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例会報告 

2018年09月09日(日)  於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1089回例会    

ＣＮ45周年記念大会 

 出席者数：33名  
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例会報告 

2018年09月09日(日)  於：名古屋マリオットアソシアホテル  
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記事担当：L杉山 信子 

◆会長挨拶 会長 L中野利彦 

 
   バスの中での例会となりました。皆様宜しくお願 
   い致します。つきましては、9月22日～24日迄 名 
   古屋にてスペシャルオリンピックが開催致します。 
   我がクラブに於いても参加依頼がありましたので私   
  （会長）が出席致します。 
  この後 松本中央LCCN50周年記念式典がございま 
  す。宜しくお願い致します。 
 

◆議事審議事項 

 1．クラブ活性化セミナー  

   Ｌ中野正也参加 

 2．稲葉地公園BBQ大会  

   未だかつてない猛暑のため中止 

   繰越金額\124,983 

 3．CN45周年記念大会予算 

   単年度予算とする 

 4．その他 

   なし 

例会報告 

2018年09月17日(月)  於：バス車内  

第 1090回例会    

松本中央ライオンズクラブ50周年記念式典 

 出席者数：21名 ファイン・ドネーション：¥60,000- 

◆報告事項 

 1．若手リーダー育成研修会 

    L大津参加 

 2．名古屋平成LCCN10周年記念式典 

    会長、L髙坂 2名で参加 

 3．名古屋太閤LCCN55周年記念式典 

    11月第2例会振替とする  

 4．145万ドルの達成を目指す 

 5．キャンペーン100モデルクラブ申請 

    3年間で1クラブ750ドル目標 

    我がクラブはL髙坂の努力により既に達成    

 6．YCE.レオ委員長会議 

    2年後は当クラブの番 

 7．ＣＮ45周年記念式典無事終了のお礼 

    Ｌ髙坂英夫 

 8．ゴルフ部会 

    10月10日：L柘植、L田中の88歳米寿お祝い  

          パーティ 

    10月27日：桑名カントリー 

幹事報告 

   １）西日本豪雨災害支援  

      支援される方はご連絡ください 
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 理事会報告：第 557 回理事会 

2018年09月05日(水) 15:30～16:30 名電ビル2F会議室  

一．会長挨拶 

当クラブのCN４５周年記念式典がいよいよ近づいてきました。 

準備に携わる皆様方には大変ご苦労様です。本日もよろしくお願

いします。 

二．議題・審議事項                    議長 L中野利彦   

(第1号議案)前回理事会議事録確認       会長 L中野利彦       

《承認》 P.2-3   

(第2号議案)クラブ活性化セミナー参加者選出の件  

《承認》 開催日：11/26 P4 

中野利彦会長からは選出しない意向が示されましたが、Ｌ中野正

也より自薦があり一同異議無く、Ｌ中野正也が参加することで承認

されました。 

(第3号議案)稲葉地公園清掃&BBQ大会決算の件 

            保健奉仕・環境保全奉仕委員長 L近藤靖     

《承認》 P.5     

(第4号議案)CN45周年記念大会予算の件 

            CN45周年記念大会財務部会長 L中野利彦   

 《承認》 資料別紙 

中野利彦会長から資料に基づいて収支予算案全体の説明、特に

登録料が18,000円から30,000円に変更となった経緯が詳細に説

明され、承認されました。 

三．報告事項       

1)9月第2例会(第1回グルメ例会)について    計画・大会委員長   

 《開催日》9/20 別紙資料                 L近藤 靖    

場所等は別紙につけております。当日は交差点にL近藤、L水野

が立っております。 

2)第56回東洋東南アジアフォーラムについて  計画・大会委員長   

  《開催日》11/17～20    P.6-7             L近藤 靖   

資料は抜粋してございます。別紙参照してください。申し込みは事務

局までお願いします。      

3)第1回1R PR・ライオンズ情報・IT担当委員長会議報告        

 《開催日》9/5         PR・IT・情報委員長    L速水清朗    

"昨日ウェスティンナゴヤキャッスルで14:00からPR・IT委員長会議が

ございました。国際平和ポスターコンテストについて、参加者が少ない

ので頑張ってください。サバンナへの登録を頑張ってください。地区誌

かわら版への原稿出稿を是非お願いします。" 

4)松本中央LCCN49記念例会について      姉妹提携委員長     

  《開催日》9/19   3役と4人で行ってきます。    L鈴木和彦          

5)薬物乱用防止教育認定講師養成講座について 

                        YCE･青少年指導委員長  

  《開催日》10/5 P.8                       L近藤 靖  

 キャッスルプラザで開催します。尚、当クラブでは5名の登録を考え、新

規入会者には必ず参加してもらおうと考えます。予算は5名にて申請し

ていますが、新規入会者8名には参加してもらおうと考えています。       

6)1R YCE担当委員長会議報告    

        《開催日》8/29    YCE･青少年指導副委員長      L中野康孝  

 "2016年17年度の会計報告 YCE委員長のL石川の活動基本方針と

運営方針の話がありました。2017年度の派遣の説明、スケジュールに

ついての説明がありました。YCE委員会の申し合わせ事項の説明があ

り会議は終了しました。"        

7)2017年度「オレンジリボン・キャンペーン」について                  

《開催日》10/14 P.9及び別紙 社会福祉・公衆安全委員長    L石川克明  

 晴光学院との話はこれから進めていきますが、40名位の生徒さんが参

加されると思われます。別紙に出席案内を出しております。9/30までに

返信をお願いします。   

例会報告 

2018年09月17日(月)  於：バス車内  
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お誕生日   結婚記念日 

10 月 5 日 L 金田英孝  10 月 3 日 L 髙坂英夫   LL 髙坂洋子 

  12 日 L 安藤健二郎  10 月 14 日 L 入山毅士  LL 入山佳江 

  30 日 L 柘植藤秋  10 月 17 日 L 松本高武  LL 松本文恵 

       10 月 25 日 L 奥村太朗  LL 奥村衣代 

                

                

                

                

                

                

  第 559 回 理事会  

   2018年 11月 7日 (水) 16:30～ 於：名古屋マリオットソシアホテル 

  第 1091 回 例会 第1例会/会員増強例会 

2018年 11月 7日 (水) 18:00～ 於：名古屋マリオットソシアホテル 

  第 1092 回 例会 第2例会/名古屋太閤ＬＣＣＮ５０周年記念大会 

2018年 11月 10日 (土) 16:00～ 於：名古屋マリオットソシアホテル 

名古屋中村ライオンズクラブ 会報誌 通巻533号 

2018年11月7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 

： 中野 利彦 

： 大津 尚彦 

： 吉川  敦 

： 中山 恭三   

： 外川 啓司   

 理事会報告：第 557 回理事会 

2018年09月05日(水) 15:30～16:30 名電ビル2F会議室  

8)稲葉地公園清掃&BBQ大会報告 保健奉仕・環境保全奉仕委員長  

  《開催日》8/6                          L中川法恵    

決算報告、議事内容は会報誌に記載しております。     

9)第1回クラブ単独献血ACT(10月第2例会)について  

《開催日》10/21     保健奉仕・環境保全奉仕委員長      L中川法恵    

どれだけ集めるかというのが課題でしたが、献血できずに帰ってもらう

というのも問題になりますので、別機会に幹事と会議させてもらいま

す。   

10)CN45周年記念海外ACT及び中村公園タイムカプセルについて        

                     CN45周年ACT部会長        L 吉金 博 

 ○11月20日の週に現地確認に行きたいと思います。また来年3月に

は完成披露の為に沢山の皆さんと行きたいと思います。            

○"台北明徳国際獅子会会長 L呂 永順より ルアムジャイ農業研修

センター内精米研修センター建設ACTについて回答がございました。

姉妹提携クラブとしてご協力致します。今回の援助金50万に決意しま

した。また当クラブCN42周年記念式典10月27日に手渡しを行う予定

です。参加人数と日程表が決まりましたら是非連絡くださいとのことで

す。" 

○タイムプセルの件ですが、中村区政50周年の時、昭和62年の中村ラ

イオンズの先輩方がタイムカプセルを寄贈致しました。3000通の児童の

方々の作品が収まっております。10月28日に式典が行われます。区役

所総務課はまだ詳細が定まってないとのことですので、10月の第一例

会には詳細を発表したいので話を詰めるようにお願いしました。 

○新しい話として、区政80周年としてタイプカプセルをまた行いたい。

100周年の記念行事として行いたいと言ってました。      

四．幹事報告  幹事 L中野正也    

1)第1回ガバナー諮問委員会報告         《開催日》8/8       8月22日のガバ

ナー公式訪問の話がほとんどでした。   

2)地区クラブ講師養成研修会受講者選出について       《開催日》10/16～

17 P.10      1名の選出をお願いします。9月22日までに選出です。    ある程

度ライオンズクラブを知っている方がよろしいかと思います。会長が声を

かけます。 

3)第1回1R3Z合同親睦チャリティゴルフ大会について     

 《開催日》10/24  P.11及び別紙     

4)その他  9名の会費未納がございます。    


