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記事担当：L 外川啓司 

例会報告 

2017年12月06日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

第 1071回例会    

 実行委員 L 中山恭三 

 出席者数：29名 ファイン・ドネーション：¥134,272- 

◆担当チームより本日の役割発表    

◆開会の宣言並びに開会のゴング 会長L野々垣 徹 

◆国旗に対して礼 

◆国歌斉唱 

◆ライオンズの誓い          L大津尚彦 

◆ライオンズヒムの歌 

◆お客様の紹介 

・中村区小中学校校長会 会長 名古屋市立米野小

学校校長 岩間直治様 

・名古屋市立笈瀬中学校1年      藏 澪奈様 

・保護者               藏由紀子様 

◆会長挨拶 

今期は7月から早いもので半年経ちました。皆様忙し

いと思いますが残り半年を精一杯頑張って行きま

しょう。今日お客様として校長会会長岩間様、平和

ポスターコンテスト当クラブでの最優秀賞受賞者 

藏 澪奈様とお母様をお迎えする事ができました。

お越し頂きありがとうございます。毎年例会に参加

して頂き表彰をさせて頂いています。作品は中村ラ

イオンズクラブから選出され、次は複合地区、最終

はアメリカにて選ばれます。もし、最終まで選ばれ

ましたら私もアメリカに同行します。最優秀賞の賞

金は＄5,000です。最後まで選出された方へは＄500

が渡されます。楽しみにしています。 

◆国際奉仕LCIF委員長         L高坂英夫 

夏休みの忙しい中、今回は22校98名の応募がありま

した。最優秀賞の藏 澪奈様、お母様、本日ご参加

頂きありがとうございます。笑顔で平和を作ろうと

の思いで藏 澪奈様が描かれました。平和ポスター

を通して笑顔と感謝を忘れないように皆さんで拍手

を贈りましょう。 

◆平和ポスターコンテスト表彰並びに賞品授与 

≪藏 澪奈様お礼の言葉≫ 

この度は平和ポスター最優秀賞を頂きありがとうご

ざいます。私は国際平和は笑顔が一番だと思いま

す。笑顔が人々を幸福にする力を持っています。私

は笑顔で人と繋がり、学校でもとても平和に暮らし

ています。 

 

◆中村区小中学校校長会会長より一言    

名古屋市立米野小学校校長 岩間直治様 

本日はお招き頂きありがとうございます。今回の平和

ポスターのテーマが「平和の未来」でたくさんの子供

が応募する場所を提供して下さりありがとうございま

す。藏 澪奈さんの作品は世界の人々が手を携え、平

和には笑顔が大切だと伝えています。今日お集まりの

皆様のご健勝とさらなるご活躍を祈念致しまして私の

挨拶とさせて頂きます。 

◆100周年記念奉仕チャレンジパッチの伝達（2016～

2017） 

◆LCIF感謝状の伝達（2016～2017） 

◆100周年記念会員増強賞の伝達  会長L野々垣 徹 

ゴールド100周年ライオン  L石川克明 L中山恭三 

シルバー100周年ライオン  L上野元嗣 L豊田義樹 

◆議事審議事項         会長L野々垣 徹 

1）入会の件（三浦浩之様） 

先月の増強例会に参加されました三浦浩之様が、その

後の2次会にて気持ちよく入会させて頂きますと言わ

れました。スポンサーは幹事L中野正也です。 

2）会則付則変更の件 

ファイン等時間を掛けて審議しましたが、まとまらな

い為継続審議とさせて頂きます。 

3）地区若手リーダー育成研究会出席者選出の件 

幹事のL中野正也に決定しました。 

4）その他 

ファミリングで前年度に行いました天白子供食堂と今

回は中村区のワイワイ食堂の2か所で行います。 

◆報告事項 

1）12月第2例会(クリスマス例会）ご案内について 

           計画大会委員長 L近藤 靖 

クリスマス例会の参加者はメンバー23名、大人家族14

名、子供10名の47名の出席です。もし、参加する人が

見えましたら今週中にご連絡ください。 

2)第101回ライオンズクラブ国際大会について    

           計画大会委員長 L近藤 靖 

ネバダ州ラスベガスで6月29日～7月3日迄、参加申込

みの方は早めにお願いします。 
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記事担当：L 外川啓司 

3)LCIF＄1000献金について 

        国際奉仕・LCIF委員長 L高坂英夫 

現在26口で今年の目標が30口です。新しい人の参加を

是非お願いし100％達成を目指しています。是非ご協力

をよろしくお願いします。 

4)CN45周年記念海外ACTタイ国視察について   

         CN45周年ACT部会長 L吉金 博 

第1団第2団合計9名にて11月18日～11月23日タイ視察に

行って参りました。会報誌の表紙に載っています写真で

Gパンをはいていますのが現場監督です。現場で指示し

てスケールで柱間４mを確認しました。図面通りでし

た。完成式典を３月１３日～３月１７日３泊５日で予定

しています。松本中央ライオンズクラブは１５名参加、

名古屋中村ライオンズクラブは２５名の参加を予定して

います。是非参加をよろしくお願いします。 

5)その他 

L大竹 昌より、オール名古屋からの報告です。献腎・

献眼の合同慰霊祭が4月25日に決まりました。また、清

掃を4月23日に行いますのでご協力をお願いします。 

◆幹事報告 

◆テールツイスター登場  

          テールツイスター L大藪城正 

◆本日の出席率の報告  

             出席委員長 L吉川 敦 

◆本日の会計報告        会計 L大津尚彦 

◆閉会のゴング      第二副会長 L中野利彦 

◆ライオンズローア          L田中光男 
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記事担当：L 大津 尚彦 

第1072回（クリスマス例会）  

日時：2017年12月16日（土）18：00～20：30 

◆担当チームより本日の役割発表   Ｌ髙坂英夫 

◆開会の宣言並びに開会のゴング  

                会長 Ｌ野々垣徹 

◆会長挨拶           会長 Ｌ野々垣徹 

◆報告事項 

◆幹事報告           幹事 Ｌ中野正也 

◆テールツイスター登場  

        テールツイスター   Ｌ大藪城正 

◆本日の出席率の報告  

            出席委員長 Ｌ吉川  敦 

◆本日の会計報告  

                会計 Ｌ大津尚彦 

◆閉会のゴング  

             第二副会長 Ｌ中野利彦 

 

        ～家族懇親会～  

◆開会の挨拶 計画・大会副委員長   Ｌ横田  誠 

◆乾杯                Ｌ服部吉秀 

◆食事（懇親会） 

◆アトラクション  

   プレージャー企画（ピエロ） 

◆閉会の挨拶 計画・大会委員長  

                   Ｌ近藤 靖 

◆閉会 

例会報告 

2017年12月16日(土) 18:00～20:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル17F 「ルピナス」 

第 1072回例会    

【クリスマス例会】     司会 L 高坂英夫 

 出席者数：24名 ファイン・ドネーション：¥82,031- 
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ク リ ス マ ス 例 会 写 真 
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 理事会報告：第 548 回理事会 

2017年12月06日(水) 16:30～17:30 名古屋マリオットアソシアホテル  

第548回 理事会議事 

１．会長挨拶 

「皆さんこんばんは、久しぶりに51階で見晴らしのい

い会場での理事会です。 

新入会員の入会の件など、議案がもりだくさんですの

で最後までよろしくお願いします」 

２．議題・審議事項 

第1号議案    前回理事会議事録確認        L野々垣徹 

       ≪承認≫ 

2号議案  入会の件（三浦浩之様）       L中山恭三 

       ≪承認≫ 

3号議案  会則付則変更の件          L大竹 昌 

ファイン上限を決定してはどうかという案について会

則付則、会員の合同委員会を開催しました。 

会則付則にファインは些細な額とあります。些細な額

とはどれくらいか1000円位という意見を踏まえ理事会

にてファインの上限を決定したい。が、ファインの金

額を決定するのはテールツイスター。例会欠席はいく

ら？ACT欠席はいくら？というのをテールツイスター決

めてほしい。 

入会時に通達文章がないことが問題。 

ファインの請求書の内訳はあったほう説明しやすい。 

【継続審議】  

・ファイン金額の具体的な数字を手帳の会則付則の中

に記載するか？ 

・預託金の使用方法を明確化、又それを伝達するか？ 

・ファインの上限設定 

・テールツイスターに上限設定内の各種欠席内容での 

ファイン金額 

 出欠席届期限内  欠席 

 出欠席届期限越  欠席 

 出席にて提出後連絡後 欠席 

 無断   欠席 

・新入会員入会の際のメイクアップ資料にファインの  

詳細説明文 

・改めて例会において（１）（２）決定内容また、

ファイン、ドネーション、メイクアップの違いついて

説明 

 

ファインは運営費 

ドネーションは事業費 

なのだが、大変なのでファイン、ドネーションを合わせ

た１０％を運営費にしておる。 

第4号議案   

地区若手リーダー育成研究出席者選出の件  

                   L野々垣徹 

2名選出  L大津尚彦 L中野正也 

会長よりL中野正也に育成研修会に参加要請。 

第5号議案  ファミリングの件         L杉山信子 

委員会にて２件に決定しました。 

天白区子供食堂 

中村区八社です。 

予算は5万円と昨年の残金、チャリティで集めた金額を

二つに分け各案件に振り分けます。 

来年からは家族会員の奥様方からの協力を得るために、

１度集まっていただきたいです。 

コミュニティを形成するのに辺り代表者が必要になりま

す。L入山毅士のLLである奥様に代表をお引き受けしてい

ただいております。御承認後お願い致します。 

３．報告事項 例会にて報告 

・12月第2例会（クリスマス例会）のご案内について 

                   L近藤 靖 

・LCIF＄1000献金について          L高坂英夫 

・CN４５周年記念海外ACTタイ国視察について 

                   L吉金 博 

その他 

４．幹事報告 

・例会にて報告 
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C N ４ ５ 周 年 記 念 A 

2017年11月18日～ 中村ライオンズクラブ内でとても心配性

の3名ACT部会長L吉金、L中川、L速水が一足先へタイへ向

かい、11月20日に到着するCN大会委員長L高坂、会長L野々

垣、L杉山、松本中央ライオンズクラブL安保、L大蔵を盛大に

お出迎えました。3名よりL斎藤はいち早くタイに滞在するほど

CNに対しての熱意が大変伝わりました。以上9名が揃い、

2017年11月21日ドゥシットライオンズクラブL小林の案内で、バ

ンコク市内より3時間位バスで移動してルアムジャイ農業研修

センターに到着しました。迷う程とても広い（ゴルフ場まであ

る）敷地内に今回ACTをする研修センターがあります。実際の

状況は写真の通りです。とにかく広いです。 

私たちが視察に訪れた日も工事を着々と進めていました。

ACT部会長L吉金は建築のプロとして図面を確認しながら至る

所をチェック、メジャー持参で細かく寸法を測っていました。問

題なく建築が進んでいることを実際の目で確認を致しましたの

で安心いたしました。その後、農業センターの隊長のご厚意で

昼食を頂く事になりました。写真が昼食の風景です。農業試験

場で栽培したお米を頂きました。日本人に合わせて海苔巻と

いうサプライズに全員感動。そこへ、ドゥシットLCの在籍で現

在ゾーンチャ―パーソンのL PRAOODH PRAVICHPRAMA

（日本語で聞いてもよくわからなかったので名刺の通りです）

が参加して頂き、3月のオープニング記念式典の打ち合わせも

しっかりとできた事は大きな収穫でした。 

食後記念撮影をして、バンコクへ戻りました。 

今回の御礼でドゥシットLCを夕食にご招待させて頂き、引き続

き今後のことについても打ち合わせを行いました。 

記念セレモニーは2018年3月13日～3月17日を予定していま

すので多数のご参加をお待ちしています。 

C T タ イ 視 察 報 告 ★ 



8 

 

名古屋中村ライオンズクラブ 会報誌 通巻526号 

2018年1月10日(水)発行 

発行者：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 

第 １ 副 会 長 

幹 事 

会 計 

PR･IT・情報委員長 

： 野々垣 徹 

： 中野 利彦 

： 中野 正也 

： 大津 尚彦   

： 速水 清朗   

お誕生日   結婚記念日 

1 月 20 日 L 吉川 敦  1 月 12 日 L 吉川 敦   FM 吉川里佳 

1 月 28 日 L 豊田義樹           

                

  第 550 回 理事会  

   2018年 2月 7日 (水) 16：30～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

  第 1075 回 例会 節分例会 

2018年 2月 7日 (水) 18：00～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

  第 1076 回 例会  第2回グルメ例会 

2018年 2月 21日 (水) 18：00～ 於：「THE PARK BANQUET」テレビ塔４階 

≪入会5年以内メンバー紹介第2弾≫  

☆今回は会計L大津尚彦をご紹介します。 

●会社の事業の内容と経営理念（経営に対する考え方、

想いなど） 

【社訓】社会に信頼される商品の提供につとめます。

技術と知識を身に付け能力の向上につとめます。常に

創意工夫改善につとめます 何事も誠心誠意つとめま

す。 

【事業内容】 鋼構造物（主に鉄骨建築）工事と部品

（主にボルト類）の製造と販売 

【想いと考え方】 社会貢献が会社存続、社会貢献と

は？を常に考え実践する事 

●会社の特徴（他社に負けない事業戦略など） 

製造業と建設業が一体となった鋼構造分野の構造部材

での中部地区ナンバーワン。鉄骨建築の基礎部分（ア

ンカーボルト）での製造と施工及び付帯サービスにお

いての供給能力と品質においてはオンリーワン。製

造・販売・施工の一貫トータルサービス。 

●将来ビジョン 2020年7月東京オリンピックまでにセ

ントレックス上場。鉄鋼業界と建設業界の中での専門

分野でのオンリーワン事業の複数化と海外への影響力

を与える社会ポジションの獲得。 

●ライオンズクラブに入会した当時 感じたこと 

先ずは先輩方の立ち振る舞いや行動を見習いライオン

ズの精神を吸収し、今まで 社会に育てられた恩をラ

イオンズを通じて恩返しを（奉仕活動の中で）どんな

方法で実践すれば良いか？を当時感じました。 

●ライオンズクラブに対して現在はどう感じているか 

ライオンズの組織の大きさや長い歴史、人種間の文化

の違いの中で、最小単位である自身の存在と特性を如

何に発揮すれば良いか？を模索中です。 


