賜りながら進んで参り

ます。 

 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

2014年度 

会計 

L村手 誠 

 今期、会計を仰せつかり、入会からまだまだ経験も浅く、不安と不理解ばか

りの中でのスタ－トと成ります。 

 今まで何度となくメンバーの皆様に支えていただきありがとうございます。

これから皆様のご協力の上、会長L中山、幹事L瀬尾と共に努力してまいりま

す。 

 変わらぬご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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2013年度 

会計 

L中野利彦 

 中川会長・吉金幹事のもと、会計を務めました中野利彦でございます。 

もちろん会計は初めてのことであり、不安な気持ちいっぱいで引き受けさせて

いただいたことが、昨日の事のように思い起されます。とにかく、執行部とし

て足並みをそろえ、ご迷惑をおかけしないようにとの思いでやってきたつもり

でございます。 

 いろいろいたらぬ事があったと思いますが、会員の皆様のご指導とご協力の

おかげで、何とか次期の会計に引き継ぐことができました。 

 この１年間誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

2013年度 

幹事 

L吉金 博 

 中川会長の強いリーダーシップの元、１年間女房役を務めさせて頂きまし

た。 

 1年間を通じて我がクラブに対しての強い思いを感じ、人を動かすとはこうい

うものなんだと、勉強させられました。 

 又、来期はZC補佐としての更なるご活躍をお祈りしております。 

 

 

 

 

 

2013年度 

会長 

L中川法恵 

2013年度ガバナースローガン「出会い、ふれあい、大切に」 

        キーワード「感謝」     

 まさに私の1年を振り返り、感じさせて頂きました。メンバーの皆様にはご協

力、ご指導感謝申し上げます。第二副会長を拝命した時、無事今日という日を

迎える事が出来るのか……？心配でした。全メンバーライオン、そして事務局

員さんには心より 感謝申し上げます。有難うございました。 

 時は大竹会長の就任の時、我がクラブCN40が話題にメインACTを論じ初め、以

前ACTのチェンマイ、クワンパーク寺の校舎が非常に心配になりました。日本で

は3.11東北大震災である時にも関わらず、チェンマイ、ブリラムと幾度もタイ

へ。次年度、野々垣会長の喜びも嬉しく感じました。結果本年度CN40を盛大に

披露出来たのも、メンバー皆さんの団結の表れと痛切に感じております。継続

ACT、BBQ ACT、それに中村公園歴史文化の集いACT。私には一生の思い出となり

ました。次年度益々の発展を次期会長に委ね、期待いたします。公私ともに一

年間ありがとうございました。 

 最後になりましたが 幹事Ｌ吉金博、会計Ｌ中野利彦には、重ね久のご協力

感謝申し上げます。感謝。 

2013年度スローガン 

 334複合地区  スローガン  「温故知新 －創造と挑戦とスピード、さらなる価値ある奉仕を」 

 334-A地区  スローガン  「出会いふれあい大切に 明日にむかって感謝の奉仕」 

 名古屋中村LC  スローガン  「地域社会と共に WE SERVE」 
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2014年度 

第1副会長 

L吉金 博 

 次期第１副会長の吉金です。 

 第１副会長として、中山会長を運営全般に対して補任し、協力させて頂きま

す。 

 特にメンバーの減少により運営に対しては厳しい状況に有ると思いますの

で、気を引き締めて事に当たります。 

 

 

 

 

 

2014年度 

第2副会長 

L上野元嗣 

 次期中山内閣に於いて役員を務めることと相成りました。 

 第2・第3副会長は、姉妹提携委員会を除く4つの事業委員会の担当となりま

す。詳しくは「国際奉仕･LCIF委員会」「YCE･青少年指導委員会」「社会福祉・

公衆安全委員会」「保健奉仕・環境保全奉仕委員会」の今期の計画を把握し

て、その目的・目標に少しでもお役に立てるように機械の潤滑油的な存在に成

りたいと思っています。 

 各委員会にはそれぞれ大ベテランの委員がドンと控えておみえになり、心配

無用と心得ています。早めの立案と予算組み、目的の明確化、LCIFのように数

字目標等をしっかりと頭に入れて行動を起こしたいと考えています。 

 「早めのパブロン」を合言葉に第3副会長L中野利彦と力を合わせて頑張る所

存ですので宜しくお願い申し上げます。  

2014年度 

第3副会長 

L中野利彦 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

2014年度 

1R2ZZC 

L鈴木和彦 

 2014年7月より1R2Zのゾーン・チェアパーソンという、大変重い責務を伴う役

を仰せつかりました。名古屋中村LCの皆様にご支援いただきながら一年間務め

てまいりますので宜しくお願い致します。 

 役員必携や他の解説書を読むと、ZCの主な役割は 

・ZCは地区ガバナーの指導監督のもとに、責任者としてゾーンの運営に当る。 

・キャビネット構成員として、国際会長の活動方針その他を地区ガバナーより 

 指導され、ゾーン内の各クラブ会長に伝える。その窓口の一つとして「地区 

 ガバナー諮問委員会」があります。年間3回以上の定例会議、地区大会等の 

 各大会への参加の要請、ゾーン内クラブの交流を盛んにし、クラブ運営に 

 ついて意見を交換し合い、お互いの問題について共同で解決策を討議する。 

・地区ガバナー公式訪問合同例会の運営 

 など、このほかにも沢山の役目が挙げられております。LC会員として活動方

針を発表できるのは国際会長と地区ガバナーとクラブ会長だけです。クラブ会

長は国際会長、地区ガバナーの活動方針に沿って活動方針を出し、加えて独自

の活動方針も発表する。そんな独自性のある各クラブを側面より支援したいと

思います。 

 更に、2ZよりL加藤史典が2015-2016年の地区ガバナーに就任される予定で

す。その助走期間としてしっかり準備し、ガバナー就任時には支障なくスター

トが出来る様な体勢を作っていきます。 

 やらなければならない事は沢山ありますが、名古屋中村LCのメンバーのご協

力ご支援を仰がなければ何一つ出来ません。どうか宜しくお願い致します。 
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2014年度 

会員委員長 

L大竹 昌 

 此の度、会員委員長に就任致しました。会長退任後3年で自動的に回ってくる

役だそうです。 

 会長L中山恭三のため、会員の脱落防止、10名の会員増強を目標にしていま

す。各L全員が増強に御協力下さい。 

 今期は入会3年未満の新会員を対象とした懇親会(名古屋中村LC独自のセミ

ナー)を年2回開催する予定です。 

 新会員Lの御意見、質問等を聞く場所にしたいです。その節には是非とも御出

席下さい。 

 友愛と相互理解の精神でコミュニケーションをはかり、1年間ガンバります。  

 

 

 

 

 

2014年度 

PR･IT・情報委員長 

L入山毅士 

 今年度、中山恭三会長よりPR･IT・情報委員長を拝命しました。会報誌の作

成、記事が中心でありますが、会員増強のために内外にPRしたいと思っていま

す。是非御協力の程、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

2014年度 

計画・大会委員長 

L野々垣徹 

 8年振り2度目の計画・大会委員長をさせていただくことになりました。 

 2年前の私が会長のとき掲げたスローガン『全員参加で、いつも、いつまで

も』、今期の例会においてそれを実践すべく、例会の役割分担を6チームに分け

て全員参加でお願いすることになりました。皆さん宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

2014年度 

接待委員長 

L山梨一美 

 次期会長L中山恭三より強い要請があり委員長を引き受けることになりまし

た。年老いて活動がしにくいかと思いますが、会長からの諮問があれば、委員

会で英知を傾け真摯に研究検討し諮問にこたえていきたいと思います。 
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2014年度 

会則付則委員長 

L速水清朗 

2014年度 

出席委員長 

L大藪城正 

2014年度 

財務委員長 

L中野利彦 

宜しくお願い致します。 
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  議事・審議事項  

(第1号議案) 前回理事会議事録確認     会長         L 中川法恵      

《承認》                                 

(第2号議案) 退会の件（L浅岡晃生）       会員副委員長     L 大竹 昌      

《承認》                                  

(第3号議案) 早朝清掃ACT決算の件       保健奉仕・環境保全奉仕委員長  L 村手 誠  

《承認》  《開催日》4/16                         

(第4号議案) 第2回クラブ単独献血ACT決算の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長   L 村手 誠  

《承認》  《開催日》5/17                         

(第5号議案) 「歴史文化のつどい」決算の件  社会福祉・公衆安全委員会     L 大竹 昌  

《承認》  《開催日》5/18                 

(第6号議案) 会則付則変更(案)の件       会則付則委員長  L 速水清朗      

《承認》                       

(第7号議案) その他                                        

  報告事項  

1) ホーム例会皆出席(予定)者の発表   出席副委員長  L 服部吉秀  

 L服部、理事会欠席の為、資料が提出されていません。例会にて発表致します。  

2) 第2回クラブ単独献血ACT結果報告    保健奉仕・環境保全奉仕委員長  L 村手 誠 

 献血受付数89名(400cc/64名、20cc/10名)。御本人、ご家族、ご友人、社員様を動員して頂いた。 

会長L中川、L上野、L大薮、L種田、L大津、L髙坂、L斎藤、L瀬尾、L野々垣、L渡辺宣、晴光学院の先生、設営、呼びか

け、案内にご協力していただきましたメンバー全員のおかげでこのような成果を上げる事となりました。ありがとうございます。 

3) 「歴史文化のつどい」報告    社会福祉・公衆安全委員長  L 大竹 昌  

 皆様に協力していただき、盛況の中で「歴史文化のつどい」を開催する事ができました。 

 静岡大学名誉教授小和田哲男様を講師として迎え、来賓として名古屋市長河村たかし様・334-A地区ガバナーL福田源

公、LCIFステアリング委員・元国際理事L栢森新治、1R2ZZC L西尾恒章、1R GMT・GLT委員L景山清一他、334-A地区

1R2Zの6クラブ代表者39名、一般の方300名の来場がありました。街づくりと豊臣秀吉公のつながりを認知していただき、郷

土愛を高め、歴史への理解を深める大変有意義な講演会でした。社会福祉の一環として開催しましたが、名古屋中村LCへ

の認識を少しでも広める事ができたかと思います。講演の後半では小和田先生と河村たかし名古屋市長とのミニ対談も実施

し好評の内1時間30分で幕を閉じました。第2部として中村ライオンズクラブ主催で雅楽の演奏会も行いました。 

 主催：名古屋中村LC、共催：名古屋市文化振興事業団(中村文化小劇場)協力：太閤まつり実行委員会  後援：名古屋

市教育委員会、名古屋市（中村区役所）、中日新聞社 です。ありがとうございました。 

 ※例会時にプロジェクターにて講演・講演後の慰労会の内容をお観せします。  

4) 6月第2例会(クラブ年次例会)30分延長について  計画・大会委員長   L 瀬尾昌信  

 今期の事業の報告他にて6月第2例会の30分延長を御願い致します。  

5) 次年度「Hot･ほっとキャンペーン」について   次期社会福祉・公衆安全委員長                  L 種田英司  

 資料に「出席者：中村LC会長他20名」とありますが、全員参加のACTでございますのでメンバー全員の参加を御願い致し

ます。  

6) 次期計画・大会委員会より報告  次期計画・大会委員長   L 野々垣徹 

  第2準備理事会にて承認を得て、一部内容が継続審議中ですが、来期の例会運営についてチーム毎に御願いしたいと

思います。本日のテーブルはチーム別です。例会時に来期の例会運営について説明致します。 

7) その他         

 

  幹事報告  

1) 「1R2Z 家族会員の集い」について  幹事 L 吉金 博 

 家族会員相互の親睦を図るとともに、家族会員に感謝の意を込めて開催致します。  

 

  その他  

              会長 L 中川法恵 

 第60回年次大会ガバナーアワードで名古屋中村LCは「家族会員増強賞(優秀賞)」「環境保全貢献賞」を頂きました。以

上、報告致します。 

理事会報告：第 506 回理事会 

2014年6月4日(水) 16:30～17:30   於：名古屋マリオットアソシアホテル   
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 例会報告 

2014年6月4日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル   

第 987 回例会     出席者数：25 名 ファイン・ドネーション：¥123,000- 

【記事担当】前 PR･IT・情報委員長 L上野元嗣   

◆開会の宣言並びに開会のゴング 

◆国旗に対し礼 

◆国歌斉唱 

◆ライオンズの誓い 

◆ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

 

◆会長挨拶 

 笑っても泣いても今日1日で終わります。あと年次例

会を残すのみとなりました。 

 5/18(日)中村公園内中村文化小劇場で催した「歴史

文化のつどい」は立派に成功を収めることが出来まし

た。小和田哲男名誉教授(静岡大学)、河村たかし名古

屋市長、川上幸延中村区長、334-A地区ガバナーL福田

源公、LC国際協会LCIFステアリング委員・元国際理事

L栢森新治、1R2ZZC L西尾恒章……御多忙の中、5時

間ばかりを一緒に過ごせたことは一生の思い出となり

ました。25年間のLC在籍中、こんなに嬉しいことはあ

りませんでした。もう目の前、もう少しです。日々足

音が聞こえて参ります。早く年次例会が来るのを楽し

みにしています。 

 地区年次大会のアワードの発表を致します。家族会

員増強賞(優秀賞)、環境保全貢献賞を頂くことが出来

ましたので御報告申し上げます。 

 

◆年次大会表彰の件 

 環境保全貢献賞並びに家族会員増強賞(優秀賞) 

◆2013年度モナーク・シェブロンの伝達 

 35年 L斎藤靖人 

◆メンバーシップキーの贈呈 

 L野々垣徹 

 

◆議事審議事項 

1)退会の件（L浅岡晃生） 

 私、中川法恵が直接お会いして話を聞いて参りまし

たが、世代交代もあり役職を引きました。今まで通り

会員として残ることはできませんが、OB会員として皆

様とお付き合いをお願いしたい。 

2)早朝清掃ACT決算の件 

3)第2回クラブ単独献血ACT決算の件 

4)「歴史文化のつどい」決算の件 

5)会則付則変更(案)の件 

 名古屋中村LC会則及び付則第4条第5項の「姉妹提携

委員会は事業委員会の常設委員会とする」を削除致し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項 

1)ホーム例会皆出席(予定)者の発表 

 今期5月例会までの皆出席者発表。年次例会を休まな

いように！ 

2)第2回クラブ単独献血ACT結果報告 

3)「歴史文化のつどい」報告 

 要約を別紙に。大竹委員長挨拶の後、スライドによ

る説明会が行われ出席者の好評を得ました。 

4)6月第2例会(クラブ年次例会)30分延長について 

 出席者全員の承諾を得た。 

5)次年度「Hot･ほっとキャンペーン」について 

 全員参加ACTです。御協力をお願いします。 

6)次期計画・大会委員会より報告 

 次年度のチーム毎にテーブルに着席し、意思疎通を

はかった。 

 

◆幹事報告 

1)「1R2Z 家族会員の集い」について 

 17:00～20:00の間です。各クラブ10組20名の要請

あり。1人8,000円の会費でメンバー1名での参加もOK

です。 

 

◆5・6月のお誕生日報告 

 5/28 LL中山真理子 (L中山恭三) 

 5/31 LL吉金美知子 (L吉金 博) 

 6/20 LL上野 知春 (L上野元嗣) 

 6/20 LL高木加奈子 (L高木靖之) 

 

◆テールツイスター登場 

◆本日の出席率の報告 

◆本日の会計報告 

◆ライオンズローア 

◆閉会のゴング 

◆閉会 
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 例会報告 

2014年6月18日(水) 18:00～20:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル   

第 988 回例会    

【クラブ年次例会】  

 出席者数：25 名 ファイン・ドネーション：¥116,000- 

【記事担当】前 PR･IT・情報委員長 L上野元嗣  

◆開会の宣言並びに開会のゴング 

◆会長挨拶 

 皆様こんばんは。私の顔を見てください。顔中がほ

ころんでいると思いませんか。 

 今日でようやく終わります。私にとっては苦しみも

あり、また楽しいときもありましたが大変な1年であり

ました。御協力に感謝致しております。 

 年次例会では本年の活動報告を申し上げますので宜

しくお願いします。 

 

◆年次報告 

 スライドを用いての発表 

 

 

 

 

 

 

 

◆皆出席者の発表及び表彰 

【年間皆出席者】 

 L大竹 昌、L斎藤靖人、L鈴木和彦、L田中光男 

 L中川法恵、L中野利彦、L服部吉秀、L吉金 博 

【半期皆出席者】 

 L種田英司、L杉山信子、L中山恭三 

 

◆報告事項 

1)第97回国際大会参加の件 

 登録者：L鈴木和彦、L中川法恵、L上野元嗣 

     L髙坂英夫、L杉山信子 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告 

◆計画・大会委員会より提案と報告 

1)7月第1例会会場変更のお知らせ 

 16F『アゼリア』より16F『アイリス』へ変更となり

ました。 

2)7月第2例会(納涼例会)について 

 案内状が入っています。 

◆次期ゴルフ部会のお誘い 

◆テールツイスター登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本日の出席率の報告 

◆本日の会計報告 

◆閉会のゴング 

◆乾杯 

◆ライオンの雄叫び 

 

 

 

 

 

 

 

◆ライオンズローア 

◆閉会 
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ライオンズクラブ国際協会334-A地区1R2Z 名古屋中村ライオンズクラブ 

   〒460-0003 
    名古屋市中区錦3-8-14 名電ビル4F 
       http://lions-c.jp/nakamura/ 

       会        長  中山 恭三 
       第   １  副 会 長  吉金  博 
       幹        事  瀬尾 昌信 
       会        計  村手  誠 
       PR・IT・情報委員長  入山 毅士 

PR・IT・情報委員会ではメンバー各位からの投稿をお待ちしております。 

旅行記、随筆、短歌、俳句、クラブ運営・ACTに対する意見、 

ご家族の話題、我が家のペット自慢等々、何でも結構です。 

楽しい会報が出来ますよう、ご協力をお願い申し上げます。 

 
第 508 回 理事会  

 2014年 8月 3日 09：00～ 於：稲葉地コミュニティーセンター (日) 

第 991 回 例会  稲葉地公園清掃ACT例会 

2014年 8月 3日 10：00～ 於：稲葉地公園 (日) 

第 992 回 例会  1R2Z合同ガバナー公式訪問例会 

2014年 8月 27日 12：15～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル (水) 

次月の予定 

お誕生日   結婚記念日 

7 月 8 日 L 後藤一夫    該当者なし 

7 月 18 日 L 中川法恵          

2014/7/8(火)  
於：JR名古屋駅桜通口1F正面 

2014/7/14(月)  
セントレア到着予定 

2014/7/7(月)  
於：名古屋市立日比津中学校 

今 月 の A C T 

2014/7/18(金) ※雨天予備日 8/1 
於：名古屋駅前 


