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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 「We Serve 前向き思考で真の奉仕と大きな感動」 

334-A地区 スローガン 「明日へつなぐ奉仕の心、地域とともにウィサーブ」 

名古屋中村LC スローガン 「明日へつなごう、WE SERVE」 

 

July 文月 

7月の花 

蓮 

ハス 



2 

 

記事担当：L上野元嗣 

◆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 

◆ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

◆ゲスト紹介 高橋尚起（たかはしなおき）様  
  紹介者 幹事 Ｌ中野正也 

◆会長挨拶 

皆様こんばんは。本日が済めば、もうあと1回を残す

だけとなります。今日は入会式もあり、また表彰や

伝達式と盛りだくさん見学者もおいでです。できる

だけスムーズに例会運営が出来るように皆様のご協

力をよろしくお願いします。  

◆入会式 内村 賢 様 

 ・スポンサーより入会者紹介 L中野正也 

 ・会長歓迎の挨拶 

 ・入会者ご挨拶 L内村 賢 
 伝統ある名古屋中村LCに入会させていただき大変光
栄に思います。これから一生懸命勉強してクラブメン
バーの一員として頑張りますのでよろしくご指導をお
願い申し上げます。     

◆年次大会表彰の件 会長 L野々垣徹 

 ・LCIF優秀賞 

 ・LCIF感謝状 

 ・国際会長感謝状 L入山毅士 

 ・LCIF感謝状 L入山毅士 L髙坂英夫 L野々垣徹 

例会報告 

2018年06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 1083回例会    

 

 出席者数： 32名 ファイン・ドネーション：¥202,000 

◆モナーク・シェブロン（長期在籍表彰）の伝達 

  ・45年 L近藤光治（欠席） L田中光男 

  ・40年 L大藪城正 

  ・30年 L大竹 昌 

  ・25年 L上入山毅士 L柘植藤秋 L増田司馬男     

                    （欠席）  

  ・10年 L中野利彦 

◆会員キー賞の伝達 

  L髙坂英夫（5名） L杉山信子（2名） 

  L中野正也（2名）   

◆100周年記念会員増強賞 

（シルバー100周年ライオン）の伝達 

  L髙坂英夫 L杉山信子 

  L田口裕恭 L外川啓司 

  L野々垣徹 L中野康孝 

  L横田 誠 

        



3 

 

記事担当：L上野元嗣 

◆喜寿のお祝い 

  L髙坂英夫 昭和16年5月11日生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議事審議事項 

 1)「SO愛知支援」寄付の件 
  会員1人あたり￥1,000をお願いする 
   預託金より   引き落としさせていただく 

 2)ゲスト例会会食費の件 
  名古屋中村LCで負担する 

   3)第2回クラブ単独献血ACT決算の件 
  予算は収入￥80,000 支出￥80,000 
  決算は収入￥80,000 支出￥53,645 
  繰越金￥26,355 

 4)LCIF交付金の件 
  タイ国でのACTは、LCIFへの申請は取り下げて、 
  400万円の海外ACTを行いました 

  5)前期退会者未収金処理の件 
  吉川正洋は所在不明のため、クラブの損金として  
  処理する。残り3名は集金をする 

 6)その他 
  入会祝布製横幕の作り直し（￥21,600）の件 
  テーマ 瀬尾昌信 来期の予算に計上する 

◆報告事項 

 1)第2回クラブ単独献血ACT報告 

  保健奉仕・環境保全委員会 委員長 L中川法惠 
  ヤマナカ則武店献血ACTの結果報告 
  （5月26日：土9:30～16:00） 
  受付者数94名 献血者75名 献血不良者19名 
  （献血者は全員400㎖） 
  日本赤十字献血担当者より大変満足な結果と感謝 
  の言葉をいただく 

 2)計画大会委員会 委員長 L近藤 靖 
  6月20日(水)第2例会（年次例会）は、ビアンカー 
  ラ・ヒルサイド・テラス（結婚式場）で行いま 
  す。多数の参加をお願いします。 

 3)例会訪問者のご紹介（壇上にて） 
  春日井さくらLC L田口 知 

◆幹事報告 

 1)334A地区1R合同ACT「ユニファイドリレー・ 

  トーチラン」決算報告 
  クラブメンバーより1人あたり￥1,500お願いしま 
  したが、結果として1人あたり￥500が還付された  

    

例会報告 

2018年06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 1083回例会    

【選挙会】 

 出席者数： 32名 ファイン・ドネーション：¥202,000 

 2)理事会開催時の例会資料について 
  通常会員は例会資料のみ配付される。理事会理事 
  の会員は理事会議事および例会資料が配付される 

 3)CN45周年大会記念誌メンバー写真撮影 
  出席者全員 撮影：L松本高武 

◆5・6月のお誕生日(LL)・結婚祝いの報告 

 お誕生日 

  5/13 LL横田美里（L横田 誠） 

  5/26 LL田口三枝子（L田口裕恭） 

  5/28 LL中山真理子（中山恭三） 

  5/31 LL吉金美知子（L吉金 博） 

  6/4  LL松本文恵（L松本高武） 

  6/26 LL上野知春（L上野元嗣） 

  6/29 LL内村仁子（L内村 賢） 

結婚祝い 

  5/2  L上野元嗣・LL知春 

  5/3  L鈴木和彦・LL八栄子 

  5/4  L大竹 昌・LL清子 

  5/5  L野々垣徹・LL明美 

  5/11 L中野正也・LL紀子 

  5/28 L大津尚彦・LL恵子 

  6/21 L斉藤高央・LL知代  

◆お食事をどうぞ 

◆テールツイスター登場   L大藪城正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本日の出席率の報告  L吉川 敦 

◆本日の会計報告  L大津尚彦 

◆ライオンズローア  L上野元嗣 

◆閉会のゴング 

◆閉会 
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記事担当：L大竹 昌 

例会報告 

2018年06月20日(水) 18:00～20:00 於：ビアンカーラ・ヒルサイドテラス  

第 1084回例会    

【クラブ年次例会】 

 出席者数：31名 ファイン・ドネーション：¥217,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長L野々垣の年次例会が結婚式場で盛大に開催され

た。 

開会のゴングに続いて会長挨拶では名古屋中村LC結

成以来初の2度目会長を成し遂げた歓びを話された。 

議事審議事項では、前期退会者未納金の件では、今

期損金処理とする。 

高橋尚起様の入会の件、2017年度ファミリングACT

決算の件が例会承認された。続いて年次報告がPCス

ライドを使いL中野正也幹事より発表された。次に年

間皆出席者、会長L野々垣徹、L大竹 昌が表彰され

た。 

テールツイスター登場では、次期会長のL中野利彦よ

り7月11日の交通安全HOTほっとキャンペーン等時期

例会の協力要請があった。その後、本日の出席率、

会計報告があり、第2副会長L大津尚彦の閉会のゴン

グにより例会を終了した。 

本日の例会運営担当者はDチームで実行委員L水野寿

人、記事L大竹昌、写真L上野元嗣が担当しました。

また、ビジターとしてL中野正也幹事の知人の吉村大

成様と高橋尚起様の参加があった。続き、食事会は

テールツイスターのL大藪城正の乾杯でスタートし

た。新郎・新婦が揃ったらまるで結婚式のような雰

囲気で内容も良かった。デザートの後、現三役、会

長L野々垣徹、幹事L中野正也、会計L大津尚彦のライ

オンズローア、計画・大会委員長L近藤 靖の閉会の

挨拶にて終宴とした。会長L野々垣徹、幹事L中野正

也、会計L大津尚彦、一年間本当にご苦労様でした。 
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 理事会報告：第 554 回理事会 

2018年06月06日(水) 

16:30～17:30 
名古屋マリオットアソシアホテル  

会長挨拶                    L野々垣徹 
最後の理事会となりました。例会最後の審議事項はあまりないと

思いましたが、本日は重要議題があります。皆さん宜しくお願い

します。 

議案・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 
   ≪承認≫             会長 L野々垣徹 

（第2号議案）「SO愛知支援」寄付金の件                  

  ≪承認≫            会長 L野々垣徹 

 前回理事会承認6号議案、ユニファイドリレー拠出金の件は承

認いただき、リレーも終わりました。今年の9月22日から24日まで

2018年スペシャルオリンピックスが開催されます。３３４－A地区

の会員は1口5,000円の要請が来ていましたが、１R会議にて1名

につき1,000円となりました(預託金より)。 

（第3号議案）ゲスト例会会食費の件                  

  ≪承認≫          会員委員長 L中山恭三 

 本日、例会ゲストであります高橋尚起さん（L中野正也紹介）の

会食費を会員委員会予算で負担する。 

（第4号議案）第2回クラブ単独献血ACTの件                  

  ≪承認≫    

       保健奉仕・環境保全奉仕委員長 L中川法恵 

（第5号議案）LCIF交付金の件                  

  ≪承認≫   

     CN45周年記念大会委員長会員委員長 L髙坂英夫 

 今回のLCIF交付金申請は、取り下げました。前回議事録には

却下とありますが、報告違い。 

（第6号議案）前期退会者未収金処理の件                  

  ≪一部承認≫           幹事 L中野正也 

 前期未納4名の内、吉川正洋氏会費未納分（115,000円）につ

いては損金にて処理。他3名（櫻井勇生氏、三尾秀也氏、渡辺宣

氏）の会員預託金他については再度請求。 

 (第7号議案）その他 

報告事項 

1）第2回クラブ単独献血ACT報告              

       保健奉仕・環境保全奉仕委員長 L中川法恵 

2)その他 

幹事報告              幹事 L中野正也 

1）334－A地区1R合同ACT 

「ユニファイドリレー・トーチラン」決算報告            

2)理事会開催時の例会資料について 

3)会費未納について 

4)その他 

 

ファミリングACT 

（2018年6月10日） 

6 月 の A C T 報 告  
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会 長 

第 １ 副 会 長 

幹 事 

会 計 

PR･IT・情報委員長 

： 中野 利彦 

： 大津 尚彦 

： 吉川  敦 

： 中山 恭三   

： 外川 啓司   

 上半期予定                      下半期予定        

7/4 

7/18 

8/5 

8/21 

9/9 

9/17 

10/3 

10/20 

11/7 

11/10 

12/5 

12/22 

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 

 

リハーサル例会 

稲葉地ACT 

ガバナー公式訪問 

CN45周年記念大会 

松本中央LCCN50 

ZC訪問例会 

献血ACT例会 

会員増強例会 

名古屋太閤LCCN55 

 

クリスマス例会 

 
1/9 

1/25 

2/6 

2/未定 

3/6 

3/20 

4/3 

4/21 

5/8 

5/未定 

6/5 

6/19 

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合同例会 

節分例会 

グルメ例会 

指名会 

早朝例会 

選挙会 

地区年次大会 

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 556 回 理事会  

   2018年 8月 5日 (日)  9：00～ 於：稲葉地公園 

  第 1087 回 例会 稲葉地公園清掃＆BBQ大会 

2018年 8月 5日 (日) 10：00～ 於：稲葉地公園 

  第 1088 回 例会  1R2Z・3Z合同ガバナー公式訪問 

2018年 8月 21日 (火) 12：15～ 於：ホテルナゴヤキャッスル 2F 青雲の間 


