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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 「輝く未来へ進化するライオニズム・ウィサーブ」 

334-A地区 スローガン 「夢と絆で踏み出そう進化の一歩・ウィサーブ」 

名古屋中村LC スローガン 「感謝を込めてウィサーブ、いつも、いつまでも」 

♥2017年度の会報誌表紙は名古屋中村ライオンズク

ラブが行ってきた海外ACTの写真で飾ります。 

7月号は2013年CN40周年記念としてタイ国プリラム

県ラハーサイ市に幼稚園・小学校を建設致しました。 
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記事担当：L中野 康孝 

◆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 

「こんばんは。いよいよ梅雨入りとなり、健康に十

分気を付けて頂き梅雨をやりすごして頂きたいと思

います。地区年次大会、献血奉仕活動などがあり、

久しぶりにメンバー一同がそろっての例会となりま

した。報告としましては、Ｌ柘植藤秋が復帰されと

ても嬉しく思っています。次に天白こども食堂での

奉仕活動ですが、ＦＷＴ奉仕委員会のＬ杉山信子の

ご発想で、50円玉募金チャリティを行い、72,760円

ものチャリティ金をお集めになりました。Ｌ杉山自

身も20,000円のドネーションをされ、天白食堂寄付

金として１０万円の寄付をされました。当日は５名

のライオンレディの方も参加され料理や配膳の手伝

いをして頂き、翌日、中日新聞にも掲載されまし

た。献血活動では137袋もの献血が出来ました。豊国

神社での中村勘三郎碑の除幕式にも行ってきまし

た。 

私もあと一回の例会だけで会長が終わると言う事

で、今までありがとうございました。 

◆「初代中村勘三郎生誕地記念像建立」感謝状の伝達 

◆年次大会表彰の件 

 ・国際会長感謝状及びガバナーズアワード 

 ・合同アクティビティ賞 

 （1R合同ACT「薬物乱用防止」講演会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告 

2017年06月07日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1059回例会    

【選挙会】 

 出席者数： 25名 ファイン・ドネーション：¥365,000 

◆モナーク・シェブロン（長期在籍表彰）の伝達 

  ・30年 L中山恭三、L服部吉秀 

  ・20年 L上野元嗣  

  ・10年 L瀬尾昌信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆薬物乱用防止教育講師認定証の伝達 

◆議事審議事項 

 1)退会の件（L三尾秀也、L渡辺 宣） 

 2)ファミリングACT収支報告の件 

   3)第2回クラブ単独献血ACT決算の件 

   4)その他 

◆報告事項 

 1)第2回1R YCE担当委員長会議報告 

 2)第2回クラブ単独献血ACT報告 

 3)タイムカプセル事業について 

 4)その他 

◆幹事報告 

 1）ライオンズクラブ国際協会 334-Ａ地区 1Ｒ3Ｚ  

名古屋シティライオンズクラブＣＮ5周年記念式典       

《開催日》6/1                        

  2）第63回334複合地区年次大会   《開催日》6/11  

◆L村手 誠より御礼のご挨拶 

◆5・6月のお誕生日(LL)・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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記事担当：L中山 恭三 

◆開会の宣言並びに開会のゴング 

◆お客様の紹介 

◆会長挨拶 

 名古屋中村LC 会長 L上野元嗣 

◆年次報告 

 

 

 

 

 

 

◆会出席者の発表並びに表彰 

 【年間会出席者】L大竹 昌 L鈴木和彦 

◆モナーク・シェブロン（長期在籍表彰）の伝達 

  ・20年・・・・・L高坂英夫 

 

 

 

 

 

 

 

◆薬物乱用防止教育講師認定証の伝達 

◆議事審議事項 

 1)退会の件（L櫻井勇生） 

 ２次年度役員並びに委員会所属の件 

◆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 

◆閉会ゴング 

例会報告 

2017年04月19日(水) 18:00～20:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1060回例会    

【クラブ年次例会】 

 出席者数：27名 ファイン・ドネーション：¥164,000- 

 

 

 

 

 

 

１０６０回と区切りの良い例会が、今期最後となった。例会

が始まっても、上野会長の顔には安堵感が漂っているの

が誰の眼にも判った。 

クラブ年次例会は、会長退任の晴れ舞台であると同時

に、この１年間のアクティビィティ報告をする幹事の檜舞

台でもある。 

元気印の中野幹事は、年次報告するだけでは物足りな

いと考えたのか、来期入会予定者３名を自費で例会に招

いたのである。 

有終の美を飾るのにこれほどふさわしいことはない。 

例会場で３名が紹介され、幹事からライオンズクラブのこ

とを予め知らされていたのだろう。３名のお客様は、誠実

でしっかりしており、将来が楽しみな方達である。 

最後の会長に花を飾った例会となったことは言うまでもな

い。 

又、例会の翌日に松本中央ライオンズクラブの記念式典

に参加する大役が控えているが、幹事・会計とメンバ－の

協力あってこその１年でしたと、少し涙ぐんでいた挨拶を

されたことが印象的でした。 

今年も、皆出席は常連の大竹Ｌ、鈴木Ｌの両名である。

年間通しての皆出席は、健康であると同時に平穏無事な

環境が揃っていなければ達成できるものではない。高齢

者のみならず、若い人たちもこの賞を目指して欲しい。 

本日のドネ－ションは、「上野丸の御無事なご帰還を祝し

て。」と云うコメントが最も多く、上野会長の人柄の良さを

感じさせるコメントでありました。 

閉会で、村手Ｌから話がありましたように、今期上野丸

は、ドネ－ションの年間額がここ数年来では最高額で

あったことと、献血者数もここ数年際立った多さであった。

上野会長以下、執行部の皆様、それに役員一同ご苦労

様でした。 
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年次例会懇親会では、遠山洋子さんをお迎えして大

変盛り上がりました。 

会長L上野、幹事L中野、会計L杉山 1年間お疲れ様

でした。 

 理事会報告：第 542 回理事会 

2017年06月07日(水) 

16:30～17:30 
名古屋マリオットアソシアホテル  

議案・審議事項               議長 L上野元嗣 

（第1号議案）前回理事会議事録承認 
   ≪ 承 認 ≫   P2-3    会 長  L上 野 元 嗣    

（第2号議案）退会の件（L三尾秀也、L渡辺 宣）                 

  ≪承認≫         会員委員長 L中川法恵 

L三尾秀也は出席率を見た結果、会員委員会としては特に活動

しておりません。                                             L

渡辺宣は会費の未納はなく、今期休会届を提案し様子を見てま

したが、改めて5月20日に退会という申請が出ておりますので承

認を頂戴したいと思っております。      

（第3号議案） ファミリングACT 収支報告の件                  
≪承認≫   家族及び女性会員委員長  L杉山信子 

 預託金1000円×42名で42000円、皆様よりいただきました、チャ

リティ金92,765円、合計13万7650円。新聞に大きく取り上げられ

ましたが、天白こども食堂寄付金として10万円の寄付とさせてい

ただきました。チャリティ資金92,765円のうち2万円はL杉山信子

の寄付になります。 残り34,765円は繰越ということで来期でまた

有効活用させていただきます。  

 （第4号議案）第2回クラブ単独献血ACT 決算の件 

≪承認≫保健奉仕・環境保全奉仕副委員長 L石川克明                               

予算8万でしたが、当初予定より多数の方が参加され、当日参加

された137名分の記念品を差し上げました。最終的に81,370円と

なり、1,370円ほど超過しましたが、決算という形で承認してくださ

い。          

 (第5号議案）その他  ≪承認≫ 

１）未入金の件 6月6日現在にて3名の方の未入金があります。  

L吉川正洋 12万7700円（分割でお支払頂く約束になっている。  

L渡辺真史8万円   L奥村太郎 24万5000円 

亡くなられたL山梨一美ですが、2015年の下期1月から3月分の

会費3万2500円が未納でございました。それに対し預託金が

3715円ございました。差し引き2万8785円が未収金となっており

ますが、多大な貢献もあり、損金で処理する。 

報告事項 

1）第2回１RYCE担当委員長会議報告              

YCE・青少年指導委員長 L近藤 靖 

2)第2回クラブ単独献血ACT報告 

保健奉仕・環境保全副委員長 L石川克明 

3)タイムカプセル事業について                                     

CN45周年記念大会ACT部会長 L吉金 博 

その他 1)松本中央ライオンズクラブとの姉妹提携40周年のゴル

フコンペの件  日程調整がむつかしく、執行部として断って欲し

い（※断りました） 
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名古屋中村ライオンズクラブ、松本中央ライオンズクラブ

姉妹提携40周年記念ACT 

2017/06/20(火)  

6 月 の A C T 報 告  

 6月20日(火）名古屋中村LC、松本中央LC提携40周年を記念し

て日本赤十字松本乳児院へ電子ピアノを贈呈しました。 

名古屋中村LC、松本中央LC提携40周年を記念して日本赤十字松本乳児院

へ各クラブ10万円を拠出し電子ピアノを贈呈する為、6月19日(月）松本

中央LC第49回結成記念例会に、三役、CN45周年大会委員長L高坂、大会

幹事L中川と共に参加しました。 

松本中央ライオンズクラブ例会訪問 
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【第44代会長 L上野 元嗣 退任のご挨拶】 

1年を振り返って 

ライオンズクラブ国際協会３３４A 地区ガバナーL垣見

正則より「国際協会解説１００周年を迎えたこの節目に

各クラブがメンバー全員で元気で明るいライオンズクラ

ブにしてください。活力ある人材の育成を目指し向上プ

ロセスとして仲間を増やして欲しい。国際会長Lボブ・

コーリュのテーマは（次なる山を目指して）であり開設

１００年は終わりでなく新しい未来への第１歩であり無

限に広がるネットワークを構築して下さい。との叱咤激

励を受けての船出でありましたが、私自身の力不足で半

期で幹事を失い座礁し船が進まない結果を招きました。 

理事会の理事の皆様、会員各位様の暖かいお心使いも有

り、副幹事で計画大会委員長のL中野正也に重荷を背

負っていただく事になりました。また、精力的な活動で

テキパキとLCの役務をこなして頂きました会計のL杉山

信子の激励も有り心強く感じました。各委員会の委員長

の皆様には、本当にお世話をお掛けいたしました。心よ

り御礼申し上げます。今期はACTとして防犯カメラ設置

に６０万円程予算を組んで居ましたが、ゾーンの変更に

伴い中止。そのACT予算を豊国神社の初代中村勘三郎の

石碑建立に太閤LCと同額の５０万円を拠出しました。石

碑説明石盤の裏側にチャーターナイト４５周年記念、名

古屋中村ライオンズクラブと彫り込んで頂いた。 

２０１７年５月２８日(日)には豊国神社参道でのお練り

と除幕式にも参加致しました。参道が人で埋めつくされ

ました。 

もう一つのACTは姉妹提携クラブ松本中央LCとの４０年

提携を記念して日本赤十字松本乳児院に共に１０万円づ

つ出し合って電子ピアノを贈呈致しました。３歳児まで

の親の愛情に恵まれない幼児の施設。６月１９日松本中

央LCと第４９回結成記念例会にて、代表に田力会長と共

に目録をお渡しし、翌２０日乳児院へ訪問し贈呈式を

行った。男子、女子２人の先生と幼児も一緒に電子ピア

ノに合わせて歌を合唱。涙が止まりませんでした。愛情

を注がれる先生方に感謝の一言。松本中央LCの田力会

長、姉妹提携委員長L遠山全一に厚く御礼を申し上げま

した。今回の松本LC例会訪問には、三役の他にCN４５

周年大会委員長のL高坂英夫と大会幹事のL中川法恵もご

出席いただき大変喜ばれました。 

今期新しい試みとしてL杉山信子FWT委員長の発案で天

白こども食堂での日曜日のお昼御飯を一緒に子供、

親、ご友人、ボランティアの学生さん、当クラブメン

バーとLL６人もご参加いただき、料理のお手伝い、配

膳、寄付金贈呈と大変ご活躍をいただきました。お休

みの日でも家族と共に食事ができない子供達がはしゃ

いで嬉しそうだった。クラブメンバーのファミリング

へのご協力と預託金より一人1,000円をいただきまし

た事、有難うございました。L杉山信子が2度に渡って

下見もされご苦労様でした。新しい扉が開きました。 

もう一つ、L吉川敦のご発想により会報誌の表紙を過

去の当クラブのACTの写真で飾って有ります。いかが

でしょう。また、文面ではL中山恭三にもご尽力をい

ただき感謝申し上げます。何をするにもクラブメン

バーの皆様のお力を借りて一歩一歩進めてまいりまし

た。牛歩の如く、ゆっくりでございました。どうぞお

許しをいただきたく存じます。おしまいに、メンバー

各位様のご健康とご繁栄を御祈願申し上げます。1年

間有難うございました。 

 

【第44代幹事 L中野 正也 退任のご挨拶】 

本年度1月よりより急遽幹事を仰せつかり、会員の皆

様には大変お世話になりました。上野会長のもとご理

解、ご協力に重ねて、感謝を申し上げます。 

入会間もない私ですが、重責を担わせて頂き私のライ

オン人生にとっても、とても勉強になりました。 

まだまだ勉強不足で至りませんが、諸先輩方には益々

ご指導賜ります様お願い申し上げます。 

上野会長、杉山会計 一年間お疲れ様でした。 

そして、ありがとうございました。 

 

【第44代会計 L杉山 信子 退任のご挨拶】 

今期 三役と言う大役を仰せつかり様々な勉強をさせ

ていただきました。役員様方々には色々お知恵を頂き

有難うございました。 

又、上野会長、中野幹事に於かれましては幹事交代

等、大変なご苦労がおありだったと思います。 

その様な1年間をご立派にやり遂げられました事、心

より感謝しお喜び申し上げます。 

私に学びの場をお与え下さいました役員皆様方にお礼

申し上げ、退任の挨拶とさせて頂きます。 

新旧三役ご挨拶 
旧三役ご挨拶 
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【第45代会長 L野々垣 徹 就任のご挨拶】 

この度、名古屋中村ライオンズクラブ第45代会長をやら

させて頂く事になりました。5年前の第40代に続き二度

目になりますが、前回の経験を踏まえ頑張ろうと思いま

す。皆さん、ご協力お願いします。 

【第45代会計 L大津 尚彦 就任のご挨拶】 

当クラブも新年度を向かえ、野々垣会長と中野正也幹事の

もと新体制がスタートしました。 

本年度は会計、三役という大役を仰せ付かり身が引き締ま

る思いです。 

名古屋中村ライオンズクラブに入会させて頂き5年目とな

り、出席委員長、テーマと重要な役わりも経験させて頂き

ました。 

まだまだ未熟者で分らない事ばかりですが、皆さま方のご

協力も賜りながら、当クラブの発展に微力ながら尽力する

所存です、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

新旧三役ご挨拶 
新三役ご挨拶 

【第45代幹事 L中野 正也 就任のご挨拶】 

この度、幹事を仰せつかり野々垣会長のもと、スローガ

ン「感謝を込めて、ウィサーブ、いつも、いつまでも」

日々その言葉を忘れず微力ではありますが精一杯努めさ

せて頂きます。 

名古屋中村ライオンズクラブの伝統を継続しつつ新たな

事を取り入れ、1年間は希望に満ちております。 

メンバーの皆様のご理解とご協力を何卒宜しくお願い申

し上げます。 
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会 長 

第 １ 副 会 長 

幹 事 

会 計 

PR･IT・情報委員長 

： 野々垣 徹 

： 村手  誠 

： 中野 正也 

： 大津 尚彦   

： 速水 清朗   

 上半期予定                      下半期予定        

7/5 

7/19 

8/6 

8/22 

9/6 

9/20 

10/4 

10/21 

11/1 

11/15 

12/6 

12/16 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

 

納涼例会 

稲葉地ACT 

ガバナー公式訪問 

ZC訪問 

第1回グルメ例会 

 

献血ACT例会 

 

会員増強例会 

 

クリスマス例会 

 
1/10 

1/24 

2/7 

2/21 

3/7 

3/28 

4/4 

4/17 

5/9 

5/26 

6/6 

6/20 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

新年例会 

名古屋太閤LC合同 

節分例会 

第2回グルメ例会 

指名会 

早朝例会 

選挙会 

松本中央LC合同例会 

法要例会 

献血ACT例会 

 

クラブ年次例会 

お誕生日   結婚記念日 

7 月 3 日 L 外川啓司       該当者なし    

  18 日 L 中川法恵           

  28 日 L 中野正也           

  31 日 L 中野康孝           

                

                

                

                

                

                

  第 544 回 理事会  

   2017年 8月 6日 (日)  9：00～ 於：稲葉地公園 

  第 1063 回 例会 稲葉地ACT 

2017年 8月 6日 (日) 10：00～ 於：稲葉地公園 

  第 1064 回 例会  ガバナー公式訪問 

2017年 8月 22日 (火) 12：15～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル16F 


