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国際会長 モットー 「WE SERVE（我々は奉仕する）」 
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 例会報告 

2019年5月8日(水) 11:30～13:00 於：甚目寺大徳院  

第 1104回例会    

【法要例会】 

 出席者数： 22名 ファイン・ドネーション：¥191,000- 

 

◆議事審議事項        会長 L 中野利彦 

1）6月第2例会（クラブ年次例会）30分延長の件 

  《承認》 

2）その他 

◆報告事項 

1）退会届（L 柘植藤秋）について 

              会長 L 中野利彦 

  本日の理事会でL 斎藤靖人より説明がありまし
た。L 柘植藤秋は退会届を撤回いたしました。今
まで通りに在籍します。病気療養中ですが、万一
のことが無い限り交代入会はありません。 

2）第2回キャビネット会議報告について 

              会長 L 中野利彦 

  《開催日》3/25 

 議事録が事務所に届いています。 

3）次期委員会について 

           第1福会長 L 大津尚彦 

  次期の役員の一覧表が入っています。全壊と同
じですが、テールツイスター、テーマーも委員会
に入っていただきます。当クラブの会則・付則を
1年間かけて変更を考慮しています。 

4）6月第2例会ご案内 

         計画大会委員長 L 水野寿人 

  日時 2019年6月19日（水） 

 場所 若宮の杜・迎賓館 

 住所 名古屋市中区栄3-35-30 

 受付 17:30～18:00 

 例会 18:00～20:00 

 費用 例年通りを考えている 

 ※しっかり決まれば、再度ご案内いたします。 

5）第2回単独献血ACTについて 

    健奉仕・環境保全委員長 L 大竹 昌 

 《開催日》5/25 

  役割分担表が入っています。午前・午後に会員
の振り分けがしてありますが、都合の悪い方は会
員間で直接話をして交代してください。予定献血
者80人を考えています。手土産も80個用意しま
す。本日の資料の中にポスターも入っています。
また大型ポスターも用意しています。必要な方は
申し出てください。 

◆担当チームより本日の役割発表 

  実行委員：L 大竹 昌 

  記事担当：L 上野元嗣 

  写真担当：L 内村 賢 

◆法要（黙祷） 

◆開会の宣言・ゴング   会長 L 中野利彦              

◆会長挨拶        会長 L 中野利彦 

 連休も明けて仕事もいよいよ始まり、慌ただし
くなってまいりました。5月のこの時期ですと私
の住居のある津島市で天王川の藤祭りが行われま
す。とても美しく見応えがあります。4月28日よ
り開催されました。来年以降にも機会があれば是
非お出かけください。 

4月の第1例会後の4月12日に当クラブ事務局にテ
レコムスターと名乗る会社より電話がかかりまし
た。中村区六反町の名で津電車の軌道壁に名古屋
中村ライオンズクラブ創立40周年のアクティビ
ティとして行われた壁画の一面をテレビで私用し
たいとの要望を受け、戸惑いましたが私も考慮
し、相談もしての結果、了解を出しましたが、BS
プレミアムで4月15日に放映されたそうです。残
念ながら私も見ていません。当クラブの会員の中
にはご覧になられた人も人もあるのではと思いま
す。 

本日は故 L 鈴木和彦のご令室であられます鈴木八
栄子様をお招きしています。後ほどご挨拶をいた
だきます。よろしくお願い申し上げます。 

◆お客様の紹介 

  故 L 鈴木和彦 ご令室 鈴木八栄子様 

◆鈴木八栄子様ご挨拶 

 皆様、葬儀の時にはお忙しい中をお見送りいた
だきましてありがとうございました。亡き主人も
喜んでいることと思います。これからも私たち家
族がしっかりと歩んでまいりますが、どうかご支
援をよろしくお願い申し上げます。 

◆物故ライオンの紹介     

           接待委員長 L 中川法恵 

 本日突然L 斎藤靖人が用事のために相対となり
まして私に代役が回ってまいりましたが、何の用
意も無くまた、心の準備も出来ていません。物故
ライオンも15人ほどしかわかりませんが、詳しい
事は知りません。ご容赦ください。故 L 鈴木和彦
とは30年の長きにわたる友人で海外アクティビ
ティでスリランカ、タイ等へまいりましたがリー
ダーシップが際立っていました。忘れることが出
来ません。感謝しています。 
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例会報告 

2019年5月8日(水) 11:30～13:00 於：甚目寺大徳院 

 

 

  

   

◆幹事報告        幹事 L 吉川 敦 

1）松本中央LC事務局移転について  

 新住所：長野県松本市双葉12－33 

 電話・FAXは変更無し 

 移転稼働開始日 2019年4月17日（水）正午 

2）事務局不在について 

 次期三役セミナー出席の為 

 《開催日》5/20 

 ※用事がある場合は幹事まで連絡を 

3）本日、大徳院の砂利の駐車場に車を停めた人
は左折をしないで下さい。 

4）故 L 鈴木和彦の預託金の返金がありました
が、ご令室より申し出がありご寄付をいただきま
した。また大徳院様からも御費用のご寄付の申し
出がありました。 

◆テールツイスター登場 

       副テールツイスター L 横田 誠
◆本日の出席率の報告 

           出席委員長 L 横田 誠 

 会員数37名 本日の出席者21名 出席率67％ 

◆本日の会計報告 

             会計 L 中山恭三 

 3月の早朝例会欠席者 

 19名ｘ3,000＝￥57,000 預託金より引落し 

 本日のドネーション ￥○○ 

 合計総額 ￥○○ 

◆閉会のゴング    第1副会長 L 大津尚彦 

 物故ライオンに合掌 

◆お食事をどうぞ（12:20） 

◆お食事をどうぞ（13:00） 

 

 

 

 



4 

 

 

例会報告 

2019年5月25日(土) 12:00～12:15 於：スーパーヤマナカ則武店 

第 1105回例会    

【クラブ単独献血ACT例会】 

 出席者数：21名 ファイン・ドネーション：¥00,000- 

 ◆担当チームより本日の役割発表  L 上野元嗣 

  実行委員：L 横田 誠 

  記事担当：L 大竹 昌 

  写真担当：L 高橋他1名 

◆開会の宣言・ゴング    会長 L 中野利彦              

◆会長挨拶         会長 L 中野利彦 

◆報告事項 

◆幹事報告         幹事 L 吉川 敦 

◆ﾃｰﾙﾂｲｽﾀｰの登場    ﾃｰﾙﾂｲｽﾀｰ L 速水清郎◆

閉会のゴング      第2副会長 L 中野正也 

◆閉会  

 令和元年5月25日12：00会長L 中野利彦のゴン

グによりスタートした。会長挨拶では暑い中、早

朝よりのACT、熱中症に注意して下さいとの弁が

あった。 

 保健奉仕・環境保全委員会から日赤より輸血用

血液が不足しているため、16:30まで献血を続け

たいと申し出があった等、説明があった。 

 テールツイスター登場では、本日の欠席者の

ファインの提案があり、3,000円に決定した。第2

副会長L 中野正也の閉会のゴングにて終了した。 

 引き続き、食事の後、午後の部の献血活動に

入った。各メンバーの協力により72名の方に献血

いただいた。特にL 中野正也、L 中川法惠には多

数の提供者を紹介いただき感謝申し上げます。 

 今回は骨髄バンクドナー登録のパンフレットを

50部ほど準備配布した。 

 今回のACTでは献血中に3名ほど体調を悪くし

た方があり、400㎖献血のためか、暑さのため

か、一考を要する。 
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 理事会報告：第 565 回理事会 

2019年5月08日(水) 10:15～11:15 甚目寺大徳院  

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．2-3 

(第2号議案)6月第２例会（クラブ年次例会）30分延長の件  

                    計画大会委員長  L 水野寿人 

 《承認》  

(第3号議案)その他 

三．報告事項 

  1) 退会届（L柘植藤秋）について 

                             会長 L  中野利彦   

 この件につきましては、ご尽力をいただいたⅬ斎藤靖人に、ご

説明をお願いします。 

 Ⅼ斎藤靖人･･････私はⅬ柘植藤秋が４月８日に退会届を事務

局に提出するとの事を受けて、柘植みどりさんとの交代入会が最

善と考えて連絡を取っていましたが５月６日迄海外旅行で不在、

帰国後に連絡が有り、父にもし万一の事が有り亡くなった場合

は、その時に交代入会をします。このまま在籍をお願いしますと

の報告を受けました。                          

   2) 第4回キャビネット会議報告について 

                                    会長 L  中野利彦 

   事務局に議事録が届いています。一部抜粋ですが議事録として

報告になります。 

3) 次期委員長について 

                         第1副会長 L  大津尚彦 

 前回の第1準備理事会で発表致しました役割内容に変更は有り

ませんがライオンテーマ－、テールツイスターは運営委員会・事

業委員会の役職に就かない事は承知していましたがクラブメン

バーが少ないので次期会長としては、組み入れたい。 幹事、会

計、テーマ－、テールツイスター以外は運営・事業委員会に所属

すると明記されておるとのご指摘は理解出来ますが、本日は次

期会則不則委員長  Ⅼ中山恭三も ご出席ですが、前提として規

約を変えるのでは無く今回は例外としての取り扱いをお願いした

い。規約変更は理事会でご検討いただきたく思います。 

 ・メンバーの減少に伴い規約の改正を検討願いたい。 

                                L  大津尚彦 

 ・会則付則委員会にて検討して頂いてはどうか？ 

                                 L 吉川 敦 

  

  ・規約はそのままにして、L高橋、L水野にはご了承を得て委員会を

兼務していただく方向で検討します。 

                                   L 大津尚彦 

・規約は規約なので来期にでも改正はしたほうがいいのでは？ 

                                   L 中野利彦 

 ・来期改正に向けて調整していく方向でよろしくお願い致します。 

4) 6月第2例会ご案内                                                      

                       計画大会委員長 L  水野寿人 

  日時：6月22日(土) 

  場所：若宮の杜 迎賓館 

  住所：名古屋市中区栄3-35-30 

  受付：17：30～ 例会：18:00～20:00（30分延長） 

  詳細が決まり次第、ご案内します。 

  費用は例年通りの持ち出し額を予定。 

  5) 第2回クラブ単独献血ACTについて 

                 保健奉仕・環境保全委員長 L 大竹 昌 

 今日の資料の中に役割分担表が入っています。午前・午後に会員

の振り分けがしてありますが都合の悪い人は、会員間で直接話をして

交代をして下さい。予定献血者80人を考えています。手土産も同数で

考えています。役割分担になりますが、別紙資料に記載ある通りに振

り分けいたしました。ご都合が悪い方はﾒﾝﾊﾞｰ同士で話し合い交代し

てください。変更がある場合はL大竹までご連絡ください。 

四．幹事報告 幹事                      L 吉川 敦 

  1) 松本中央LC事務所移転について 

  松本中央LCの事務所が移転しました。 

  新住所：長野県松本市二葉12-33 電番号・FAX変更なし 

  移転稼働開始日 ：2019年4月17日より 

  2) 事務局不在について（次期三役セミナー出席のため） 

  《開催日》5/20（月） 

  上記日時、事務局不在です。何かあれば幹事までご連絡お願い致

します。 

五．その他 
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  第 567 回 理事会  

   2019年 7月 3日 (水) 16:30～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

  第 1109 回 例会 第1例会/年初例会 

2019年 7月 6日 (水) 18:00～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

  第 1110 回 例会 第2例会/通常例会 

2019年 7月 17日 (水) 18:00～ 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

名古屋中村ライオンズクラブ 会報誌 通巻541号 

2019年6月19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   

お誕生日   結婚記念日 

6 月 3 日 L 杉山信子  6 月 21 日 L 斉藤高央   LL 斉藤知代 

                

                

                

                

                

                

                

                

                


