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  実行委員：L 横田 誠 

  記事担当：L 松本 高武 

  写真担当：L 松本 高武 

◆開会の宣言並びに開会のゴング 会長 L 大津尚彦 

◆お客様のご紹介 

 ・故L 柘植藤秋 ご息女       柘植みどり 様  

◆会長挨拶           会長 L 大津尚彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆故L 柘植藤秋 ご息女 柘植みどり 様 ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議事審議事項 

 1）新入会員の件 

   井口 邦（いぐち くに）様 

   木村尚基（きむらなおき）様 

◆入会式 

   井口 邦（いぐち くに）様 

   木村尚基（きむらなおき）様 
 

例会報告 

2019年09月04日(水) 18:00～20:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1113回例会    

【誕生例会】 

 出席者数： 30名 ファイン・ドネーション：¥165,000- 
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 例会報告 

2019年09月4日(水) 18:00～20:00 於：名古屋マリオットアソシアホテル 

第 1113回例会    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆議事審議事項         会長 L 大津尚彦 

 1）前年度決算の件    財務委員長 L中山恭三 

           監査 L服部吉秀 L大藪城正 

 2）リーダー育成研修会参加者選出の件 

 3）クラブ活性化セミナー参加者選出の件  

 4）9月第1例会30分延長の件 

 5）Hot･ほっとキャンペーン決算の件 

 6）稲葉地公園清掃＆BBQ大会決算の件 

 7）骨髄ドナー登録説明員の件 

 8）その他 

 

◆報告事項 

 1）1R地区FWT委員長会議報告  

 《開催日》8/22         

       家族及び女性会員委員長 L 杉山信子 

 2）松本中央LC例会訪問について 

 《開催日》9/17 

           姉妹提携委員長 L 入山毅士 

 3）1R2・3Z合同ACT「名古屋駅前地区内水大作戦   

   2019」報告 

       保健奉仕・環境保全委員長 L 上野元嗣  

 4）334A地区LCIF親睦コンペについて 

 《開催日》11/18 

        国際奉仕・LCIF委員長 L 大竹 昌  

 5）ゴルフ部会よりお知らせ 

            ゴルフ部会長 L 速水清朗 

 6）その他 

◆チャーター(CN)について               

             接待委員長 L 斎藤靖人 

 

 

 ◆新入会員スピーチ 

     L 中野 誠 、L 古谷佳久 、L 山本 誠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告           幹事 L 中野康隆 

 1）第1回1R3Zガバナー諮問委員会報告 

 《開催日》8/9 

 2）その他 

◆ 9月のお誕生日(LL)・結婚祝いの報告  

【お誕生日】 

  9/4     LL 中野愛子(L 中野康孝) 

 9/5     LL 大竹清子(L 大竹 昌) 

 9/10     LL 木村梨絵(L 木村尚基) 

 9/13     LL 山本麻衣(L 山本 誠) 

【結婚祝い】 

  9/13     L 大藪城正・LL 敬子  

◆乾杯の発声             L 髙坂英夫 

◆お食事をどうぞ 

◆ テールツイスター登場  

         テールツイスター      L  水野寿人

 ◆ 本日の出席率の報告  

           出席委員長      L  内村 賢 

 ◆ 本日の会計報告  

           副会計           L  外川啓司   

 ◆ ライオンズローア  

           前会長           L  中野利彦

◆ 閉会のゴング  

             第1副会長      L  中野正也 

◆ 閉会              
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  実行委員：L 内村 賢 

  記事担当：L 横田 誠 

  写真担当：L 吉川 敦 

◆開会の宣言並びに開会のゴング 会長 L 大津尚彦 

◆お客様のご紹介 

 ・愛知県中村警察署 交通課 課長 竹内 久祥 様 

 ・愛知県中村警察署 交通課 交通総務係 

                  木田 隆 様 

◆会長挨拶           会長 L 大津尚彦 

 本日はプログラムにもあります様に LCIFの内容について 

DVDを見ながら 勉強したいと思います。 先日、松本中央ラ

イオンズクラブの ５１周年に 私と  Ｌ入山 Ｌ中野正

也 Ｌ 中野康孝 4名で 出席いたしました。 青島会長 青

木幹事 皆様に大変歓迎を頂きました。 4月には松本ライオ

ンズクラブの皆様が、皆さんがお見えになるとの事でした。 

また、季節の変わり目となりますので、お体にお気を付けく

ださい。 

◆感謝状授与 

   愛知県中村警察署 交通課 課長 竹内 久祥 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆愛知県中村警察署 交通課 課長 ご挨拶 

   愛知県中村警察署 交通課 課長 竹内 久祥 様 

 本日は、お招き頂きまして誠に有難うございました。 交通

事故を無くす為に、警察だけでは歯が立ちません。 皆さんの

ご協力があって成り立っております。 ただ、県内の死亡事故

が100人を超えており、全国2位となっております。 そして

今年こそは1位を返上したいと思っております。 中村区管内

では、死亡事故2件と昨年より減ってはおりますが 人身事

故、物損事故は増えている状況となっております。 自分たち

が事故を起こさない安全運転を心掛けより良い中村区にした

いと思います。 そしてこの会が、今後益々ご発展して、皆様

が健康でいて頂く事を祈念致しまして 私の挨拶とさせて頂き

ます。 本日は有り難う御座いました。 

例会報告 

2019年09月18日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1114回例会    

 

 出席者数： 25名 ファイン・ドネーション：¥70,000- 

 ◆担当委員長お礼の挨拶 

      社会福祉・公衆安全委員長 L 髙坂英夫 

 皆さん今晩は また、本日は竹内交通課長と木田担当係の方

にはご臨席賜り 誠に有り難う御座いました。 我が会の夏の

交通安全運動 HOTほっとキャン

ペーンと名付けてから 38年目と

なりました。 今年は、名づけられ

た方がお亡くなりになりました。 

L 鈴木のご冥福祈りまして、今年

はオープンカー2台用意致しまし

た。 そして今回は1日所長に山本

選手に来て頂きました。 交通事故を無くす為、我々メンバー 

会社関係の方は絶対に事故を起こさない様 心がけ、誓いの言

葉と致しまして私の挨拶とさせて頂きます。 

◆お客様退場（拍手でお送りください） 

◆報告事項 

 1）LCIFについて（DVD放映） 

        国際奉仕・LCIF委員長 L 大竹 昌 

  

DVDのご視聴有り難う御座いま

した。 先ほどビデオでは出てお

りました、東日本大震災です

が、 LCIFから25億円が贈られ

ているようです。 私たちがおり

ます 334-A地区は LCIF 献金

が世界一となっております。 また、来月にも LCIF 献金の

お願いがありと思いますが、宜しくお願い致します。 

 2）その他 

◆幹事報告           幹事 L 中野康隆 

① 第58回 東洋 東南アジアフォーラムが広島で 11月8日 

11月9日で開催されます。 11月8日に福岡に入り一泊して、

11月9日に広島に入ります 出席の報告は、11月20日金曜日

となっておりますので、事務局もしくは私まで ご連絡願いま

す。 

 ② クールビズの件ですが、9月いっぱいとなっておりますの

で 10月の例会よりネクタイ着用にてお願い致します 

③ 先日お亡くなりになりました、L 柘植の黙祷を行います。 

◆お食事をどうぞ 

◆ テールツイスター登場  

         テールツイスター      L  水野寿人

 ◆ 本日の出席率の報告  

           出席委員長      L  内村 賢 

 ◆ 本日の会計報告  

           副会計           L  外川啓司   

 ◆ 閉会のゴング  

             第2副会長      L  吉川 敦 

◆ 閉会     
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 理事会報告：第 569 回理事会 

2019年09月04日(水)  16:30～17:30 名古屋マリオットアソシアホテル 

会長挨拶                    L 大津尚彦 

議案・審議事項               議長 L 大津尚彦

（第1号議案）前回理事会議事録確認 
   ≪承認≫  P2-3 

                             会長 L 大津尚彦

（第2号議案）前年度決算の件 
   ≪繰越≫                              

              前財務委員長 L 中山恭三 

・不足資料があるので10月に繰越 

（第3号議案）リーダー育成研修会参加者選出の件 
   ≪承認≫  P4 

                             会長 L 大津尚彦 

《開催日》10/6～7 

・地区若手リーダーの育成を目的とした研修会です。クラ

ブとしては第２副会長のL吉川を選出したいと思います。 

（第4号議案）クラブ活性化セミナー参加者選出の件 
   ≪承認≫  P5 

                             会長 L 大津尚彦 

《開催日》11/27 

・こちらも第２副会長のL吉川を選出致しました 

（第5号議案）新入会員の件（井口 邦様、木村尚基様） 
   ≪承認≫  P6-7 

                          会員委員長 L 上野元嗣 

・井口様の推薦書の提出が遅れまして申し訳ございませ

ん。前回の例会に井口様には出席して頂きましたので、井

口様の事は皆様もご存じかとは思います。 

・木村様はL大藪のご紹介で先日会社訪問もさせて頂き、入

会が急遽決まりました。木村様は大変若くて、とても真面

目で紳士な方でした。 

（第6号議案）9月第1例会30分延長の件 
   ≪承認≫   

                      計画・大会委員長 L 吉金 博 

・本日、入会式などもありますので30分の延長お願い致し

ます。 

（第7号議案）HOT・ほっとキャンペーン決算の件 
   ≪繰越≫  P8 

            社会福祉・公衆安全委員長 L 髙坂英夫 

・委員長が欠席のため10月に繰越。 

（第8号議案）稲葉地公園清掃＆BBQ大会決算の件 
   ≪承認≫  P9-13 

           保健奉仕・環境保全委員長 L 上野元嗣 

・BBQは大盛況でした。ご協力ありがとうございました。 

・予算のなかにあります見積書ですが、当初は村手誠様に

テントをお借りする予定でしたがテントをお売りになった

といわれましたので急遽、近藤産興に借り、101.520円の予

算がプラスでかかってしまいましたので皆様に精査して頂

きたく存じます。 

・今まで村手誠様にお借りしていましたので、見えていな

かった経費ではないか？ 

・本来であれば、無償でお借りできる備品ではないので来

期からはテントの経費も計上すれば良いのでは。 

・本日承認は難しいので10月に繰越して精査します。 

（第9号議案）骨髄ドナー登録説明員の件 
   ≪承認≫  P14-15 

           保健奉仕・環境保全委員長 L 上野元嗣 

・赤十字の方から当クラブの会員に登録員の説明員をお願

いしたいとの事。 

・2年間継続する事や研修会への参加などが義務づけされてお

り、費やす時間や労力が多くあり会員に負担が大きので受諾す

るのは難しいのでは。 

・1度受諾してしまうと2年毎に更新しなければならず中途半端

な対応では、クラブとしても赤十字様にご迷惑をお掛けしてし

まうのではないか。 

・1度、他のクラブやキャビネットに会長から確認してもらい

ます。 

（第10号議案）その他 

 稲葉地公園清掃＆BBQ大会に関して 
・請求書P11の、L水野の会社で備品のリース代、トラックの車

両代に関しましては実際にかかった費用ですのでご請求したほ

うが良いのでは？ 

・確かに実際にかかった費用ですので請求はするべきですが、

その件を言い出したら、きりがないのでは？ 

・実際にかかった費用、そうなると赤字分でも計上しなければ

ならないのでは？ 

・正直なところ、クラブとしてのACTというのであれば稲葉地

BBQに関しては、L上野に相当な負担がかかっているのは明白な

事実であり、備品の保管、管理、準備に要する労力など目に見

えない経費はどうなるのでしょうか？ 

・限られた予算がある中で、L上野に助けられている部分が多

いはずです。クラブとして管理するというのであれば、備品の

保管場所もクラブで借りてトラックや備品などもリースにし

て、L上野1人に頼らなくてもどの会員でも担当できるように変

えていかなければ、今後の継続は難しいのでは？ 

・今回はこの経費で納めさせていただいて、本来はどのくらい

経費がかかるかを今後の参考のためにも提出させて頂きます。 

報告事項 
1）「1R地区FWT委員長会議報告   

            家族及び女性会員委員長 L 杉山信子 

《開催日》7/3 

・8/22に開催されました。ヘアードネーションは継続、昨年実

績289名・本年度目標300名。女性会員の増強(家族会員を含め

る)も引き続きお願い致します。また、本年度より外貨集めの

依頼もありました。ご協力よろしくお願い致します。 

2)334A地区LCIF親睦コンペについて 

             P16 

                            国際奉仕・LCIF委員長 L 大竹 昌 

《開催日》11/18 

・参加希望の方は事務局までご連絡ください。 
3）ゴルフ部会よりお知らせ 

                   ゴルフ部会長 L 速水清朗 

・9月からゴルフ部会が始まります。多数のご参加よろしくお願い致し

ます。 

４）その他 

幹事報告               幹事 L 中野康孝 
1）第1回1R3Zガバナー諮問委員会報告 

             P17 

《開催日》8/9 

・第1副会長、幹事の2名で参加してきました。別紙資料にてご報告

申し上げます。 

2)その他 

・地区大会の３３４複合地区第66回年次大会晩餐会部会の晩餐会

部会長にL速水を推薦させてほしいとキャビネットから連絡がありまし

た 

・当然L速水が晩餐会部会長になれば、当クラブとしてもバックアップ

をしなければいけません。 

・皆様ご承認いただけますか？(問題なく承認) 
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会 長 

第 １ 副 会 長 

幹 事 

会 計 

PR･IT・情報委員長 

： 大津 尚彦 

： 中野 正也 

： 中野 康孝 

： 中川 法惠   

： 松本 高武 

 上半期予定                      下半期予定        

11/6 

11/20 

12/4 

12/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常例会 

会員増強例会 

通常例会 

クリスマス例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/8 

1/22 

2/5 

2/未定 

3/4 

3/18 

4/1 

4/15 

5/13 

5/23 

6/3 

6/未定 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

理事会/例会 

例会 

新年例会 

太閤LC合同例会 

節分例会 

グルメ例会 

指名会 

早朝例会 

選挙会 

松本中央LC合同例会 

法要例会 

献血ACT例会 

通常例会 

クラブ年次例会 

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    14 日 L 入山毅士  LL 入山佳江 

  30 日 L 柘植みどり    17 日 L 松本高武  LL 松本文恵 

                

                

                

                

                

                

                

  第 571 回 理事会  

   2019年 11月 6日 (水)  16：30～ 於：マリオットアソシアホテル 17F パイン 

  第 1117 回 例会  

2019年 11月 6日 (水) 18：00～ 於：マリオットアソシアホテル 17F ルピナス 

  第 1118 回 例会   

2019年 11月 20日 (水) 18：00～ 於：マリオットアソシアホテル 17F ルピナス  


