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 例会報告 

2018年11月7日(水) 18:00～20:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル   

第 1093 回例会    

【会員増強例会/クラブ例会見学会】 

 出席者数：26 名 ファイン・ドネーション：¥186,000- 

記事担当：L 中野康孝   

◆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） 

◆会長挨拶 

 みなさん、こんばんは。Ｌ斎藤靖人が11月14日
に藍綬褒章を授与されると言う事で、おめでとう
ございました。サザンオールスターズの桑田さん
が全国ボーリング大会を開き、年内に予選、来年
に本大会があり、プロでもアマでも誰でも参加で
きるので、参加しようと思っております。11月に
なりました。今年も残り二カ月、体に気を付けて
活躍して下さい。  

◆LCIF＄1000献金楯の贈呈 

 L 安藤健二郎（2016年度分） 

 

 

 

 

 

 

 

◆国際大会旅費について 

 L 杉山信子 

 

 

 

 

 

 

 

◆議事審議事項 

1）議題・審議事項と報告事項発表の件 

2）9月第2例会(松本中央LCCN50)決算の件 

3）11月第1例会(例会見学会)30分延長の件 

4）12月第2例会(クリスマス例会)予算の件 

5）12月第2例会(クリスマス例会)1時間延長の件 

6）国際平和ポスターコンテスト例会招待者の件 

7）第1回クラブ単独献血ACT決算の件 

8）CN45周年記念大会決算の件 

9）CN45周年記念大会決算の件 

10）2月第2例会 グルメ例会から家族例会へ変更
の件  

◆報告事項 

1）地区若手リーダー育成研修会報告 

           第1副会長 L 大津尚彦 

  《開催日》10/13～14 

2）地区会員増強(GMT)セミナー報告 

           第1副会長 L 大津尚彦 

 《開催日》10/29 

3）地区FWTセミナー報告 

    家族及び女性会員委員長 L 橋川かずき 

 《開催日》10/25  

4）台北市明徳獅子会訪問報告 

         姉妹提携委員長 L 斎藤靖人 

5）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 

6）地区及びクラブシェアリング交付金申請の件 

      国際奉仕・LCIF委員長 L 入山毅士 

7）第1回クラブ単独献血ACT報告 

              幹事 L 吉川 敦 

8）米寿お祝いゴルフコンペ（Ｌ田中光男、Ｌ柘
植藤秋）お礼の件  

 ご挨拶 L 柘植藤秋 

 先日はお祝いコンペ開催ありがとうございまし
た。ゴルフコンペがあると言う事で、入退院を繰
り返していましたが、しっかりリハビリして参加
させて頂きました。足腰が弱くなって最後までラ
ウンド出来ませんでしたが、それでもみなさんと
話せて嬉しかったです。一年でも長生きをして次
は卒寿を目指しますので、これからもよろしくお
願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告 

               幹事 L 吉川敦 

1）北海道地震に対する義捐金拠出について 

2）11月第2例会登録費について 
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◆11月のお誕生日(LL)・結婚祝いの報告 

お誕生日：11/1 LL瀬尾幸子(L瀬尾昌信) 

     11/14 LL外川愛子(L外川啓司) 

     11/18 LP杉山彰一(L杉山信子) 

     11/24 LL入山佳江(L入山毅士) 

     11/25 LL安藤泰子(L安藤健二郎) 

     11/26 LL大藪敬子(L大藪城正) 

結婚祝い：11/2 L増田司馬男・LL早苗 

     11/3 L瀬尾昌信・LL幸子 

     11/14 L中川法恵・LLひさ子 

     11/21 L中野康孝・LL愛子 

     11/23 L杉山信子・LP彰一 

◆紫綬褒章受章挨拶 
                 L 斎藤靖人 

 保護司を2年やった訳ですが、藍綬褒章を授与
するのは大変なんですね。1ヵ月前に内示があ
り、閣議決定してから審査をし、15日に皇居に
行ってもらうのですが、ここでもらうまでもらっ
たと言えない訳です。事故があると辞退になるの
で今は非常に気を付けています。皇居に行くのは
法務省から書類をもらい行く訳ですが、同行出来
るのは奥さんしかダメなのですが、私の妻は行き
ません。今回はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会員委員長挨拶 

                  L 吉金博 

 6名のビジターがお越しいただき、ありがとう
ございます。ライオンズは100年前にアメリカの
ダラスで出来、メルリン・ジョーンズが発起人で
す。ライオンズの目的は人道的奉仕団体として奉
仕をやっています。日本には12万人のライオンズ
の会員がおり、入会するとたくさんの仲間が出来
ます。しかもその道のプロの仲間が出来るのでお
金には代えられない人脈が出来るので、この機会
にぜひ入会して下さい。ありがとうございまし
た。 

例会報告 

2018年11月07日(水) 18:00～20:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1093回例会    

 

  

◆乾杯 
              会長 L 中野利彦 

◆お食事をどうぞ 

◆ゲスト紹介 

 服部弘治 様（幹事 L 吉川 敦） 

 平松裕章 様（会員委員長 L 吉金 博） 

 後藤孝浩 様（計画・大会委員長 L 水野寿人） 

 佐藤正光 様（ 〃 ） 

 原田賢志 様（ 〃 ） 

 吉岡嘉平治 様（ 〃 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 

全会員数43名 出席者26名 出席率74％ 

◆本日の会計報告 
              会計 L 中山恭三 
 預託金より48,000円 

 本日のドネーション186,000円 

 合計234,000円 

◆ライオンズローア 
                 L 入山毅士 

◆閉会のゴング 
           第1副会長 L 大津尚彦 
◆閉会 

記事担当：L 中野康孝   
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記事担当：L 松本高武 

◆記念式典 16：00～16：50 

 L 近藤裕秋 名古屋太閤ライオンズクラブ会長に

よる挨拶に続き、中村区長窪田昌直様、中村警察

署長西川幸伸様がご挨拶され、地区ガバナーＬ浜

島清美の挨拶、334複合地区コーディネーターＬ

加藤史典が祝辞を述べられた。 

 引き続き、ボーイスカウト第４０団・団ハウス

へトイレ付更衣室の目録を、チャウクエハ幼稚園

園長ファム・ティ・ホア様に目録、豊国神社宮司

近藤夫様に目録、名古屋手をつなぐ育成会副理事

長永田さよ子様に金一封、名古屋ウエストライオ

ンズクラブへ感謝状の贈呈を行った。 

 スクリーンにてアクティビティ報告が行われ、

名古屋太閤LC 会長Ｌ近藤、ＺＣＬ伊藤、ウエス

トＬＣ会長Ｌ平、東莱ＬＣ会長Ｌ金、金沢兼六Ｌ

Ｃ会長Ｌ中西によるライオンズ・ローアにて式典

を締めくくった。 

◆記念講演 17：10～18：00 

「バリアバリュー 障害を価値に変える」 

           ミライロ 岸田ひろ実 

 日本ユニバーサルマナー協会理事。夫の突然

死、知的障害のある長男の出産、病気の後遺症に

よる自らの下半身麻痺などの経験から、人生の困

難や障害との向き合い方を伝える。著書「ママ、

死にたいなら死んでもいいよ（致知出版社）」 

◆記念祝宴 18：20～20：15 

 和洋楽器混成ユニット：ネオジャパネスクの演

奏によるオープニング、大会委員長Ｌ西尾恒章が

開宴の挨拶を行い、東莱ＬＣ会長Ｌ金、金沢兼六

ＬＣ会長Ｌ中西、チャウクエハ幼稚園園長の挨拶

と続き、前地区ガバナーＬ野村による乾杯。 

 ネオジャパネスクと佐藤莉佳さんによるサック

スの演奏で盛り上がり、接待委員長Ｌ堀一郎の閉

宴の挨拶、そして全員が輪になって「また会う日

まで」歌い、幕を閉じた。 

例会報告 

2018年11月10日(土)  於：名古屋マリオットアソシアホテル 

第 1094回例会    

名古屋太閤LCCN55周年記念大会 

 出席者数：00名 ファイン・ドネーション：¥00,000- 
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 理事会報告：第 559 回理事会 

2018年11月07日(水) 16:30～17:30 マリオットアソシアホテル  

一．会長挨拶 

 11月になりまして、サザンオールスターズの桑田が全国ボーリン

グ大会を行うという事で、参加しようかと予選が通るのかは無理か

と思いますが、やってみようかと思っております。本日も議題、報

告が沢山ございます。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)議題・審議事項と報告事項発表の件  

                            会長  L 中野利彦    

 《承認》  

 議題審議事項と報告事項において、議題審議事項と報告事項

が重複しているような内容において議題審議事項において発表

する。 

(第3号議案)松本中央ライオンズクラブCN50周年決算の件 

                    計画大会委員長 L 水野寿人 

  《承認》 P．5  

 予備費について4820円は繰越金です。 

(第4号議案)11月第1例会(例会見学会)30分延長の件 

                    計画大会委員長 L 水野寿人 

  《承認》 P．6 

(第5号議案)12月第2例会(クリスマス例会)予算の件 

                    計画大会委員長 L 水野寿人 

  《継続審議》  

予算書の内容について継続審議 

会費大人10000円、子供5000円の予算は承認。 

(第6号議案) 12月第2例会(クリスマス例会)1時間延長の件 

                    計画大会委員長 L 水野寿人    

 《承認》  

時間延長は承認、時間についてはホテル側に確認後報告 

(第7号議案)   地区及びクラブシェアリング交付金申請の件 

                             国際奉仕・LCIF委員長   L 入山毅士     

 《承認》 

  （第8号議案)    国際平和ポスターコンテスト例会招待者の件 

                             国際奉仕・LCIF委員長   L 入山毅士     

 《承認》 

   豊国中学校宇佐美校長に委員長より確認してもらい、委員長に

一任する。                   

                

(第9号議案)   第1回クラブ単独献血ACT決算の件 

                          保健奉仕・環境保全副委員長  L  瀬尾昌信         

  《承認》                  P． 7        

  (第10号議案)    CN45周年記念事業特別会計の件  

                 CN45周年大会財務委員長 L  中野利彦 

 《承認》                           

  (第11号議案)    その他                        L  中野利彦  

《承認》   

  1)2月のグルメ例会をグルメ＆家族例会への件 

三．報告事項 

  1) 地区若手リーダー育成研修会報告   第1副会長 L  大津尚彦                                

 《開催日》10/13～14                          

   参加型のワークショップなどを行いました。                           

  2) 地区会員増強(GMT)セミナー報告                  第1副会長 L 大津尚彦     

 《開催日》10/29                          

   会員増強の目標や増強の成功事例を紹介されました。                           

  3) 地区FWTセミナー報告 

                 家族及び女性会員委員長 L 橋川かずき    

   《開催日》10/25                 P． 8-9        

   女性会員の増強、女性会員中心とした支部づくりを推進してほしい。

そして新しいアクティビティなどを行ってほしい。    

  4) 台北市明徳獅子会訪問報告                       

                                              姉妹提携委員長  L  斎藤靖人 

   台北で色々いただき、また会長の代わりに挨拶をしてきました。     

  5) 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            

                    P． 10      

  6) 第1回クラブ単独献血ACT報告 

               保健奉仕・環境保全副委員長 L  瀬尾昌信          

                    P. 11        

  7) その他 

四. 幹事報告                  幹事     L 吉川 敦   

  1) 北海道地震に対する義捐金拠出について 

   P．12  

 2）11月第2例会登録費について 

  3) その他  
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  第 561 回 理事会  

   2019年 1月 9日 (水) 10:15～ 於：料理旅館 かとう 

  第 1097 回 例会 第1例会/新年例会 

2019年 1月 9日 (水) 12:00～ 於：料理旅館 かとう 

  第 1098 回 例会 第2例会/名古屋太閤ＬＣ合同例会 

2019年 1月 25日 (土) 18:45～ 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 

2019年1月7日(月)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   

お誕生日   結婚記念日 

12 月 8 日 L 中野利彦  12 月 4 日 L 田口裕恭   FM 田口三枝子 

  9 日 L 中山恭三  12 月 18 日 L 中野利彦  FM 中野小夜子 

  22 日 L 大藪城正           

  23 日 L 上野元嗣           

  25 日 L 野々垣徹           

                

                

                

                

                


