
  

 

2018年６月号 

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」 

上記写真は5月19日に行われましたユニファンドリ

レー・トーチラン、左下が7月第1例会、右下がクリス

マス例会。数少ない3役が揃っている写真です。野々垣

会長、中野幹事、大津会計 1年間お疲れ様でした。 
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記事担当：L 中野康孝 

例会報告 

2018年5月9日(水) 11：30～13:00 於:甚目寺大徳院 

第 1081回例会    

【法要例会】    実行委員 L 瀬尾昌信 

 出席者数：25名 ファイン・ドネーション：￥72,500- 

◆法要（黙祷） 

◆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 

◆会長挨拶            会長 Ｌ野々垣徹 

 みなさん、こんにちは。法要例会、一年に一回あり

ますが、私は１８年間欠かさず出席しています。前

に物故ライオンの写真が並んでいますが、知ってい

るのは右から５人の方だけで残りの方は存じ上げて

おりません。名古屋中村ライオンズクラブは一年に

一回法要例会がありますが、いつもいつまでも、毎

年参加して頂きたいと思います。本日も、よろしく

お願いします。 

◆物故ライオンの紹介 接待副委員長 Ｌ中川法恵 

13回忌に当たる物故ライオン故Ｌ堀江承戒までご紹

介。 

◆ＯＢ会員挨拶       ＯＢ会員 笹瀬英治様 

 ただいまご紹介頂きました笹瀬です。昭和５０年

に入会して３７年間メンバーとして一緒に活動した

スポンサー故Ｌ河瀬良三ですが、ライオンズ一筋で

本当のライオンズマンでした。こうして写真を見る

と故Ｌ河瀬良三のお蔭で今があるのだなと思えま

す。入会した時はメンバーが８５名程でしたので、

会長が回ってくる事はないと思っていましたが、２

５周年の時に会長をしました。皆さんも長くやって

役が回ってきたら断らずに会長をやって下さい。皆

様方の活躍を願っています。 

◆議事審議事項         会長 Ｌ野々垣徹 

1）入会の件（内村 賢様） 

 入会承認 スポンサーはＬ中野正也です。 

2）６月第２例会（クラブ年次例会）30分延長の件 

3）プロジェクター及びパソコン購入決算の件 

  65,188円 

4）次期役員の件 

 Ｌ豊田義樹からＬ上野元嗣へ変更 

5）1Ｒ合同ユニファイドリレー・トーチラン拠出金

の件 

 63,000円を合同アクティビティ予算から拠出 

6）その他 

  

◆報告事項 

1）天白こども食堂について  

      家族及び女性会員委員長 Ｌ杉山信子 

 6月10日開催           

2）第64回334-Ａ地区年次大会について 

       計画・大会副委員長 Ｌ横田 誠 

 開催日5月12日 

3）6月第2例会ご案内     計画・大会副委員長   

  開催日6月20日           Ｌ横田 誠 

4）松本中央ＬＣ合同例会報告   姉妹提携委員長 

 開催日4月17日          Ｌ鈴木和彦 

5)第2回クラブ単独献血ＡＣＴについて 

   保健奉仕・環境保全奉仕委員長 Ｌ中川法恵 

 開催日5月26日                          

6）ＣＮ45周年記念海外ＡＣＴ（ＬＣＩＦ交付金）に

ついて  

5）その他 

◆幹事報告 

1）次年度会員手帳校正ついて 

2）1Ｒ合同『ユニファイドリレー・トーチラン』 

について 

3）事務局不在について（次期三役セミナー出席） 

4）その他 

◆ﾃｰﾙﾂｲｽﾀｰの登場     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 

全会員数41名 本日出席者25名 本日の出席率74％ 

◆本日の会計報告       会計 Ｌ大津尚彦 

預託金より32,000円  

内訳 前回欠席者28,000円 メイクアップ4,000円  

  本日（5月 9日）のドネーション72,000円 

合計 104,000円    

◆閉会のゴング      第1副会長 Ｌ中野利彦 

◆お食事をどうぞ 

◆散会  
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法 要 例 会 写 真 
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記事担当：L 入山毅士 

例会報告 

2018年5月26日(水) 12:00～12:15 於：スーパーヤマナカ則武店 

第 1082回例会    

【クラブ単独献血ACT例会】   実行委員 L近藤 靖 

 出席者数：24名 ファイン・ドネーション：0円 

【例会報告】定刻通り12:00より計画大会委員長L近藤より本日の実行委員、記事担当、写真担当の役割が発

表され、第1082回クラブ単独献血ACT例会が始まりました。 

会長L野々垣の開会宣言並びに開会のゴングがあり、会長の挨拶で「本日は不手際により、サイン帳と献血

カードの入った手帳を忘れ、慌てふためいて事務局まで取りに行き何とか間に合った。」とのお話がありま

した。委員会報告、幹事報告も無く、テールツイスターL大藪の登場で欠席者に対して一律のドネーションが

発表され、第2副会長L大津の閉会ゴングで無事終了しました。 

【アクティビティ報告】 

報告者：保険奉仕・環境保全委員長 L中川法恵 

日時：2018年5月26日 9:30～16:00 於：スーパーヤマナカ則武店駐車場 

★長期に渡り、愛知県赤十字血液センター協力の元、本年度2回目の献血

例会を実施しました。 

午前の担当者により早々に準備を始め、午前9時30分より献血活動がス

タートしました。各小学校の運動会と重なり声掛けの人だけで、待機者も

出ず順調なスタートでした。 

12時より例会を行い昼食後、午後の部へと交代しました。 

午前同様メンバーは各配置につき一生懸命に声を掛けて、勧誘活動を16時

まで致しました。 

後かたずけ後、血液センターより本日のお礼と、活動結果を頂き解散とし

ました。 

結果は下記の通り 

   献血受付数 94名  献血できた方 75名（４００ｍｌ）  
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 理事会報告：第 553 回理事会 

2018年5月9日(水) 10:15～11:15 於：甚目寺大徳院  

一．会長挨拶         

本日は審議事項がたくさんありますので、皆さんよろしくお願い致

します。   

二．議題・審議事項                    議長 L野々垣徹    

(第1号議案)前回理事会議事録確認       会長 L 野々垣徹          

     《承認》P.3-4 

(第2号議案)入会の件（内村 賢様）       

                       会員委員長   L中山恭三   

         《承認》 P.5   4月23日 野々垣会長 中山会員委員長 

         中野正也幹事で面談。本日の理事会で入会承認。 

(第3号議案)6月第2例会（クラブ年次例会)30分延長の件 

                   計画・大会副委員長 L横田 誠            

      《承認》 【開催日】６/20    

(第4号議案)プロジェクター及びパソコン購入決算の件             

                            会長 L野々垣徹      

     《承認》 P.6 当初予算8万円に対して、予算内￥65,188で 

                              購入しました。    

(第5号議案）次期役員の件 

                             会長 L野々垣徹         

    《承認》P.7  L豊田が諸事情により理事辞退。後任はL上野 

            とする。 

(第6号議案)１R合同ユニファイドリレー・トーチラン拠出金の件 

                               会長 L野々垣徹  

     《承認》 P.8-12 《開催日》5/10 

R会議にて、当初スポンサーを見つけ予算に当てる予定でした

が、スポンサーが見つかりませんでした。拠出金については当クラ

ブ63,000円（1人当り1,500円） 

当クラブは多数決により、合同アクティビティ―より拠出する。 

（第7号議案)その他  

            無し      

三．報告事項          

1)天白こども食堂について                  

               家族及び女性会員委員長 L杉山信子        

    《開催日》6/10      資料別紙 

ファミリング見学会及び寄付金贈呈式が御座いますので、家族会

員様お誘いの上、ご参加宜しくお願い致します。 

   

 2)第64回３３４－A地区年次大会について   

                      計画・大会副委員長 L横田 誠    

 《開催日》5/12 

  会場 岡崎市中央総合公園  大会式典受付時間 13:30～14:50 

 大会式典 15:00～17:45   晩餐会 18:00～19:30 

      出席者の方はお時間ご確認の上宜しくお願い致します。     

3)6月第2例会ご案内       計画・大会副委員長 L横田 誠    

     《開催日》6/20  

        会場   BIANCARA HILLSIDE TERRACE 

   住所   名古屋市東区泉3-31-14 

   受付時間  17:30～18:00   例会 18:00～20:00 

   年次例会となりますので、多数のご参加宜しくお願い致します。      

 4)松本中央LC合同例会報告         姉妹提携委員長 L鈴木和彦     

    《開催日》4/17   

      当日は17名の出席、翌日はゴルフもして楽しく行えました。                       

5)第2回クラブ単独献血ACTについて       

                 保健奉仕・環境保全委員長 L中川法恵   

    《開催日》5/26   P.13 

 当日の役割は、午前 午後と分けてありますが各自話し合って時間

調整をお願いします。片方に偏らない様宜しくお願いします。         ポ ス

ターは、本日（5/9）ヤマナカに持っていき掲示します。 

 6)CN45周年記念海外ACT(LCIF交付金)の件 

               CN45周年記念大会委員長   L高坂英夫   

     LCIF交付金は却下されました。出来上がったACTには下りないと

の事、CN委員会にて協議する。 

  7)その他          無し 

四．幹事報告                         幹事 L中野正也   

 1)次年度会員手帳校正について   資料別紙 

   内容について変更が御座いましたら早めに事務局まで連絡願い

ます。       

  2)1R合同ユニファイドリレー・トーチラン」について      

         《開催日》5/19   P.14-15  

当日は配布してあります地図の①に9:00までに集合願います。 

役割は改めて当日幹事より連絡。準備がありますので早めに来て頂

ければ助かります。 

3)事務局員不在について（次期三役セミナー出席のため） 

     《開催日》/５事務局員不在の為 、連絡があれば幹事に連絡 

4)その他   無し                    

五、その他   無し 
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                   日時：2018年5月19日(土) 9:30開催 

                   場所：白川公園 

                  報告者：３３４－A地区１R トーチラン 

                       実行委員長 ３Z  ZC  L入山 毅士 

2、3日前からジメジメした天候が続き、当日が心配されましたが、嘘のように五月晴れとなり、スペ

シャルオリンピックスにうってつけの日になりました。 

5月19日(土)白川公園での本番は愛知県知事 大村秀章様、名古屋市長 河村たかし様、SOA代表、地区ガバ

ナーL野村善弘、第一副地区ガバナーL浜島清美、元地区ガバナーL加藤史典のご臨席を賜り１R１Z ZC  L渡

邊徳治の司会により9時30分開催致しました。 

始めに実行委員長L入山毅士より多数の参加に対してお礼のご挨拶、大村愛知県知事よりスペシャルオリ

ンピックスが愛知県で行われる経緯ついての説明、河村市長からは名古屋市でも大いに協力して行くとい

う力強いお言葉を頂戴いたしました。 

開会式終了後10時よりトーチランが挙行されました。知的障害のある方々と大村県知事、河村名古屋市長

がトーチを掲げスタート。白川公園外周をエリアごとに１R１５クラブのライオンズメンバーと淑徳学

園、ボーイスカウトや一般参加の皆様がトーチを持った障害のある人々に伴走して白川公園外周を2周し

中央広場にゴールしました。 

その後の閉会式には、ゲストとして元中日ドラゴンズのスーパースター立浪和義さんに出席頂きスピー

チ、そして、サイン会、記念撮影で大変盛り上がり成功裏に閉会致しました。 

来賓の方々、１R１５クラブのライオンズメンバーに感謝です。15クラブ400名近くのライオンズメンバー

が一同に協力して行う労力、金銭アクティビティは今までにないACTでしょう。ありがとうございまし

た。１R２Z ZC L田島和憲の病気欠席が心残りでした。 

                                            以上 

リ レ ー ・ ト ド イ ァ フ 二 ユ ー チ ラ ン 報 告 
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リ レ ー ・ ト ド イ ァ フ 二 ユ ー チ ラ ン 報 告 
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名古屋中村ライオンズクラブ 会報誌 通巻529号 

2018年6月6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   

  第 555 回 理事会  

   2018年 7月 4日 (水) 16：30～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

  第 1085 回  例会  

2018年 7月 4日 (水) 18：00～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

  第 1086 回 例会  【CN45試食例会】 

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

開催日：2018年5月12日(土) 

会場：岡崎中央総合公園 

代議員会 13:00～14:50 

大会式典 15:00～17:45 

ガバナー晩餐会 18:00～19:00 

晩餐会参加者：L入山毅士、L大竹昌 

L野々垣徹、L中野正也、L大津尚彦 

L外川啓司、L中野康孝、L水野寿人 

6月お誕生日   6月結婚記念日 

 6 月 3 日 L 杉山信子  6 月 21 日 L 斉藤高央   LL 斉藤知代 

6 月 27 日 L 近藤 靖           


