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例会報告     8月第1例会(早朝清掃ACT) 

  8月第2例会(ガバナー公式訪問1R2Z合同例会) 

   

ACT報告  1）稲葉地公園清掃＆BBQ大会 

  2)2013-14年度夏季YCE派遣生受入れ 

  3)ガバナー公式訪問記念1R2Z合同ACT 
   

 

02： 前月例会報告 

06： 前月理事会報告 

07： 前月ACT報告 

08： 会員情報 

 次月の予定 

  

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」 
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 例会報告 

2014年8月3日(日) 10:00～10:30 於：稲葉地公園   

第 991 回例会    

【稲葉地公園清掃＆BBQ大会】  

 出席者数：25 名  

  

◆開会の宣言並びに開会のゴング 

◆会長挨拶 

 今日は晴天となり、また少し涼しげで良い日になり

ました。大勢の皆様にお集まり頂き感謝申し上げま

す。また、名古屋市会議員の斉藤高央様、名古屋市名

古屋中村土木事務所所長・飯田正和様、中村区稲葉地

学区区政協力委員会委員長・柳瀬秀彦様には何かとご

指導ご協力を頂きまして、本日の稲葉地公園の一斉清

掃が実現致しました。これからも地域の皆様方と名古

屋中村LCが親しく交流させて頂き、地域社会の向上に

貢献したいと考えています。 

 また、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鈴木和彦、1R LCIF・国際関

係委員L中川法恵、同じく1R 環境保全委員L中村義枝

にご参加を頂いております。ありがとうございます。

特に熱中症に気をつけて、無理をしないで水分補給を

しながらご奉仕下さい。 

 長くなりますのでこれで御挨拶と致します。宜しく

お願いします。 

 

◆来賓及びお客様のご紹介 

＊名古屋市会議員（名古屋中村LC所属） 

  斉藤高央 様 

＊名古屋市中村土木事務所 所長 

  飯田正和 様      

＊中村区稲葉地学区区政協力委員会 委員長 

  柳瀬秀彦 様 

＊中村区稲葉地学区区政協力委員会 副委員長兼会計 

 稲葉地学区連絡協議会副会長 

  小出正勝 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 鈴木和彦 

＊ライオンズクラブ国際協会334-A地区 

 1R LCIF・国際関係委員 

  L 中川法恵       

＊ライオンズクラブ国際協会334-A地区 

 1R 環境保全委員 

  L 中村義枝           

 

◆議事審議事項 

1)第1回薬物乱用防止教室決算の件 

2)第33回「Hot･ほっとキャンペーン」決算の件 

3)その他 

 承認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項  

1)第1回薬物乱用防止教室報告 

2)第33回「Hot･ほっとキャンペーン」報告 

3)「名古屋駅前地区打ち水大作戦2014」報告 

4)「食物アレルギーのお尋ね」について 

5)1R2Z合同親睦チャリティゴルフ大会について 

6)LCIF$1000献金の登録について 

7)その他 

 

◆幹事報告 

1)事務局夏季休暇について 

2)8月第2例会(ガバナー公式訪問)出席について 

 

◆来賓ご挨拶 

＊名古屋市会議員 斉藤高央 様 

 おはようございます。今日はお忙しい中をご町内の

皆様方ご家族揃って稲葉地公園の清掃に、大勢のご参

加を頂き大変喜んでおります。 

 現在名古屋市議会では地域の活性化に力を注いでい

ます。地域が元気でなければ名古屋市の未来発展はあ

りません。柳橋の再開発もその一環であります。それ

にはどうしても地域の方々との交流が重 

要です。名古屋中村LCが毎年行っているこの清掃奉仕

活動が地域の一体化に大きな貢献をしています。日曜

日の朝からのお集まりに、市政に携わる１人として心

から御礼申し上げます。 

 本日ご出席の中村区稲葉地学区区政協力委員会委員

長・柳瀬秀彦様には大変ご尽力を頂きました。ありが

とうございます。 

 蒸し暑い中での公園内清掃です。熱中症に充分気を

つけて下さい。私も市議会で地域の活性化に頑張って

います。今後とも宜しくお願い申し上げます。 
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 例会報告 

 第991回例会 

 

 

  

＊中村区稲葉地学区区政協力委員会 委員長 柳瀬秀彦 様 

 おはようございます。朝早くからのお集まりご苦労

様です。雨模様で大変心配を致しておりましたが晴天

でほっとしています。 

 名古屋中村LCの御尽力で毎年の稲葉地公園での清掃

活動が地域社会に根付いて、このように大勢のご町内

の子供さんを中心にご家族揃ってのご参加に大変感銘

致しております。稲葉地コミュニティセンターを使用

して頂いてのBBQ大会も大好評で地域の人々も心待ち

にしています。長くこの関係が続くことを地域住民

共々願っております。ありがとうございました。 

 コミュニティセンターを中心に地域の人々と一緒に

いろいろな行事をしていきたいと思っています。これ

からも宜しくお願い申し上げます。 

 

＊ライオンズクラブ国際協会334-A地区1R2ZZC L鈴木和彦 

 只今ご紹介を頂きました鈴木和彦です。難しい役職

の名前ですが気にしないで下さい。 

 ライオンズクラブは”地域社会に奉仕する団体”であ

り、人道的な社会奉仕を目的とした世界平和の反映と

幸福を願う団体です。 

 名古屋中村LCは中村区を中心に41年間奉仕活動を

行っています。「交通安全県民運動」「献血活動」

「薬物乱用防止教室」「国際平和ポスターコンテス

ト」「清掃活動」「BBQ」等々で地域住民の皆様にお

世話になっています。実は私も名古屋中村LCのメン

バーの1人です。毎年この時期に子供さんやご家族の

方々、ご町内の方々に支えられて地元の公園を美しく

する奉仕活動を、名古屋市中村土木事務所さんのご指

導で行ってきました。LCだけの力では到底出来ないこ

とも地域の皆様と共同で奉仕することで乗り切ること

が出来ます。稲葉地公園一斉清掃、BBQ大会もその一

環であります。 

 LCの大事な役割の中に「地域社会に奉仕する団体」

としての位置づけがあります。地域の人々との融合が

無ければ地域社会の活性化はありえません。私もこの

地区のLCの代表として一生懸命務めたいと思っていま

す。これからも地域住民の皆様と仲良く手を取り合っ

て、より良い地域社会の構築を目指して頑張りましょ

う。 

 最後に、本日の催事にご協力を頂きました各位様に

厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

◆8月のお誕生日・結婚祝いの報告 

 お誕生日：L加藤鋭吉(8/16)、L渡辺 宣(8/22) 

 結婚祝い：L渡辺 宣(8/??) 

 

◆テールツイスター登場 

 1R環境保全委員L中村義枝より多額のドネーション

を頂きました。 

 当クラブ会長L中山恭三より多額のドネーションを頂

きました。 

 本日欠席のメンバーより3,000円のファインを頂き

ます。 

 

◆本日の出席率の報告 

 88% 

 

◆本日の会計報告 

◆閉会のゴング 

◆閉会  

【記事担当】 PR･IT・情報委員 L上野元嗣   
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 例会報告 

2014年8月27日(水) 12:15～14:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル   

第 992 回例会    

【ガバナー公式訪問1R2Z合同例会】  

 出席者数：23名  

◆ご来賓、地区ガバナー、地区役員ご入場 

◆開会宣言並びに開会のゴング 

 名古屋ウエストLC 会長 L加藤直義 

 

◆国旗に敬礼 

◆国歌「君が代」斉唱 

◆ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

◆ご来賓、地区ガバナー、地区役員ご紹介 

 名古屋本丸LC 会長 L宮川毅雄 

 

◆1R2Z 7クラブ紹介 

 名古屋ブルースカイLC 会長 L小島廣徳 

  名古屋ウエストLC      

  名古屋太閤LC        

  名古屋徳川LC 

  名古屋中村LC 

  名古屋本丸LC 

  名古屋ブルースカイLC 

  名古屋シティLC 

 

◆地区ガバナー ご紹介 

 1R2Zゾーン・チェアパーソン L鈴木和彦 

 1946/8/24のお生まれで、現職は加藤産業(株)代表

取締役です。 

 

 《ライオン歴》 

  1991      入会 

  1993-94 クラブ幹事 

  1995-96 クラブ会長 

  2000-01 4R2Zゾーン・チェアパーソン 

  2005-06 キャビネット幹事 

  2007-08 334複合地区ガバナー協議会 

        事務局管理委員長 

  2011-12 GLT地区コーディネーター 

  2012-13 第2副地区ガバナー 

  2013-14 第1副地区ガバナー 

  

 《アワード》 

  メルビン・ジョーンズ・フェロー   

  国際会長リーダーシップ賞        

  国際会長感謝状  

 

 《ご趣味》         

  ゴルフ、車、ブラブラ体操 

 8～9月中に15回以上のガバナー公式訪問があり、本

日は6番目です。益々ACTにご活躍をされていますが、

本年度は始まったばかりです。お身体に気をつけて頂

き、我々をご指導ください。 

 後ほどサプライズとしてガバナー応援歌をプログラ

ムに追加したいと思います。本日資料の裏表紙に「助

さんソング」を載せています。TV『水戸黄門』主題歌

の替え歌です。宜しくお願いします。 

 

◆地区ガバナー歓迎の挨拶 

 名古屋太閤LC 会長 Ｌ青木勝人  

 334-A地区ガバナーL加藤助太郎は国際会長が掲げら

れた「WE SERVE」を原点とされ、国際協会の方針に

沿って感動する奉仕に力を注がれご活躍中でございま

す。この1年間大変激務かと思いますが、お身体に気を

つけられ私どもをご指導ください。 

 

 

 

 

 

 

 

◆地区ガバナー ご挨拶 

 334-Ａ地区ガバナー Ｌ加藤助太郎  

 加藤助太郎です。改めまして「こんにちは」。7/8に

正式にガバナーになりました。国際協会の方針に沿い

ながら、どうやって楽しい1年間にするか、なるように

考えています。国際会長は『誇りを高める』とのテー

マを持ってみえます。何事をするにも誇りを持って行

動するとの意味を含んでいます。そのために「もう一

度ウィサーブ」を掲げています。 

 今年は大きな目標を3つ定めています。第1は“会員増

強をする”。数値で云うと1万人を目指しています。但

しこれはキャビネットの目標数値ではありません。皆

さん全員の共有する目標数値と考えてください。会員

の減少はクラブの力を失うことです。1人1人がパワー

アップをして下さい。 

 第2は“クラブ“。クラブにあった運営とACTの資金活

動をして下さい。正会員、家族会員を含めて女性ライ

オン40%の確保をお願いします。 

 第3は“LCIF”につきまして”数値目標1000口以上”。

強制ではありませんが目標としています。どうかご協

力をお願い申し上げます。 

84回 

1回 

2回 

179名 

90名 

43名 

77名 

63名 

41名 

34名 

  



5 

 例会報告 

 第992回例会 

 

 

  

【記事担当】 PR･IT・情報委員 L上野元嗣   

◆ご来賓 ご挨拶 

 LCIFステアリング委員・元国際理事 L栢森新治 

 皆さんこんにちは。ガバナーの公式訪問に、このよ

うに大勢のご参加を頂きありがとうございます。 

 国際協会の方針としては会員増強に力を入れていま

す。家族会員はその意味ではこの方針に沿っていま

す。 

 海外でLCIF$1500ドルを使い、テントを張って予防

接種を行ったところ、子供を抱いた母親が30~40km

も離れたところから素足で歩いてきます。感動を受け

ました。また、あるボランティア団体は海外の発展途

上国でトイレを作って、非常に喜ばれました。それま

では野外でそのままでした。 

 2017年はライオンズクラブ創立100年となります。

「1億人の人を助けよう」そのための奉仕事業を展開し

ます。 

 334-A地区1R2Zは世界で1番のACT資金を出してい

ます。本年も誇りを持って世界一を目指して頑張りま

しょう。 

 

◆ガバナー公式訪問回答書の提出 

 1R2Z 7クラブ各会長 

 

◆地区ガバナー公式訪問記念ACTの発表及び贈呈 

 名古屋中村LC 会長 L中山恭三 

 

◆受領者謝辞(代表) 

 日本ボーイスカウト愛知連盟 

 名古屋西部地区協議会協議会長 大原和生 様  

 大原和生です。只今7クラブの皆様より助成金を頂戴

致しました。感謝申し上げます。 

 ボーイスカウト・ガールスカウトを取り巻く環境も

大変厳しく、全国的にも全盛期には30万人居りました

が、現在では15万人と半減しております。愛知地区で

も同様の半数であり、西部地区でも半分という状況で

す。 

 最近ボーイスカウトの制服が見られないとの言葉を

よく耳にするようになりました。『神と国とに誠意を

尽くす』このボーイスカウトの精神は例え人数が半分

でも、奉仕の心はそのままで活躍をしています。ボー

イスカウトを見たら励ましてやってください。 

 今後もどうか応援を宜しくお願いします。 

  

◆御食事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆テールツイスターの登場 

 名古屋シティLC 幹事 L浅井 薫 

 

◆幹事報告 

 名古屋ウエストLC 幹事 L小島雅彦 

 

◆出席率の報告 

 名古屋ブルースカイLC 出席委員長 L尾関浩司 

  名古屋ウエストLC      

  名古屋太閤LC        

  名古屋徳川LC 

  名古屋中村LC 

  名古屋本丸LC 

  名古屋ブルースカイLC 

  名古屋シティLC 

 

◆会計報告 

 名古屋徳川LC 会計 L堀口和行 

  公式訪問一律(7クラブ合計) 220,000円 

 

◆ライオンズローア 

 334-Ａ地区ガバナー           

 LCIFステアリング委員・元国際理事  

 334-A地区第1副地区ガバナー 

 334-A地区第2副地区ガバナー 

 334-A地区1R2ZZC 

 

◆閉会宣言並びに閉会のゴング 

 名古屋シティLC 第1副会長 L田辺義晴 

 

◆ご来賓、地区ガバナー、地区役員ご退場 

61名 60％ 

33名 79％ 

12名 42％ 

23名 80％ 

13名 59％ 

12名 55％ 

13名 47％ 

L加藤助太郎 

L栢森新治 

L加藤史典 

L垣見正則 

L鈴木和彦 
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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 

《承認》                             L 中山恭三 

 第1回から第3回の準備理事会及び前回の例会で承認を得ておりますので、資料の内容をご確認下
さい。前回の理事会では「Hot・ほっとキャンペーン」と「第1回薬物乱用防止教室」の予算書が提出さ
れております。 

 

 
(第2号議案) 第1回薬物乱用防止教室決算の件 YCE･青少年指導委員長 

《承認》                             L 野々垣徹 

 予算19,000円に対して決算19,060円となり60円オーバーしました。 

(第3号議案) 第33回「Hot･ほっとキャンペーン」決算の件 社会福祉・公衆安全委員長 

《承認》                      L 種田英司 

 ○ 予算の中に例会会食費（中村警察署より2名）としてありますが、8月、9月は都合が合わないの

で、10月の例会にご出席頂く予定です。   

 ○ 

 決算142,037円で予算内に収まりました。 

(第4号議案) その他                 

                  

   報告事項                   

1) 第1回薬物乱用防止教室報告  YCE･青少年指導委員長 

      L 野々垣徹 
○ 日比津中学校で4クラスを講師4名＋アシスタントで行いました。 
○ 詳細につきましては、9月の第1または第2例会で報告させて頂きます。 

2) 第33回「Hot･ほっとキャンペーン」報告 社会福祉・公衆安全委員長 

                    L 種田英司 

 中山会長以下１１名の参加となりました。詳しくはACT報告でホームページに掲載してありますのでご覧下さい。 

3) 「名古屋駅前地区打ち水大作戦2014」報告 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 

                    L 近藤 靖 

 中山会長以下数名の参加でした。ZCのＬ鈴木が壇上に上がっている写真が会報誌に載っていますので見ておいて下
さい。  

 
4) 「食物アレルギーのお尋ね」について（ガバナー公式訪問1R2Z合同例会) 計画・大会委員長 

                    L 野々垣徹 

 マリオットアソシアホテルより「食物アレルギーのある方は申出て下さい」というお尋ねが来ております。 

5) 1R2Z合同親睦チャリティゴルフ大会について ゴルフ部会長 

                    L 斎藤靖人 

○ 出来るだけ多くの方にご参加頂きたい。 
○ LLも一般も参加できます。 
○ 予定人数は140名ですが、各クラブ参加人数が不透明ですので、当クラブとしては目標30名は確保したい。 

6) LCIF$1000献金の登録について 国際奉仕･LCIF委員長 

                    L 斎藤靖人 

○ 会長の方針にもありますように、今期はLCIFについてクラブとして活躍したい。 
○ 例年は12月頃募集をしますが、今期は今日から1ヶ月ぐらい最初の募集をします。 
○ メンバーの半数以上の登録を目指します。 

7) その他       
● 2014～2015年度の冬季YCE派遣申込予備調査について 

 主にマレーシアが中心で、16歳から21歳までで希望の方は8月19日までに予備調査書を提出して下さい。 
● 1R2Z合同親睦チャリティゴルフ大会について 

 チャリティコンペ25名という話がありましたが、此処だけでなく何度もＰＲしてほしい。 

  

 幹事報告 

1) 事務局夏季休暇について 

 8/13(水)～15(金) ※キャビネット事務局と同期間  

2) 8月第2例会(ガバナー公式訪問1R2Z合同例会)出席について  

 出来るだけ多くのメンバーにご出席をお願いします。出来れば100％。 

理事会報告：第 508 回理事会 

2014年8月3日(水) 9:00～9:30   於：稲葉地コミュニティセンター   
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 8 月 の A C T 報 告 

◆保健奉仕・環境保全奉仕委員長挨拶並びに作業説明 

◆作業開始 

◆作業終了後、懇親会（バーベキュー大会）  

 

 台風の影響もあって朝から開催できるか、非常に判断

の難しいお天気になりましたが、無事に行うことが出来

ました。 

 10:00より例会を行い、御来賓及びお客様を紹介して、

名古屋市会議員・斉藤高央様、中村区稲葉地学区区政協

力委員会委員長の柳瀬秀彦様、ライオンズクラブ国際協

会334-A地区1R2ZZC・L鈴木和彦の御挨拶を頂き、10:30

より公園内のゴミ拾いを行いました。時 折小雨の降る

中、メンバー、地域の方々、子供達も一生懸命活動して

いました。 

 雨の心配もありましたので、少し早めに清掃活動を終

了して、BBQ大会を地域の皆さんと行いました。焼肉、

焼きそば、焼きとうもろこし、カキ氷など、どのブース

も行列が出来るほどの大盛況でした。 

 最後に、今回のACTにご協力を賜りました諸官庁の

方々、地域の方々に厚く御礼申し上げるとともに、前日

より準備にご協力頂きましたメンバーの皆様にも感謝申

し上げます。  

 4月にYCE･青少年指導委員長を任せて頂いたと思った

ら、すぐ今回の来日生受入れ担当クラブと聞かされ、正直

言って委員長を受けるんじゃあなかったと思いましたが、

これも私に与えられた任務、ナンクルナイサの精神でがん

ばろうと決心しました。 

 6/26に開かれた1RのYCE委員会で、この来日生受入れ

におけるホストファミリーの件は、殆どのクラブが悩んで

いるようでした。今回担当の我がクラブも、私とL杉山で

22日間は大変だと思いましたが、7/14の来日であまり日数

も無く困っていたところ、ZC・L鈴木と幹事・L瀬尾より

受け入れて頂ける旨、連絡がありました。 

 今回の来日生イエルカくんは日本大好きの好青年で、ホ

ストファミリー4家族と楽しく過ごすことが出来ました。

またクラブの皆さんとも名古屋港船上での納涼例会におけ

る歓迎会、稲葉地公園清掃&BBQ大会への参加、そして最

後の送別食事会で楽しく交流できたと思っています。 

7/14 
7/15 

  
7/16 
7/17 
7/18 

 
7/26 
7/27 

 
7/28 
7/29 
7/30 
7/31 

8/1 
 

8/2 
8/3 
8/4 
8/5 
 

8/6 
8/7 
8/8 
8/9 
8/10 
8/11 
8/12 
8/13 

来日。会長/ホスト家庭と歓迎昼食会。L杉山宅へ。 
名古屋港水族館見学。夜は納涼例会兼歓迎会に
参加。 
名古屋市内見学(名古屋城、大須など)。   
保育園でのふれあい体験。 
ユースキャンプ出発。 
 
ユースキャンプ解散、L瀬尾宅へ。 
長野県木曽へ。馬籠・妻籠を散策。ロープウェイで
御嶽山へ。 
地元中学生と味噌作り体験。 
木曽福島町を散策。 
早朝より御嶽山頂上まで登山。 
蕎麦打ち等体験。夕方より町内でのミニジャズ
コンサートへ。 

木曽福島よりの帰路で木曽八景のひとつ「小野の
滝」を見学。L野々垣宅へ。 
稲葉地公園清掃ACT&BBQ大会の準備を手伝う。 
稲葉地公園清掃ACT&BBQ大会に参加。 
名古屋市内観光(大須など) 
新幹線のぞみで大阪のユニバーサルスタジオジャ
パンへ(1泊）。 
大阪市内観光。あべのハルカス、道頓堀など。 
名古屋市内観光(栄など) 
休息日。L鈴木宅へ。 
豊田美術館、豊田自動車博物館など見学。 
L杉山と映画「GODZILLA(ゴジラ)」観賞。 
名古屋市内観光(大須など) 
名古屋市内観光(栄など)。夜は送別食事会。 
早朝に帰国。 
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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 510 回 理事会  

 2014年 10月 1日 16：30～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル (水) 

第 995   

2014年 10月 1日 18：00～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル (水) 

第 996 回 例会  献血例会 

2014年 10月 11日 12：00～ 於：スーパーヤマナカ則武店 (土) 

次月の予定 

お誕生日   結婚記念日 

9 月 2 日 L 入山毅士  9 月 13 日 L 大藪城正 LL 大藪敬子 ┻ 

9 月 18 日 L 服部吉秀           

9 月 27 日 L 奥村太朗           

今 月 の A C T 

   

 9月第2例会（9/17）は 18:00より 

 ホテル名古屋ガーデンパレス 2F『桜』の間 での開催です 

  ※ 駐車場は10台程度確保しております 


