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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」 

  

02： 前月例会報告 

06： 前月理事会報告 

08： ACT報告 

08： 次月の予定 

  

  

 

 

 

 名古屋中村ライオンズクラブ会報誌 2015年1月7日(水)発行 通巻494号  

例会報告  12月第1例会(国際平和ポスターコンテスト表彰) 

  12月第2例会(第1000回記念例会) 
   

ACT報告  国際平和ポスターコンテスト 
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 例会報告 

2014年12月3日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル   

第 999 回例会    

 【ライオンズクラブ国際平和ポスターコンテスト表彰式】 

 出席者数：25名 ファイン・ドネーション：¥84,940- 

【記事担当】 PR･IT・情報委員長 L入山毅士   

◆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） 

◆お客様の紹介 

 中村区小中学校長会 会長 

  名古屋市立米野小学校校長 古澤 良則 様 

 平和ポスターコンテスト最優秀賞受賞 

  名古屋市立黄金中学校1年 畠中 虹輝 様 

  御父兄           畠中 由香 様 

 

◆会長挨拶 

 皆さん、今晩は。本日は平和ポスターコンテスト最優秀賞 

受賞者の畠中くんとお母様、中村区小中学校校長会会長・古澤

良則様をお客様としてお招きしました。最優秀の畠中君とお母

さん、おめでとう御座います。私は絵を描くことが大変苦手 

なので絵のうまい人は羨ましい限りです。 

 更に本日は嬉しい事が2点ありまして、1点はL加藤善康が元

気であると会員長L大竹より報告があり、近々には例会出席し

て頂けるとの事だそうです、もう1点は豊正中学での薬物乱用

防止教室が無事成功理に終わりホッとしました。薬物乱用防止

教室の関係者様お疲れさまでした。 

 畠中くん、この後表彰式があり、食事がでますのでゆっくり

楽しんで下さいね。挨拶を終わります。    

 

 

 

 

 

 

 

◆平和ポスターコンテスト表彰並びに賞品授与 

 最優秀賞受賞者よりご挨拶 

 本日はお招き頂きありがとうございます。世界平和が実現す

るよう自分なりに一生懸命頑張ってポスターを書きました。 

世界が平和になる様祈っています。ありがとうございました。 

 

 校長会会長・古澤先生よりご挨拶 

 世界平和ポスターコンテストというACTをする御機会を頂き

誠にありがとうございました。 

 多くの小中学生に参加して頂き感謝感謝でして、この感激を

次年度にお伝えして本年度より多くの応募がある様努力を約束

しまして、私の挨拶とさせて頂きます。お招きありがとうござ

いました。 

 

 

 

◆LCIF$1000献金 楯の伝達 

◆2013-14年度年間会員増強プログラム達成 

   バナーパッチの伝達 

   ……前会長 L中川法恵 

◆2013-14年度会員優秀ラベルピンの伝達 

 ……L中川法恵(4名)、L斎藤靖人(3名) 

 

 

 

 

 

 

 

◆議事審議事項  

 1)次期地区役員候補者推薦の件 

 2)薬物乱用防止教育認定講師養成講座決算の件 

   3)第2回薬物乱用防止教室決算の件 

 4)12月第2例会(12/17)30分延長の件 

 5)1000回例会記念クリスマスACT予算の件 

 6)事務局員一時金の件 

 7)その他 

 

◆報告事項  

 1)ライオンズクラブ国際協会創立100周年のお知らせ 

 2)第2回薬物乱用防止教室報告 

   3)12月第2例会服装について 

   4)1000回例会記念クリスマスACTについて  

   5) 物故ライオン遺影サイズ変更について 

   6)LCIF$1000/$100献金について 

   7)剰余金の取り扱いについて 

   8)その他 

 

◆幹事報告 

 1)事務局冬期休暇について 

 

◆12月のお誕生日・結婚祝いの報告 

 

◆お食事をどうぞ 

 

◆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12月17日(水) 18:00～20:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル   

第 1000 回例会    

【第1000回記念例会】  

 出席者数：27名 ファイン・ドネーション：¥153,000- 

◆開会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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お客様の紹介(※所属クラブよりの名簿順にて掲載) 

 スポンサークラブ：名古屋太閤ライオンズクラブ 

  会長 L青木勝人 

  幹事 L近藤裕秋 

  会計 L鈴村晴美 

     L加藤史典(元会長/第1副地区ガバナー) 

     L伴野 功(前会長) 

     L景山清一(第1副会長) 

     L松本慶洋(第3副会長) 

     L堀 一郎(元会長) 

     L宇都宮美智子(副会計) 

     L松山 登 

     L宮地和彦 

 

  

 

 

 

 姉妹提携クラブ：松本中央ライオンズクラブ 

  会長 L下澤壽重 

  幹事 L田力和典 

  会計 L野尻克樹 

     L轟 朝五(姉妹提携委員長) 

     L青木まゆみ 

     L大蔵章男 

     L大和 朗(第1副会長) 

     L小笠原守 

     L滝澤文雄 

     L遠山全一 

     L中村兼祥 

     L野口 宏 

     L降籏一路(前会長) 

     L堀内周次 

     L本間秀友 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長挨拶 

 1000回記念例会へ親クラブの名古屋太閤LC様

姉妹提携クラブの松本中央LC様にご参加頂き、 

会長になって1番の喜びです。また、過去の歴史

ある会報誌3部の懐かしいお話と、今回の例会を

運営して頂いたL中川・Ｌ野々垣・Ｆチームの

方々にお礼を述べられました。 
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松本中央LC / 会長 L下澤壽重  

 1000回記念例会招待のお礼をのべられ、名古屋

中村LCは尊敬するクラブとも仰られました。 

 松本中央LCの1000回記念例会は東日本大震災

が起こったため自粛し出来なかったので、名古屋

中村LCの1000回記念例会を一緒にお祝いさせて

頂きました。それから、松本中央LCと名古屋中村

LCの海外ACTが少しずつ花開いて来ていることを

感じておりますとお話されました。 

例会報告 

第1000回例会  

    

 

  

◆歓迎の挨拶 

 姉妹提携委員長L髙坂より、最初にスポンサー

クラブ(名古屋太閤LC)、次いで姉妹提携クラブ

(松本中央LC)様にお礼をのべられた後、1000回

の例会は42年の歴史が有り、名古屋中村LC設立時

にはカナダ訪問を30数名が参加されたお話や、 

松本中央LCへ30回以上、6回の国際ACTを行なっ

たことを誇りに思っておりますとのべられまし

た。又、ライオン誌(12月号P27)に長寿ライオン

として掲載され、今回ご参加頂きました松本中央

LCのL野口(勲６等を頂かれた)からお話を頂きま

した。 

 L野口『載せて頂いたことはとても光栄です。

これからも松本でも海外でも積極的に奉仕に精進

していきたい。ここまでこれたのも感謝の気持ち

と、健康のおかげ』とお話をされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お客様よりご挨拶 

 名古屋太閤LC / 会長 L青木勝人 

 1000回の祝福のお言葉と、名古屋太閤LCより

名古屋中村LCへチャーターメンバー(以下CM)と

して32名がヘ移籍され、60数名にてクラブが発足

されたこと、L山梨を含めCMの13名が会長をされ

たこと、また昨年のCN40周年・今年の1000回記

念例会と2年続けてお呼び頂いた事を嬉しく思い

ますとお話をされました。   
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 例会報告 

 第1000回例会 

 

 

  

◆チャーターメンバー紹介(※本日出席者のみ) 

 L山梨一美、L田中光男 

 司会のL中川より、今回の例会は当クラブの誕

生日という事で、ケーキに立てた2本の大きな

ローソクを、CMのL山梨・L田中に1本ずつ消して

頂くという説明があり、元気よく消して頂いた

後、ローアをして頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆CMスピーチ『振り返り 今思う事』 

 L山梨一美 

『振り返ると、初代の会長をさせて頂き、また 

初回の例会の司会をしたように覚えております。 

 昭和48年4月16日に発足し、認証式は少し遅す

ぎたと言われましたが、同年の9月9日に滝沢ガバ

ナーより認証をして頂いたことを今もはっきり覚

えています』と、当時の歴史について思い出を話

された後『人と人を大事にしていければ』とお話

になられました。 

 

 L田中光男 

 名古屋太閤LC様と松本中央LC様にお礼をのべら

れ『昭和48年9月9日から42年間、1000回を迎え

CM60数名から今では現在6名しか残っていませ

ん。私の人生の半分をライオンズと過ごし、多く

の人の出会いと別れが有りました。 

 色々な役も沢山させて頂き、42年間自分なりに

過ごさせて頂きました。今後は野口Ｌを目指して

頑張っていきたい』とお話をされました。 

◆報告事項 

◆幹事報告 

◆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 

 

◆開会の挨拶 

◆乾杯 

◆懇親会（お食事会） 

 懇親会では美味しいお料理・お酒を楽しみ、3

クラブの中でお話もはずみ、参加されたご家族の

方もサンタに扮したL瀬尾よりプレゼントを受け

取り楽しい笑顔が飛び交っておりました。 

 

◆アトラクション 

 ひと組 三人衆 よせ鍋寄席『オマエヒャクマデ』 

 楽しく観劇し、会場内も笑いあり参加ありで 

盛り上がりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆閉会の挨拶 

 第1副会長 L吉金 博 

 2000回に向けて頑張ります。 

 名古屋太閤LC様、松本中央LC様へお礼をのべら

れ閉会となりました。 

 

◆閉会 

【記事担当】 PR･IT・情報委員 L吉川正洋 
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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2号議案 ＊ クラブ単独献血ACT決算並びに報告ですが、10/11にACTを行いましたが、予算80,000円のところ

62,906円で繰越金が17,094円になりました。 

第3号議案 ＊ 中村区民祭りですが、予算200,000円でしたが請求が150,000円でしたので繰越金50,000円になり

ました。 

第4号議案 ＊ 第2回薬物乱用防止教室ですが、予算25,540円で承認頂きました。本日、決算を出します。 

第5号議案 ＊ 12月第2例会(1000回記念例会)の予算が683,320円で承認されました。 

第6号議案 ＊ 事務局会計ソフト(40,000円＋消費税)は既に購入して、使用しています。 

 ＊ 議題・審議事項以外ですが、前回報告事項の6)ライオンズ環境写真コンテストの募集がありました

が、当クラブからL上野が応募をされました。 

(第2号議案) 次期地区役員候補者推薦の件 会長 

《承認》                             L 中山恭三 

 

＊ 地区ガバナー、第一副地区ガバナーより次期地区役員の候補者を出してほしいと書面で要請があ

り、L髙坂英夫を地区献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員長に、L斎藤靖人を地区県民安

全・犯罪防止委員長に推薦をします。 

(第3号議案) 薬物乱用防止教育認定講師養成講座決算の件 YCE･青少年指導委員長 

《承認》                      L 野々垣徹 

 ＊ 予算21,000円のところ10,500円となりました。 

(第4号議案) 第2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25,540円のところ25,240円となりました。 

(第5号議案) 12月第2例会30分延長の件 計画・大会委員長 

《承認》                 L 野々垣徹 

 ＊ ご案内では18：00～20：00でしたが、18：00～20：30に延長します 

(第6号議案) 1000回例会記念クリスマスACT予算の件 社会福祉・公衆安全委員長 

《承認》                 L 種田英司 

 ＊ 予算350,000円で承認されました 

(第7号議案) 事務局員一時金の件  会計 

《承認》                 L 村手 誠 

 ＊ 年末の一時金として事務局員に支給します。 

(第8号議案) 中部経済新聞社新春広告の件  

 《承認》                      

 ＊ 新年の新聞広告（中部経済新聞：予算20,000円）を申し込みます。 

                    

 報告事項                   

   

1) ライオンズクラブ国際協会創立100周年のお知らせ  会長  

                L 中山恭三 

＊ 3年後に国際協会が創立100周年を迎えるにあたり、記念ACTとして「1億人の人々に奉仕する」と言う事業（グローバル奉

仕チャレンジ）を行ないます。奉仕内容は・青少年健全育成・視力保護・食料支援・環境保護の四分野で一つでも貢献し

て目標を達成すれば、特別なバナーパッチが頂けます。  

2) YCE･青少年指導委員長 第2回薬物乱用防止教室報告  

                L 野々垣徹 

＊ 今回は体育館で1年生（180名）対象に行ないました。参加したメンバーはL中山、L中野、L瀬尾、L村手、L大竹、L近藤、

L鈴木、L服部、L渡辺、L野々垣の10名でした。会報誌のACT報告にも載せてありますが、校長先生の挨拶の後、会長

挨拶、L瀬尾の講演、DVD上映、L野々垣の寸劇を行ないました。  

理事会報告：第 512 回理事会 

2014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   
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   報告事項                  

   

3) 12月第2例会服装について(臙脂のベストを着用のこと) 計画・大会委員長 

                    L 野々垣徹 

＊ ゲスト(松本中央LC14名、太閤LCで11名参加)がみえますので、臙脂のベストを着用して下さい。 

4) 1000回例会記念クリスマスACTについて 社会福祉・公衆安全委員長 

      L 種田英司 

＊ 9：30に集合して下さい。社会福祉・公衆安全委員の方は9：00に集合。 

＊ コンサートとお話が10：00～12：00まで、その後プレゼントの配布をしますので終了は12：30の予定です。 

＊ 服装は上着着用の上、ライオンズバッジ並びに腕章を着用して下さい。 

＊ メンバーは無料で入場できます。 

＊ 役割分担は委員会のメンバーはライオンズ関係の受付、メンバーの皆さんはクリスマスプレゼントの配布手伝い。 

5) 物故ライオン遺影サイズ変更について 会員委員長 

      L 大竹 昌 

＊ 25名の写真を縮小し、額に5人納めていたものを6名入るように変更しました。  

＊ 予算通り30,000円支払いました。       

6) LCIF$1000/$100献金について 国際奉仕･LCIF委員長 

      L 斎藤靖人 

＊ $1000について今回L速水が一口登録して、当クラブの目標である25口は達成しました。 

＊ $100についてもL中川に若い方に声をかけて頂き、6名の方に登録をしてもらいました。L中川にも4口登録して頂きまし

た。 

7) 剰余金の取り扱いについて（2016年開催 第99回福岡国際大会） 財務委員長 

      L 中野利彦 

＊ 地区年次大会において2016年の福岡国際大会の協力金として会員一人当たり2,000円を拠出することになっておりました

が、地区ガバナーより地区の剰余金から負担すると言うことになりました。 

8) その他       

  

  

 幹事報告 

  

1) 事務局冬期休暇について 

 キャビネットは5日まで休みですが、当クラブの新年例会が7日にありますので、事務局員は5日から出勤します。 

2) 名古屋太閤LCACT「ゆうあいランド農場菜園 第16回収穫祭」について 

 
身障者の施設の子供たちと野菜を植えたり収穫をしています。会長以下何名か参加予定となっていますが、お時間のあ

る方はご参加下さい。 

3) 名古屋名東LCCN40周年記念大会について(※参加希望者は事務局まで) 

 執行部は参加しませんが、希望者は事務局で登録をして下さい。 

4) その他 

  

  

 その他 

  

＊ L後藤一夫が12月まで休会になっておりますが、来年1月より復帰します。 

＊ 元L大脇三夫が亡くなられましたが、しのぶ会は1月にありますので詳細は後日ご案内します。 

＊ ホワイトライオンの麻雀大会が来年2/21に行なわれます。オール名古屋のACTでチーム戦になっています。近年、参加

者が少なくなっていますが参加者が多いときには日赤に車を寄贈しています。お時間のある方は、是非参加して下さい。 

  

  

理事会報告 

  第512回理事会  
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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 

 
第 514 回 理事会  

 2015年 2月 4日 16：30～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル (水) 

第 1001 回 例会  節分例会 

2015年 2月 4日 18：00～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル (水) 

第 1002 回 例会  グルメ例会 

2015年 2月 18日 時間未定 於：未定 (水) 

次月の予定 

 

12 月 の A C T 報 告 

  本年度テーマ『平和・愛・理解』 

   中村区内の小中学校全22校から、3校23点の応募を頂きました。 

   10月第1例会に行われたクラブ内投票にて、黄金中学校1年生の畠中さんが本年度の 

  最優秀賞に選ばれました。 

   10月8日から17日まで中村区役所にて展示を行い、12月第1例会へ畠中さんと御父兄 

  中村区小中学校長会会長・古澤良則先生（米野小学校校長）をお招きし、畠中さんへ 

  賞状と記念品を贈呈致しました。 

  

  ※表彰式の様子は例会報告にてご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

※12/25開催の『1000回例会記念クリスマスACT』は次号報告予定です。 

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。 


