
会長挨拶
　この度2014年度、名古屋中ライオンズクラブ会長
を指名いただきました。
　今年度は去る４月にＣＮ50周年記念大会を無事終
え、新たな気持ちでスタートする責任ある節目の年で
もあります。
　当倶楽部には、優秀で素晴らしい人材が揃っている
にも関わらず、会長の大任を選任いただくこととな
り、ただただ責任の大きさに戸惑うばかりでございま
す。
　幸い、幹事Ｌ林　晃雄・会計Ｌ森　憲善の強力なご
支援をいただき、微力ですが一生懸命努める覚悟をい
たしました。よろしくご協力をおねがいいたします。
　中クラブは伝統の「スマートで和やかに」を基に、
14年度も会員が和やかに集い、見識を広めながら、
スローガン「過去から学び、未来への希望を持ってウ
ィサーブ」として活動を行いたいと思います。
　過去先輩たちの華々しい実績を積み重ねてきた歴史
をさらに、魅力溢れるクラブに皆で盛り上げ、次代に
渡すため、時代を見つめながら企画・実行に努めてま
いります。

　　◆ 会員増強
　　◆ 50周年記念事業の実行と継続
　　◆ 楽しい例会
　それは、中クラブの財産でもありますので、３つの
活動を実行する力に必ずや成ることを確信いたしてお
ります。会員の参加が明日の活力となり活動に反映さ
れることを願い、温かいご理解とご指導を賜りますよ
うお願い申し上げ御挨拶とさせていただきます。

幹事挨拶　
　今年度名古屋中ライオンズクラブの幹事を仰せつか
りました。３度目の幹事ですが不安でご迷惑をおかけ
しますが、少しでもクラブのお役に立てるように頑張
っていきたいと思いますので皆様のご指導とご協力を
宜しくお願い致します。
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第1207回例会　　通常例会
平成26年5月9日㈮ 名古屋観光ホテル
12：15～13：30

第1208回例会　　通常例会

平成26年5月16日㈮ 木祖村訪問

会長挨拶
　50周年を過ぎると、
皆様も気持ちの余裕
ができておられると
思いますが、また怪
異に増強等を実行し
ながら皆で気持ち良
く盛り上げていきた
いとおもっておりま
す。報道によりますと、全国の自治体の半分にあたる
約800自治体で、今後30年くらいで、29～30才くらい
の女性が半減するという恐ろしい結果が出ております、
豊島区あたりも消滅するのではないかという噂があり
ます、そういう意味でこの少子化のなか、いろいろと
質を高めていかなければならないと思います。
　ライオンズも今までのようにただ人数でおす、とい
う時代ではないかもしれません、そういう意味ではお
互いの関係をきちんと深めながら友情を培っていきた
いと思っております。
　私はあと１か月で会長職を退くこととなっておりま
す、残りを頑張って努めたいと思います。

　ワインバーでハジをかかないための
ワインの基礎知識　

　先月入会したばかりでございますが、こうした場を
設けていただきありがとうございます。
　ワインに一番に相性がいい物としては、チーズが最
高のマリアージュといわれておりますのでワインには
チーズがつきものとくにワインバーのような少しつま
みをということであれば、やはりチーズはかかせませ
ん、あとは生ハムとかサラダとかそういったものがワ
インには非常にあいますので、食事とワインもよろし
いですしワインとチーズや生ハムなどと共に召し上が
っていただいてもよろしいかと思います。
　この後ワインについて少しお話させていただきます。

「ワイン」とは
　　良いワインは
　　よいブドウから生まれる
　ロマネコンティを代表する
非常に高価でおいしいとされ
ているワインはやはり原料で
あるブドウを、いかに素晴ら
しいブドウを収穫するかとい
うことでワインの味が左右す
るＧＳ本来のスタイルでござ
います。

　醸造家などは研究を重ねていいブドウを作るために、
日照時間とか日当たりなどを駆使して、最近は身体に
やさしい科学肥料とか、防腐剤を使わない自然のスタ
イルのワインを飲んでより健康であろうということで、
自然に逆らわず人工的な手を加えず自然な形で、でき
る限りいいブドウを収穫しそれを醸造するということ
に全身全霊を尽くしているということが現状でござい
ます。

　６月にお誕生日を迎えられるのは、Ｌ樋口、Ｌ竹川、
Ｌ一柳、Ｌ森です。

開会の挨拶
　木祖村　商工観光課課長　
　本日は名古屋中ライオンズクラブの皆様、大変お忙
しいなかまた遠路木曽川源流の里木祖村迄お越しいて
だきまして誠にありがとうございます。
　名古屋中ＬＣ様におかれましては名古屋市の水源地
であるここ木祖村の緑化事業に対して深いご理解をい
ただき昨年に引きつずきまして木祖村にたいしまして
ご寄附をいただくこととなりました。
　それでは只今から「木曽川源流の里緑化事業」寄付
金贈呈式を始めさせていただきます。

本日のローア

お誕生日の Ｌ樋口、Ｌ一柳、Ｌ森（千）

Speech Ｌ森　千夏

おめでとう誕生日（5月）



村議会議長   ・　村長　・　L一柳

出席のみなさま

木曽川源流の風景
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　今年の４月３日、当会の50
周年を無事終えることができま
した。我々奉仕活動ができたこ
とを感謝し、喜んでおります。
　水を大事にしていくというこ
とに、ご縁がありまして、この
ことを理解し、お手伝いできる
ことが幸せだと思っております。

これからも末永くお付き合いいただきますよう、よろ
しくお願いいたします。

名古屋中ＬＣの皆様方には早朝から遠路わざわざお出
でいただきまして有難うございました。
　また、ただいま昨年に続きあらためて寄付金のご贈
呈をいただいたことに、村民を代表して心より感謝を
申しあげます。
　木曽路へ入られて名古屋とは気温も違うと思います
が、私共は木曽川の源流ということでありますのでち
ょうど桜が終わって、そして針葉樹・広葉樹含めて新
芽がでてきてそれが日ごとにだんだん緑が濃くなる、

新緑からもう一つの新
緑、深い緑に変わる１
年の内一番暮らしやす
い季節であります。
　木曽川の最上流に位
置する村でありますが、
人口がちょうど3000人
をちょっと切るか切ら
ないかということで
年々過疎化といいます
か、こどものかずが減
りお年寄りが増えてい
るのでありますが、そ
の木曽川の持つ個性や

特徴を生かしながら元気な村づくりに村民の方も知恵
や汗を出しながら一生懸命村づくりを進めております。

会長挨拶
　長い間、皆様
のご協力のもと
で勤め上げるこ
とができました。
50周年を４月に
開催し先日実行
委員会の打ち上
げを行いました。
皆様方ひとつの
ことを成し遂げたという喜び、そして安堵の念で楽し
くお酒を飲ませていただきました。いずれにしろ、高
田大会委員長ご苦労さまでございました。
　先回の例会は木祖村にいってまいりました。私が所
用で欠席させていただきましたので、Ｌ一柳に会長代
行として出席していただきました。

Speech Ｌ一柳　第一副会長

寄付金贈呈

お礼の挨拶
木祖村　栗屋　徳也　村長

第1209回例会　　通常例会
平成26年6月6日㈮ 名古屋観光ホテル
12：15～13：30
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第1210回例会　　ナイター例会
平成26年6月20日㈮ 名古屋観光ホテル
18：00～20：00

　続いて、50周年クラブ内表彰が行われました。

■三役功労会員
Ｌ高田、Ｌ松浦、Ｌ中野、Ｌ竹川、Ｌ林、Ｌ丹羽、Ｌ
貝出、Ｌ森、Ｌ三國、Ｌ丹羽、Ｌ田中、Ｌ高橋、Ｌ河
野

■地区功労会員
Ｌ高田、Ｌ三國、Ｌ竹川

■出席優秀会員
Ｌ天池、Ｌ藤森、Ｌ林、Ｌ樋口、Ｌ家田、Ｌ一柳、Ｌ
伊藤、Ｌ貝出、Ｌ兼松、Ｌ森、Ｌ中野、Ｌ丹羽、Ｌ尾
崎、Ｌ高田、Ｌ田中、Ｌ谷口

【相続のお話】
　私、税理士業界に入っ
てから10年間一貫して
相続税に特化して仕事を
しております。相続に携
わって非常によく感じる
のは、一番家族の中に入
り込む、家庭のなかの税
金だなと感じております。
　税金を安くするのが一
番家族の幸せかというと、
そうではなくやはり円満であったり、行きすぎない節
税であったりが家族の幸せにつながっていくのかなと
思っております。

会長挨拶
　最後の会長挨拶をさせていただきます。
　私の顔はいやおうなく、満面の笑みで抑えても、お
さえても、抑えきれないということで、これは気持ち
の感じでございます。この１年間苦しさに耐えながら、
楽しくやってまいりました。
　昨日ちょっとした宴席がありまして、そこでお話を
させていただきましたが、本当に皆様方のお力を糧と
し、またご協力を糧として、今年１年間一生懸命楽し
く汗を流しました。
　楽しいというのは、本来私の性格でございまして、
あまり深刻に考えない、若干“ケセラセラ”というよ
うな部分、それに比較して次年度のＬ一柳は違います。
ずっと付き合っておりますと本当に緻密で、心配しな
くてもいいことまで心配していらして、そういう意味
では私の足らないところをカバーしていただきました。
ありがたいなと思っております。
　最後の言葉としては皆様方に感謝ということでたっ
た一言。

ありがとう
ございました

　６月にお誕生日を迎えられるのは、Ｌ高田、Ｌ田中
です。

Speech Ｌ久野 綾子おめでとう誕生日（6月）

お誕生日の Ｌ高田、Ｌ田中

代表して Ｌ谷口 事務局
須原様に感謝の意を込めて

地区功労会員
　　代表して Ｌ高田、Ｌ三國

三役功労会員
　　代表して Ｌ田中



Ｌ竹川の乾杯の後
食事とお酒を楽しむ
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　うた　カル・ピップの
みなさんをゲストにお迎
えし最終例会が楽しく行
われました。

◎定例理事会　５月９日　於：名古屋観光ホテル
〈出席〉松浦　一柳　尾崎　伊藤（天）　家田　三國
　　　　杉本
１．会計報告
　　４月末試算表　全会一致で承認　
２．夏のＹＣＥ生受け入れについて
　　７／15～８／11　エストニアの女子高生
　　　　　　　　　　全会一致で承認
　　　　
◎定例理事会　６月19日　於：スギモト本店
〈出席〉松浦　林　一柳　田中　尾崎　伊藤（天）
　　　　森　　家田　三國　高田　杉本　竹川　　　
１．会計報告
　　５月末試算表　全会一致で承認
２．50周年決算報告について
　　全会一致で承認
３．次期に関する件について
　　次期計画案・予算案を全会一致で承認
４．夏のＹＣＥ学生受け入れについて
　　７／15～８／11　エストニア人18歳女性
　　タンネバーグ　アネッタ・カサンドラ
５．次期地区委員選出について
　　Ｌ松浦の次期ＹＣＥ副委員を全会一致で承認
６．その他
　　Ｌ竹川の国際大会出席の旅費２万円支給を全会一
致で承認

　　Ｌ河野、Ｌ高橋（恭）の退会を全会一致で承認

歌とピアノ 理事会議事録

食事中のワインについて
説明するＬ森

ボーカルとデュエットの松浦会長

新旧三役による本日のローア
Ｌ森、Ｌ松浦、Ｌ一柳、Ｌ林

◎第1207回例会（５月９日）
一柳　　績　本日お誕生祝いをいただいた。その喜び

として
樋口布差雄　昨日で83歳になりました。よろしく
高木　　浩　色々と心配をおかけしました
丹羽　孝爾　森岡完介版画展においでください
森　　千夏　今月無事に誕生日を迎えます。健康に感謝！

合計 35,000円
◎第1209回例会（６月６日）
高田　暁男　昨日、周年委員会ご苦労様会を行いまし

た。雨の中お疲れさま
一柳　　績　我がＬＣの台所は会費とドネーションで

成り立っています。どうかご協力お願い
申し上げます。財務委員長・会計より

合計 23,000円
◎第1210回例会（６月20日）
松浦喜多男　この一年、皆様のご協力感謝申し上げます
兼松　俊雄　松浦内閣ご苦労さまでした
尾崎　博明　一年間いろいろお世話になりました

ドネーション・ファイン
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2014年度　名古屋中ライオンズクラブ例会予定表　2014.7～2015.6

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋東急ホテル

白鳥山法持寺

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋国際ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋東急ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

新旧引き継ぎ（バッジ交換）

ガバナー公式訪問

法要例会

栄LCと合同・ZC例会訪問

家族会

献血

３クラブ合同例会

クリスマス例会

新年例会

創立記念　北LCと合同

次期役員指名

次期役員選挙

見学例会

最終例会

アジアフォーラム
　韓国・仁川
　2014.11.13～16

地区年次大会
　2015.5.9（土） 豊田市

複合地区年次大会
　2015.5.24（日） 名古屋市

国際大会
　ホノルル
　2015.6.26～30

名古屋ホスト60周年
　2014.10.28（火）

長野中央50周年
　2015.5.14（木）

松山中央50周年
　2015.5.26（火）

※例会予定は変更する場合が
　あります。

理事会は原則として第二例会日

回 数 例会日 会 場 行 事

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

一柳　　績　会長、幹事、大変お疲れ様でした。お二人
の指導で第一副会長、会計担当を無事終
えたことに感謝し、お祝い申し上げます

伊藤　天来　無事一年間済みました。周年行事もうま
く行きました。有難うございました

田中　博晶　今年度三役、大会委員長、ご苦労様でした
赤堀　　耕　５月のゴルフ部会ハンディに恵まれ思い

がけなく優勝してしまいました。申し訳
ありません

林　　晃雄　一年間ご協力ありがとうございました
谷口　宗清　役員の皆さん一年間有難うございました
家田　晃次　一年間ご協力ありがとうございました
貝出　賢司　三役の皆様一年間お疲れ様でした
杉本　欣彌　松浦内閣の皆様、お疲れ様でした
松浦喜多男　ある旅行の残金を！！

合計 173,333円
◎第1211回例会（７月４日）
森　　憲善　松浦会長ご苦労様でした。一柳新会長が

んばって下さい。
谷口　宗清　一柳会長はじめ役員の皆さん今年もよろしく

林　　晃雄　一年間ご指導ご協力宜しくお願い致します
伊藤　天来　一柳新内閣一年間宜しくお願いします
高田　暁男　一柳執行部の門出を祝し
樋口布差雄　一柳内閣一年間お願いします
松浦喜多男　一柳丸の船出を祝してZC.L竹川ご苦労

様でした
三國　　健　一年間計画委員長として頑張ります。ど

うぞよろしくお願いします
田中　博晶　今年度多くの事業を成功させよう
一柳　　績　この度、幹事Ｌ林晃雄、会計Ｌ森憲善の

応援のもとに会長を務めさせて頂く事に
成りました。誠心誠意務めさせて頂きま
す。会員の皆様のお力添えをお願い致し
ます。

丹羽　孝爾　一柳内閣の出発をお祝いして
家田　晃次　一柳Ｌ、一年間ごくろう様
杉本　欣彌　一柳丸の出発をお祝いして
加藤　俊樹　いつも誕生日のお心遣いありがとうございま

す。今期もよろしくお願いいたします
合計 185,000円
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運営委員会

次　期　役　員　名　簿

委員会所属一覧表

2014.7～2015.6

2014.7～2015.6

会 長

前 会 長

第 一 副 会 長

第 二 副 会 長

幹 事

会 計

ライオンテーマー

テイルツイスター

会 員 理 事

一　柳　　　績
松　浦　喜多男
尾　崎　博　明
家　田　晃　次
林　　　晃　雄
森　　　憲　善
藤　森　晶　子
松　浦　喜多男
田　中　博　晶

副 幹 事

副 会 計

副ライオンテーマー

副テールツイスター

村　松　健　次
貝　出　賢　司
加　藤　俊　樹
中　野　昭　夫

二 年 理 事

〃

〃

〃

一 年 理 事

〃

〃

〃

兼　松　俊　雄
杉　本　欣　彌
丹　羽　孝　爾
三　浦　邦　雄
高　田　暁　男
竹　川　享　志
三　國　　　健
赤　堀　　　耕

会員副委員長

会 員 委 員

会 計 監 査

〃

谷　口　宗　清
樋　口　布差雄
高　田　暁　男
兼　松　俊　雄

◎委員長　○副委員長

◎田中　○谷口　樋口

◎高田　○中野　兼松　福島

◎森（憲）　○貝出　丹羽（孝）　加藤

嶋村　丹羽（正）　小出　高橋（宏）

◎三國　○三浦　杉本　高木　山中

藤森

◎村松　○伊藤（天）　松浦　赤堀

貝出　竹川　久野　森（千）　伊藤（碩）

会　　員

会則／出席①

財　　務
②

計画（大会）
②

IT・PR情報
②

事業委員会

◎山中　○高木　加藤　樋口　杉本

三國　森（千）　久野　小出　福島

◎三浦　○森（憲）　谷口　伊藤（天）

貝出　丹羽（正）　赤堀　村松

伊藤（碩）　嶋村　高橋（宏）

◎田中　○丹羽（孝）　兼松　中野

松浦　高田　竹川　藤森

環境・保健
①

青少年指導
②

国際関係
及び LCIF
①

特別委員会

◎高田　○田中　兼松　谷口　樋口
森（憲）　竹川　丹羽（正）

◎松浦　○尾崎　竹川　貝出

接　　待

GMT / GLT

特別委員会

◎竹川　○森　　高田　松浦　丹羽（孝）

①②は担当副会長

環境・保健…………献血・堀川
青少年指導…………交通少年団・青少年薬物乱用防止
国際関係及びLCIF…YE・LCIF

姉妹提携



全員集合スタート前 優勝のＬ赤堀

会　　　長

幹　　　事

PR 委員長

会報編集者

発　行　所

印　刷　所

名古屋市中区錦三丁目8-14 名電ビル4階名古屋中ライオンズクラブ
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◇2014年5月25日（日）快晴　さなげカントリークラブ
 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ
優勝　赤堀　　耕 59 54 113 30 83
２位　伊藤　天来 52 52 104 19 85
３位　高田　暁男 48 50 98 12 86
４位　森　　憲善 46 47 93 5 88
５位　丹羽　孝爾 51 53 104 14 90
６位　尾崎　博明 54 58 112 21 91
ニヤピン　№5森
次回H’cp　赤堀→24　伊藤19→17　高田12→11

◇2014年6月10日（火）晴のち曇　三好CC西コース
 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ
優勝　佐藤　文弘 57 53 110 20 90
２位　伊藤　天来 54 55 109 17 92
３位　高田　暁男 51 55 106 11 95
４位　田中　博晶 53 57 110 15 95
５位　森　　憲善 50 55 105 5 100
６位　松浦喜多男 57 52 109 9 100
７位　尾崎　博明 64 60 124 21 103
８位　丹羽　孝爾 56 64 120 14 106
ニヤピン №5佐藤、№13高田
会長取切杯　優勝　Ｌ田中博晶

◇ゴルフ部会日程
　新年度ゴルフ部会総会　７月４日（金）
　第１回例会　７月21日（祭）～22日（火）　一泊
　　　　　　　グランディ浜名湖ゴルフクラブ

６月21日　高田　暁男、　27日　田中　博晶

７月21日　加藤　俊樹、　27日　小出　倬士

　　30日　谷口　宗清

印　刷

㈱ 地 上 社
代表取締役会長

伊　藤　天　来

中区栄五丁目26-40
TEL.052-241-1196

電源機器販売・保守

㈱貝出電機商会
代表取締役

貝　出　賢　司

東区筒井一丁目14-2
TEL.052-935-6703

呉服卸

㈱名古屋大森
取締役会長

兼　松　俊　雄

中区橘二丁目6-22
TEL.052-331-1991

百貨店

㈱大丸松坂屋百貨店
執行役員

加　藤　俊　樹

中区栄三丁目16-1
TEL.052-251-1111

一柳　　績 中区栄3-14-11 ㈱一柳葬具總本店 TEL.251-9296

林　　晃雄 中区新栄2-37-11 真宗大谷派　正念寺 TEL.241-5452

村松　健次 東区矢田1-16-10 五　松　商　事　㈱ TEL.721-3221

伊藤　天来 中区栄5-26-40 ㈱ 　 地 　 上 　 社  TEL.241-1196

株式会社 地上社 名古屋市中区栄5-26-40

TEL.962-3782

TEL.241-1196

第1213回　８月８日（金）
Ｇ公式訪問　名古屋東急ホテル
第1214回　８月22日（金）
法要例会　白鳥山法持寺
第1215回　９月５日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
第1216回　９月19日（金）
栄合同例会　名古屋観光ホテル
定例理事会毎月第2例会日11：00より

例会予告

ゴルフ部会だより

全員集合
スタート前

おめでとう誕生日（6・7月）

会長取切杯優勝のＬ田中 通常優勝のＬ佐藤


