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 例会報告 

2018年12月5日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル   

第 1095 回例会    

【ライオンズ国際平和ポスターコンテスト表彰式】 

 出席者数： 26名 ファイン・ドネーション：¥109,000- 

記事担当：L 石川克明  

定刻、Ｌ橋川かずきから本日の役割が発表されま
した。 

国際奉仕・ＬＣＩＦ委員長Ｌ入山毅士の先導で、
本日のお客様が入場し、会員一同拍手でお迎えし
ました。 

◆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        L 中野正也 

◆ライオンズヒム合唱 

◆お客様の紹介 

全員着席し、Ｌ入山毅士より本日のお客様のご紹
介がありました。 

中村区小中学校校長会 会長（名古屋市立豊国中
学校校長）宇佐美博(うさみ ひろし)様 

名古屋市立諏訪小学校 校長 安保利秋(あぼう 
としあき)様 

平和ポスターコンテスト最優秀賞受賞 名古屋市
立柳小学校6年足立 遥(あだち はるか) 

保護者 足立 純(あだち じゅん) 

◆会長挨拶        会長 L 中野利彦 

 本日の例会はライオンズ国際平和ポスターコン
テストの表彰式です。お客様にはご多忙の中、例
会にお越しいただき、ありがとうございました。
後程表彰させていただきます。さて、先週の日曜
日に愛岐トンネル群（約１．７キロに４つの旧ト
ンネル）を散策してきました。春日井けやきライ
オンズクラブのＡＣＴがあり、その様子を拝見
し、他のクラブの活動に触れることが出来まし
た。本日もよろしくお願いします。   

◆表彰ならびに賞品授与  会長 L 中野利彦 

 中野会長より最優秀賞の名古屋市立柳小学校６
年足立遥様に表彰状が授与されました。 

◆委員長挨拶 

      国際奉仕･LCIF委員長 L 入山毅士 

 入山委員長より、今回もコンテストには中村区
の小中学校から多くの作品が寄せられたこと、と
りわけ諏訪小学校の取り組みが非常に熱心だった
ことが挨拶の中で述べられました。 

◆最優秀賞受賞の足立遥様の言葉  

 今回は最優秀賞に選んでいただき、ありがとう
ございました。私は家族を中心に世界が平和であ
ることを願い描きました。 

◆中村区小中学校校長会会長の言葉 

 本日はありがとうございました。中村区の児
童、生徒たちの今回の取り組みは非常に熱心で、
自分の表現を楽しんでいるようでした。今後も学
校としてもこのような機会を後押ししていきたい
と思います。  

◆１００周年記念会員増強賞の伝達 

ダイヤモンド100周年ライオン……L石川克明、L
中山恭三 

ゴールド100周年ライオン……L上野元嗣、L豊田
義樹 

◆地区若手リーダー育成研修会集了証の伝達    

L 大津尚彦 

◆議事審議事項 

1）前年度決算の件 

  《承認》 

2）第2副会長及び第3副会長推薦の件 

 《接待委員会からの推薦》 

3）退会の件(L奥村太郎、L近藤靖、L野々垣徹) 

 《承認》 

4）12月第2例会(クリスマス例会)予算及び1時間
延長の件 

 《承認》 

◆報告事項 

1）第2回「1R3Zガバナー諮問委員会」報告 

              会長 L 中野利彦 

  《開催日》11/19 

会長より２点報告された。 

 １．岡崎での地区年次大会は赤字決算であった
ようで、引き続き競技することとなっている。 

 ２．１Ｒ２Ｚ３Ｚの再合併が検討されている。  

2）クラブ活性化セミナー報告 

           第2副会長 L 中野正也 

 《開催日》1１/26 

 各クラブとも会員が減少し、退会者の歯止めに
どう取り組むか議論となった。当クラブの海外ア
クティビティと地域活動・貢献について話をした  

3）休会について(L鈴木和彦) 

           会員委員長 L 吉金 博 

２月からの復帰に備え、１月中はリハビリに取り
組まれる  

4）FWTACT「ファミリング」について 

    家族及び女性会員委員長 L 橋川かずき 

※本日50円玉チャリティ用の紐を配布 

１２月第２例会に５０円玉をピンクの紐に通して
持参してください(目安５０円玉１００枚)  

5）松本中央LCCN50周年記念式典決算報告 

        計画・大会委員長 L 水野寿人 

  《開催日》9/17 
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6）名古屋太閤LCCN55周年記念式典例会決算報告 

        計画・大会委員長 L 水野寿人 

  《開催日》11/10 

7）12月第2例会(ｸﾘｽﾏｽ例会)のご案内について 

        計画・大会委員長 L 水野寿人 

  《開催日》12/22） 

8）第102回ミラノ国際大会登録のご案内 

        計画・大会委員長 L 水野寿人 

  《開催日》2019/7/5～9 ※詳細は事務局まで 

9）例会記事について 

      PR・IT・情報委員長 L 外川啓司 

  ※例会終了後3日以内に事務局へ提出のこと 

10）LCIF献金について 

     国際奉仕・LCIF委員長 L 入山毅士 

   奮って応募ください。  

11）薬物乱用認定講座について 

     YCE･青少年指導委員長 L 中野正也 

  《開催日》11/27 

  Ｌ水野、Ｌ内村の２名が参加した。２月に 

  豊正中学校での開催を予定している  

12）その他  

  なし 

◆幹事報告 

               幹事 L 吉川敦 

1）事務局冬期休暇について 

  12/31(月)～2019/1/4(金)※土日は従来通り
休業です 

  緊急の場合は幹事まで連絡ください 

2）その他 

  なし 

◆12月のお誕生日（LL）・結婚祝いの報告 

お誕生日：該当者なし 

結婚祝い 

12/4 L田口裕恭・LL三枝子 

12/19 L中野利彦・LL小夜子 

12/25 L内村 賢・LL仁子 

例会報告 

2018年12月05日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1095回例会    

 

  

◆お食事をどうぞ 

 お食事タイムが終わったところでお客様が退場
されました  

◆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  名 出席者  名 出席率  ％ 

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

 本日のドネーション 円 

 合計 円 

◆ライオンズローア 
                 L 石川克明 

                 L 中山恭三 

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

 

 

記事担当：L 石川克明   
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記事担当：L 中山恭三 

平成最後のクリスマス例会が12月22日(土)、マリ

オットの５１階「シリウス」で開催されました。 

出席率90%と過去に例を見ないほどメンバ－に参

加して頂き、子供達を含め総勢５０名となりまし

た。 

12月に入って、５名のメンバ－が急遽退会したた

め、プログラムに議案が間に合わなかったようで

す。 

それで本日の例会は、第二例会にもかかわらず、

退会者の承認及び退会に伴う後任人事の引継ぎ案

が審議され、全会一致で可決されました。 

長年にわたってクラブに貢献されたメンバ－が欠

け、幾分寂しい気分になりました。 

懇親会では中川Lが恒例になった「今年の漢字」

の「災」を例に挙げ、北海道地震、大阪府北部地

震、西日本豪雨、台風の列島直撃がこの字を選ん

だという説明がありました。 

さらに、当クラブのCN４５周年ACTで、国際協会

LCIFからの助成金が得られなかったことや、5名

の退会者が出たことが当クラブにとっても「災」

だったと感想を述べられました。 

しかし、CN４５周年記念式典に多くのメンバ－が

協力して成功裡に終えることが出来た感謝を表明

して、ウィサ－ブで「乾杯」の音頭を取りまし

た。 

しかし、当クラブにとっては、「災」を打ち消す

ような斉藤靖人Lの叙勲のお祝いに多くの人が共

に祝福した年末でもありました。 

懇親会では、元気印の中野正也Lが実行委員長を

務め、楽しいクリスマス例会を一層盛り上げ、

又、大道芸人の宇佐美祐太郎さんのすばらしいパ

フォ－マンスが会場を賑わせました。 

拍手が少なかったのか、「もうやってるんで

す!」、「皆さん!  もうやってるんです!」と拍手

を求めた。 

最後に、「皆さ－ん、私と握手しましょう。握手

が嫌なら拍手でも結構です。それも嫌ならキャッ

シュでも結構で－す」 

芸だけでなく、会話のやり取りまで面白かった。 

例会報告 

2018年12月22日(土) 18:00～20:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル 51F「シリウス」 

第 1096回例会    

クリスマス例会 

 出席者数：24名 ファイン・ドネーション：¥100,000- 

ビンゴ・ケ－ムでは、子供たちが今度こそは自分

がビンゴだとやきもきしている様子がとても可愛

かった。 

景品をもらいに、勝ち誇った様子で母親の元に

持って行き、にこやかな笑顔で迎える母の顔が聖

母マリアのようだった。 

早くにリ－チを宣言して、なかなかビンゴになら

ず寂しげに参加賞を取りに行ったメンバ－の皆さ

ん ! 来年も楽しくやりましょう。 

最後に、サンタの衣装、ビンゴゲ－ムの機材を用

意して頂いた橋川L、中川L、それに退会したにも

かかわらず、瀬尾Lにもお世話になりました。 

それと、多くの景品を用意してくださった水野計

画委員長、中野副計画委員長、お土産を自費で提

供して頂いた中野会長に心より感謝致します。 

本当に楽しかった ! 
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例会報告 

2018年12月22日(水) 18:00～20:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル  51F「シリウス」 

第 1096回例会    

 

  

記事担当：L 中山恭三  
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 理事会報告：第 560 回理事会 

2018年12月05日(水) 16:30～17:30 マリオットアソシアホテル  

一．会長挨拶 

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．3-4 

(第2号議案)前年度決算の件  

                      前財務委員長  L 吉金 博    

 《承認》 資料別紙 

(第3号議案)第2副会長及び第3副会長推薦の件 

                       接待委員長 L 中川法恵 

  《承認》 P．5  

 第2副会長にL吉川 敦、第3副会長にL中野康孝を推薦。 

(第4号議案)退会の件(L奥村太郎、L近藤靖、L野々垣徹) 

                        会員委員長 L 吉金 博 

  《承認》 P．6-8 

未納金などの確認はまだとれていないため後日確認して報告致

します。 

(第5号議案)12月第2例会(クリスマス例会)予算及び1時間延長の

件 

                    計画大会委員長 L 水野寿人 

  《承認》 P．9 

予算書別紙資料の通り。2項目とも問題なく承認。 

(第6号議案)その他 

三．報告事項 

  1) 第2回「1R3Zガバナー諮問委員会」報告 

                            会長 L  中野利彦                                 

 《開催日》11/19  

主に2つの報告があります 

1つは去年岡崎にて開催された地区大会の決算の報告にて500

万の赤字との報告。その赤字の金額について疑問があるので確

認をしてもらうことになっております。もう1つの報告は、クラブ数

の減少の可能性があり2Zと3Zの合併があるかもしれないとのこ

と。 

  2) クラブ活性化セミナー報告 

                                       第2副会長 L 中野正也     

 《開催日》11/26                          

   20名ぐらいの参加者でセミナーを行いました。各クラブとも減少す

る会員数及び会員増強について真剣に話し合いが行われ多くの

意見が出ておりました。またアクティビティなどへの積極的な参

加、魅力的なアクティビティを開催するにはどうしたら良いかなど

の話し合いが行われ、大変勉強になる素晴らしいセミナーでした。 

 

  3) 休会について(L鈴木和彦)         会員委員長 L 吉金 博 

P．10 

  一度退院されたそうですが、もう一度入院されているそうです。回復

に向けて順調に進んでいるそうです。リハビリを含め治療に専念する

為に休会をされるとの事です。 

  4) FWTACT「ファミリング」について 

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

 ※本日50円玉チャリティ用の紐を配布 

12月のクリスマス例会を期日とします。目標は50円玉 一人100枚目

指していますのでご協力お願い致します。 

  5) 松本中央LCCN50周年記念式典決算報告 

                      計画・大会委員長 L  水野寿人        

    P.．11 《開催日》9/17 

資料別紙 記載の通りです。 

 6) 名古屋太閤LCCN55周年記念式典例会決算報告 

                      計画・大会委員長 L  水野寿人        

     P.．12 《開催日》11/10 

資料別紙 記載の通りです。 

  7) 12月第2例会(クリスマス例会)のご案内について 

                      計画・大会委員長 L  水野寿人        

  《開催日》12/22 

事務局よりメール及びFAXにてご案内がきている思いますが、12/22、

マリオットアソシアホテル 51F「シリウス」にて開催予定です。 

メンバー及び家族会員の皆様が楽しめるクリスマス例会をしますので

多数の皆様のご参加お持ちしております。  

8) 第102回ミラノ国際大会登録のご案内 

                      計画・大会委員長 L  水野寿人        

 P．13-14 《開催日》2019/7/5～9 ※詳細資料は事務局まで 

別紙資料にてご説明（詳しい資料を希望の方は事務局にお問い合わ

せください）。参加希望者は早期登録をすると割引等もございますの

で事務局までご連絡してください。 

早期登録の締切は１月１６日の金曜日です。 

9) 例会記事について        PR・IT・情報委員長 L  外川啓司     

 ※例会終了後3日以内に事務局へ提出のこと 

会報誌の内容について、様々なご意見やご指摘を頂きました。正直に

申し上げますと、会報誌について私はほとんど確認等すらしておらず

副委員長のL松本にほぼ全て任せていました。今後は委員長としてで

きる限りの事をしていきたいと思います。 

記事の提出を例会後3日以内にお願いしたいと思います。 
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 理事会報告：第 560 回理事会 

2018年12月05日(水) 16:30～17:30 マリオットアソシアホテル  

10) LCIF献金について   国際奉仕・LCIF委員長 L 入山毅士        

  資料別紙 

是非、1口でも皆様のご協力の程よろしくお願い致します。 

L奥村が退会されたので100%に修正してください(L髙坂)。 

11) ライオンズ国際平和ポスターコンテスト例会招待者について 

                 国際奉仕・LCIF委員長 L 入山毅士 

諏訪小学校の校長さんをご招待した理由ですが、諏訪小学校の

生徒さんからの応募数がかなり多く今後のコンテストの開催にも

沢山の生徒さんに参加していただきたいので感謝の気持ちも込

めて、諏訪小学校の校長さんを例会にご招待いたしました。 

 

12) 薬物乱用認定講座について 

                YCE･青少年指導委員長 L  中野正也 

 《開催日》11/27 

11/27にL水野・L内村の2名で参加して頂きました。2名には今後

講師として活躍を期待しております。予定としては2月に豊正中学

にて開催予定です. 

13)その他 

四. 幹事報告                  幹事     L 吉川 敦   

  1) 事務局冬期休暇について 

 12/31(月)～2019/1/4(金) ※土日は従来通り休業です 

 2）その他 

 理事会報告：第 560 回理事会 FAX(メール理事会) 

2018年12月12日(水)  2018年12月18日(火)   

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

(第1号議案)退会の件(L 瀬尾昌信)        

                        会員委員長  L 吉金 博    

 《承認》 

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

(第1号議案)退会の件(L 三浦浩之)        

                        会員委員長  L 吉金 博    

 《承認》 

 理事会報告：第 560 回理事会 緊急理事会 

2018年12月22日(土)  マリオットアソシアホテル   

一．会長挨拶 

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

(第1号議案)委員長・副委員長任命の件 

                             会長  L 中野利彦    

 12月に退会者がお見えになり、委員長・副委員長を緊急理事会にて審議致します。前会長は空席といたします。 

運営委員会より計画大会副委員長L近藤よりL中野康孝にお願い致します。 

運営委員会より財務委員長L瀬尾よりL金田に要請予定です。次回の理事会までに本人確認を行います。 

事業委員会より国際奉仕・LCIF副委員長L三浦よりL吉金にお願い致します。 

事業委員会より保健奉仕・環境保全委員長L近藤よりL大竹、また副委員長L瀬尾よりL金島にお願い致します。 
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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21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           

                

                

                

                

                

                


