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記事担当：L上野 元嗣 

◆入会式 

 ・歓迎の挨拶 会長 L中野利彦 
   高橋尚起ライオンおめでとうございます。 
  これからはクラブには仲間がたくさんいますので  
  楽しくやってください。クラブでは所属する委員 
  会等がありますが出席してください。 
  よろしくお願いします。 

 ・入会者挨拶 L高橋尚起 
   本日、入会をさせていただいた高橋です。 
  前回の体験入会であたたかく迎えていただき、 
  このような会に是非入会したいと思いました。 
  本日、その思いが叶いとても嬉しく思っていま 
  す。 私ももっと頑張って参ります。 
 

    

 

 

 

 

 

◆会長挨拶 会長 L中野利彦 
  皆様こんばんは。今日から今年度会長になりまし 
 た。慣れないことばかりですのでクラブの皆様方の  
 ご指示を仰ぎながら精一杯、頑張って参ります。 
 どうかよろしくお願いします。 

 

◆議事審議事項 L中野利彦 

 1．第1～第3回準備理事会議案 承認事項一括承認  

   →承認 

 2．7月第1および第2例会30分延長の件  

   →承認 

 3．11月第2例会振替の件 

   →承認 
     本来2018年度例会予定表では11月21日、 
    第1094回例会が会員増強例会でしたが、 
    11月10日に名古屋太閤LCのCN55周年があり、 
    そちらに合わせる為、11月7日第1093回通常 
    例会を会員増強例会に振替えます。 

 4．本年度予算案の件 

   →承認 
    ・運営費支出の部では頒布品購入費として40 
     万円を本年予算額とした。 
     これは当クラブのグリーンベストが1着もな 
     く、新入会員さんにも渡せない状況でした 
     ので予算組みをしました。 
    ・事業費では収入の部ファイン・ドネーショ 
     ンを252万円としましたが、280万円に繰り 
     上げたい。支出の部では、CN45周年積立金 
     50万円、CN45周年繰り入れ100万円としまし  
     た。 

 5．新規入会者 LCIF$1,000献金説明の件 

   →承認 
     新規入会者にLCIFの必要性（重要性）を 
    よく説明し、納得していただき入会時に献金 
    をお願いする。 
    あくまで強制的であってはならない。 

 

例会報告 

2018年07月04日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1085回例会    

 

 出席者数：32 名 ファイン・ドネーション：¥194,000 

◆報告事項 

 1．7月第2例会について 

    計画・大会委員長 L水野寿人     
    7月18日(水)はCN45周年記念大会のリハーサル 
   例会といたします。 

 2．国際平和ポスターコンテストについて 

    国際奉仕・LCIF委員長 L入山毅士 
    今年度は20万円の予算を組んでもらった。   
    チラシを作らせてもらい配ります。 
    幹事L吉川敦と事業委員会のメンバーと学校 
   を廻ります。是非ご一緒に廻ってください。  
    今年度のテーマは「思いやりは大切なこ 
   と」です。応募締切は2018年9月28日(金) 
   です。当クラブ事務局へ提出してください。 
    優秀作品の展示は中村区役所1F講堂階段右 
   通路です。10月10日(水)午後より10月17日(水) 
   11：00まで行います。  
 3．第1回薬物乱用防止教室 

    YEC・青少年指導委員長 L中野正也 
    明日7月5日(木)午後1時30分より開催しま 
   す。クラブメンバー8人が参加します。予定の 
   取れる人は是非参加をお願いします。  
 4．第37回HOT・ほっとキャンペーンについて 

    社会奉仕・公衆安全委員長 L上野元嗣 
    2018年7月11日(水)名鉄百貨店メンズ館前に 
   午前10時に集合をお願いします。ACT時間は 
   10：30～12：00の2時間です。服装はYシャツ 
   とクラブベスト（黄緑色）です。雨降りの場 
   合は、JR名古屋駅東側、桜通口前で式典のみ 
   行います。ご参加お願いします。  
 5．1R3Z合同ACT 

  「名古屋駅前地区打ち水大作戦2018」について 

    L近藤靖 
    2018年7月20日、集合時間16時30分 
   場所はタワーズガーデン（名古屋駅前）で 
   す。三役とL瀬尾昌信、L近藤靖の5名が参加し 
   ます。  
 6．稲葉地公園清掃＆BBQ大会（8月第1例会） 

   について  
   ・2018年8月5日(日)開催します。（但し午前7 
    時30分より用意準備） 
   ・2018年8月4日(土)13：00に稲葉地コミュニ 
    ティセンターに集合して下さい。 
    メンバーで準備と設営をします。 
   ・当日の予定 
     9：00～9：30 8月理事会－稲葉地コミュ 
            ニティセンター 
     10：00～10：30 8月第1例会－稲葉地公 
             園 
     10：30～11：30 公園清掃 
     11：45～13：00 BBQ大会 
     13：00～14：30 片付け・清掃 
   ・駐車場   創価学会様駐車場 
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記事担当：L上野 元嗣 

 7．今期ファイン・ドネーションについて 

    テイルツイスター L速水清朗 
    別紙（P26）に資料があります。今期はファイ 
    ンの徴収方法が違います。 
   ・ドネーションについては、1万円以上は 
    「松」、5千円以上は「竹」、それ以外は 
    「梅」で発表します。 
   ・ファインについて 理事会・委員会・例会打 
    ち合わせ欠席の場合でも500円徴収 
   ・例会とACTが重なる場合の欠席（献血）は、当 
    日決定したファインの方が高い場合は高い額 
    のみ徴収する（徴収ルールと重複しない 

 8．ゴルフ部会からのお知らせ 

    ゴルフ部会長 L速水清朗 
    今期も前期に引き続き部会長をさせていただ 
   きます。できるだけ楽しいゴルフを目指して頑 
   張りますのでよろしくお願いいたします。別紙 
   の2018年度ゴルフ部会申込書に記入の上、多く 
   のメンバーさんの入会を期待しています。 

 9．CN45周年記念大会進捗報告 

    CN45周年記念大会委員長 L髙坂英夫 
    7月2日に第9回の委員会を開催した。全体規模と 
     して参加人数を280人、登録料1人18,000円を見込 
     んでいる。2Z3Zにはお願いに行きます。 
      式典では講演者として白井一さんをお願いしてい 
     ます。ブータンでの活躍他、世界各地での経験談 
     等に期待しています。アトラクションは歌手の遠山洋 
     子さんとバンド。記念品は扇子と紅白のお饅頭で 
     す。来週7月18日第2例会はリハーサル例会となりま 
     す。また当日9月9日は袋詰め等で多忙となりますの 
     で皆様のご協力をお願いいたします。  

 10．その他 

    会長 L中野利彦 
    各委員会が開催されますが、新規入会者より 
   委員会報告はどうしたら良いのかと問い合わせ 
   がある。委員会は各委員会の委員長よりテーマ 
   と月・日を決めてもらい事務局へ報告して下さ 
   い。今度は事務局よりメンバーさんにメールや 
   FAXが入ります。それを見て出欠を出していただ 
   きます。委員会報告書は事務局にあります。委 
   員長さんは報告書をまとめて事務局へ提出して 
   下さい。事務局より執行部に提出されます。報 
   告書の無いものは審議対象外とします。 

   11．追加報告 

    幹事 L吉川敦 
    ①今期理事会の案内を2回理事各位に発信する 
     出席・欠席の記入欄を設ける 
    ②新規入会者 L高橋尚起の所属発表 
     運営委員会 PR・IT・情報委員会 
     事業委員会 保健奉仕・環境保全委員会 
     チーム編成 Bチーム所属 
     前回入会者 L内山賢の所属が未発表 
     運営委員会 FWT委員会 
     事業委員会 YCE青少年指導委員会 
     CN所属  ACT部会 
     チーム編成 Cチーム所属 

 12．本日の出席率の報告 86％ 

 13．本日のドネーションの発表 ￥194,000 
    本日全員1,000円のドネーション徴収が決まっ 
    たが、上記には含まれていない。 

例会報告 

  

第 1085回例会    
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◆会長挨拶            会長 L中野利彦 

◆報告事項 

 1．国際大会報告 

                    L杉山信子 

 2．その他 

◆幹事報告             幹事 L吉川敦 

 1．スペシャルオリンピックス日本「東京マラソン  

   2019チャリティ」のご案内 

 2．その他  

◆テールツイスター登場 

           テールツイスター L速水清朗 

◆本日の出席率の報告    出席委員長 Ｌ横田誠 

◆本日の会計報告        会計 Ｌ中山恭三 

◆閉会のゴング       第2副会長 Ｌ中野正也 

 

～試食会～          実行委員 Ｌ吉川敦 

（18：15） 

◆ＣＮ45周年記念式典 リハーサル 

◆乾杯                Ｌ中川法惠 

◆お食事をどうぞ 

（19：50） 

◆ライオンズローア          Ｌ髙坂英夫 

◆閉会の挨拶             Ｌ中野正也 

（20：00） 

◆閉会 

例会報告 

2018年07月18日(水) 18:00～20:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1086回例会    

【ＣＮ45リハーサル例会】 

 出席者数： 24名 ファイン・ドネーション：¥142,000- 

会長挨拶                    L中野利彦 
今年度、会長職を仰せ付かりました中野利彦でございます。なに

ぶんにも不慣れなとこもございますが、何卒よろしくお願い申しあ

げます。また、幹事のL吉川、会計のL中山と三人で執行部を仰

せ付かりました。よろしくお願い致します。 

議案・審議事項               議長 L中野利彦 

（第1号議案）前回並びにFAX（メール）理事会議事録確認 
   ≪ 承 認 ≫   P3-5    会 長  L中 野 利 彦    

（第2号議案）第1～3回準備理事会議案 承認事項一括確認                  

  ≪承認≫  P6-18        会長 L中野利彦

（第3号議案）7月第1及び第2例会30分延長の件                  

  ≪承認≫       計画・大会委員長 L水野寿人

（第4号議案）11月第2例会振替の件                  

  ≪承認≫ （11/10 名古屋太閤LCCN55周年記念大会）  

       計画・大会委員長 L水野寿人 

 理事会報告：第 555 回理事会 

2018年07月04日(水) 

16:30～17:30 
名古屋マリオットアソシアホテル  

（第5号議案）本年度予算案の件                 

  ≪承認≫  資料別紙 

                財務委員長 L瀬尾昌信 

 第3準備理事会にて発表した内容について、一部変更がありま

すのでご説明をさせて頂いて、ご検討お願いしたいと思います。 

■ 収入内訳書 

 事業費/CN45で50万、繰入で50万用意しておりましたが、50万

→100万と変更されております。その結果、収入内訳書の中の会

費の部分でファイン・ドネーション280万計上してありますので合

計 1278万に変更させて頂いております。  

■ 運営費 

ファイン・ドネーションの方から1割繰入れ25万繰入との事でした

が、28万に変更。合計668万に変更。 

■ 例会会食費 

急遽例会の予定・日程が変更となり合計の変更はありませんが

各例会での例会会食費については、変更もありますので計画大

会委員長と話し合いながら変更してお知らせしたいと思います。 
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 理事会報告：第 555 回理事会 

2018年07月04日(水) 

16:30～17:30 
名古屋マリオットアソシアホテル  4）第37回「HOT・ほっとキャンペーン」について      

       P22     社会福祉・公衆安全委員長 L上野元嗣 

・資料P22に修正あり(7/12→7/11)。 

・ゲストに元中日ドラゴンズの井上和樹さん。服装はワイ

シャツにベストにて承認雨天の場合はパレードなし。 

5）1R2・3Z合同ACT「名古屋駅前地区打ち水大作戦2018」について      

      P23   保健奉仕・環境保全奉仕委員長  L近藤靖 

・会長・第一副会長・幹事・委員長・副委員長の5名出席。

6）稲葉地公園清掃＆BBQ大会（8月第1例会）について      

    P24-25   保健奉仕・環境保全奉仕委員長  L近藤靖 

・前日は13:00にコミュニティーセンターに集合です。設備

搬出班と現地設営準備班に振り分けて準備に入ります。 

・当日は7:30から準備にかかります。終了後の後片付けま

でご協力お願い致します。 

・ご案内の開催日記載に修正あり(8/7→8/5) 

7）今期ファイン・ドネーションについて      

              P26   テールツイスター  L速水清朗 

・ファインの集計についてはL速水にて行います。 

・ファインについては例会にて承認を得てから行います。

8）ゴルフ部会からのお知らせ      

              資料別紙   ゴルフ部会長 L速水清朗

9）CN45周年記念大会進捗報告      

              CN45周年記念大会委員長 L髙坂英夫 

・280名にて開催予定です。 

・公演者は平井一さん。アトラクションは遠山洋子さんと

バンド。 

・予算は総額700万弱、登録料は１人18.000円。 

・記念品は扇子と和菓子。L速水の御協力を得て記念誌を作

成予定。 

10）その他                    会長  L中野利彦 

委員会開催並びに報告書の出し方についての説明 

・委員会開催時は委員長の方から議題と内容を事務局に連

絡をする 

・委員会開催時は委員会報告書を作成して提出する 

幹事報告                     幹事 L吉川敦 

1）2018 年度上半期会費および会員預託金請求につ いて     

2）本年度会員手帳配布について 

3）その他 

■ 運営費                    

 変更はありません。                 

・新しく新入会員の垂れ幕を新しくしましたが、雑費なのか備品

なのかですが雑費として計上致しました。運営費合計668万で

す。 

・東京オリンピック・パラリンピックの協力費の方は事業費に移

行。    

・ACTベストについては購入済み。  

・CN45周年の承認予算としましては予備費252万の事業費と予

定をしております。 

（第6号議案）新規入会者LCIF$1000献金説明の件    

  ≪承認≫  P19 国際奉仕・LCIF委員長 L入山毅士 

 会員委員会と新入会委員会が入会した場合は強制的にお願

いする訳にはいけませんのでなるべく御協力してもらえるように

お願いしていきたいです。 

・文章の書き方に問題があるのでは？強制という文面を削除した

方が良い(L斎藤) 

・今年度は強制という文面は削除にすれば良い(L中川) 

 (第7号議案）その他 

報告事項 

1）7月第2例会について     計画・大会委員長 L水野寿人 

・7月の第2例会は当初の計画では試食例会という内容でし

たが、CN45周年記念大会をより良い大会にする為に、リ

ハーサル例会として行いたいと思います。 

・特別会費につきましては、当初10.000円を予定しており

ましたが食事の内容が変更になり特別会計の会費が減額に

なります。詳細が分かり次第、ご報告させて頂きます。 

2)国際平和ポスターコンテストについて 

    P20-21        国際奉仕・LCIF委員長 L入山毅士 

3）第1回薬物乱用防止教室について      

                YCE・青少年指導委員長 L中野正也 

・明日､7/5(木)13:20～14:10に行ないます。参加人数は８名

で予定しております。 

・会長は冒頭に挨拶がありますのでよろしくお願い致しま

す。 
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第1回薬物乱用防止教室 

名古屋市立 日比津中学校 

（2018年7月5日） 

7 月 の A C T 報 告  
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10:30  

名鉄百貨店メンズ館北側歩道に名古屋中村ライオ

ンズメンバー集合 

同刻に交通安全協会・安全運転管理協議会、ト

ラック協会名古屋第4支部、地域交通安全活動推進

委員、中村区役所・交通指導員の全部で5団体が集

合した。その場所でタレント（元中日ドラゴンズ

選手：井上一樹）に1日警察署長の委嘱式が行われ

た。その後、車道に全団体が出て整列し、先頭の

パトカーに警察音楽隊が続き、当クラブのL豊田義

樹の運転するオープンカーに中村警察署長、井上

一樹1日警察署長、名古屋中村LC会長 中野利彦が

乗車する。後尾先頭にライオンズ横断幕を持ったL

横田、L橋川、L杉山、L松本と来賓者334A地区1R環

境保全委員 小泉安弘様が続き、当クラブメンバー

もつづく後の4団体も整列し、ゆっくりと名古屋駅

へ向かい、交通安全パレードが音楽隊の演奏のリ

ズムに乗って進んだ。 

10:55 

JR名古屋駅桜通口1階正面に5団体と中京幼稚園児

19名と先生3名が整列する。正面に署長、1日署

長、各団体長、来賓者が並ぶ。 

11：00 

セレモニー開始。まずは中村警察署長挨拶。今月

も2人の交通事故死者が出たが全力で安全対策に取

り組みます。 

井上一樹1日警察署長挨拶。社会から交通事故が無

くなれば日本はもっともっと平和な国になる 

11：05 

中野利彦NLC会長挨拶。つい最近自転車で女性との

接触事故を起こした。警察へ通報している間にそ

の人はいなくなった。すごくアルコールの臭いが

していた。飲酒運転は絶対やめよう。 

11：20～11：40 

全員でうちわと啓発グッズの配布 

11：40 

中京幼稚園児19名（ちびっこ警察官）交通安全ス

ピーチ。「私たちは交通ルールを守ります」 

12：10 

閉会の挨拶。NLC第2副会長 中野正也 長時間に

わたり大変お疲れさまでした。交通事故防止を皆

様と一緒に力を出し合って頑張りましょう！ 

社会福祉・公衆安全委員会の役割と行動（当日6名

奉仕活動、2名休み）L豊田義樹（オープンカー引

取、運転、返却） L横田誠 L杉山信子（うちわ等

配布）L大竹昌（飲物担当 AM9:00より） Ｌ中川

法惠（通行者整理・安全） Ｌ上野元嗣（ＡＣＴ

準備） 
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お誕生日   結婚記念日 

8 月 5 日 L 橋川かずき  8 月 1 日 L 豊田義樹    

  16 日 L 加藤鋭吉           

                

                

                

                

                

                

                

                

  第 557 回 理事会  

   2018年 9月 5日 (水) 15:30～ 於：名電ビル2F 会議室 

  第 1089 回 例会 CN45周年記念大会 

2018年 9月 9日 (日) 16:00～ 於：名古屋マリオットソシアホテル 

  第 1090 回 例会  松本中央LCCN50周年記念式典 

2018年 9月 17日 (月) 15：00～ 於：アルピコプラザホテル 3F 

名古屋中村ライオンズクラブ 会報誌 通巻530号 

2018年08月21日(火)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 

： 中野 利彦 

： 大津 尚彦 

： 吉川  敦 

： 中山 恭三   

： 外川 啓司   


