
名古屋中ライオンズクラブ会報

2014年 9月19日

No.587
8・9

URL http://www.sun-inet.or.jp/̃n-nakalc  E-mail :n-nakalc@sun-inet.or.jp

●モットー
●334複合地区スローガン
●334-A地区スローガン

We Serve
まごころと愛の奉仕 Serve with Sincerity and Love
もういちど ウィ・サーブ

●クラブスローガン

過去から学び、未来への希望を持って
ウィサーブ

　平成26年度のスタートの例会です。新旧三役のバ
ッジ交換が行われました。

　７月に誕生日を迎えるのは、Ｌ加藤、Ｌ小出、Ｌ谷
口の三名です。

第1211回例会　　通常例会

平成26年７月４日㈮ 名古屋観光ホテル

バッジ授与　Ｌ一柳

バッジ授与　Ｌ森 お誕生日のＬ谷口、Ｌ加藤

一柳会長挨拶

　先程、松浦前会長のバッジを頂戴しましたが、うま
くバッジをつけられず、失礼しました。
　私が1978年にライオンズクラブに入会した時も、
バッジを上手くつけられなかった思い出があります。
入会のバッジはライオンズクラブに入ることが出来た
誇りをかんじさせてくれましたが、先程頂いたバッジ
は責任の重さを感じました。一年間精一杯頑張ります
ので、皆様の御指導と御鞭撻をよろしくお願いします。

おめでとう誕生日（７月）

新旧三役バッジ交換
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　先程頂いた会長バッジの責任の重さを噛みしめてい
るところです。私が会長になるなどとは思ってもいま
せんでしたが、幸い幹事のＬ林と会計のＬ森という経
験豊富なメンバーに支えて頂けることとなり、お引き
受けする決意が固まりました。一年間よろしくお願い
します。
　まず、本年度のスローガンですが「過去から学び、
未来への希望希望を持って　ウィサーブ」としました。
このスローガンは、中ＬＣ伝統の標語である「スマー
トで和やかに」をもとに考えました。国際会長Ｌジョ
セフ・プレストンのスローガン「誇りを高める」とも、
地区ガバナーＬ加藤助太郎のスローガン「もういちど
　ウィサーブ」とも、整合性のあるスローガンだと思っ
ています。
　運営と活動計画については、①会員増強　②50 周年
記念事業の実行と継続　③楽しい例会を考えておりま
す。詳細は会報の会長挨拶に載せてありますので、ご
一読ください。中ＬＣのメンバーはそれぞれが各事業
所において専門知識と豊富な経験を備えたプロフェッ
ショナルの集団です。皆様の力を最大限に活かして、
楽しい例会を実現していきたいと思っております。

　会計ですが、申し上げたいことは先程林幹事に話し
て頂いた通りです。一人 4万円を目処にドネーショ
ンにご協力下さい。

　本日は、暑いせいか皆様お忙しいせいか、少し集ま
りが悪いようです。お忙しい方は、例会の間ずっと出
席している必要はないので、食事だけでも、少しだけ
でも顔を出して頂くという参加の仕方があっても良い
のではないかと思います。そうすることで、皆さんと
密にお会いできることにもなりますし、色々な情報を
得ることになると思います。

　皆様から頂く会費は運営費と食事会費にあてられま
す。事業は皆様からのドネーションを前提になりたっ
ています。ドネーションにご協力おねがいします。

Ｌ一柳会長、Ｌ林幹事、Ｌ森会計によるローア

第1212回例会　　通常例会

平成26年７月18日㈮ 名古屋観光ホテル

役員挨拶

Speech

Ｌ一柳会長

幹事 Ｌ林

会計 Ｌ森

ローア

Ｌ一柳会長

挨拶
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　本日はＬ竹川による「トロント国際大会」の報告ス
ピーチの予定でしたが、体調不良の為延期となりまし
た。代わりにＬ一柳会長より、ＹＣＥ生の受け入れ状
況、法要例会、家族例会など今後の運営計画の説明が
ありました。

　名古屋北ＬＣ幹事Ｌ山幡道明の司会により合同例会
が開催されました。

開会のことば
並びにゴング
名古屋中ＬＣ
会長Ｌ一柳　績

物故ライオンに黙祷
名古屋名城ＬＣ
会長Ｌ陸田 國行

ガバナー紹介
1Ｒ1Ｚ
ゾーン・チェア
　　　パーソン
Ｌ松村 宗哲

ガバナー
歓迎挨拶
名古屋北ＬＣ
会長Ｌ辻巻　真

閉会のことば
並びにゴング
名古屋城北ＬＣ
会長Ｌ林　正之

Ｌ尾崎（第一副会長）による力強いローア

ガバナー挨拶　地区ガバナーＬ加藤助太郎

第1213回例会　　合同例会

平成26年８月８日㈮ 名古屋東急ホテル
3F ルネッサンスの間

ローア

ライオンズクラブ国際協会334-Ａ地区

第１リジョン 第１ゾーン
名古屋ホストLC・名古屋名城LC・名古屋中LC
名古屋城北LC・名古屋栄LC・名古屋堀川LC

ガバナーＬ加藤助太郎 公式訪問



4

　物故者追悼法要が、Ｌ一柳会長の開会の辞により厳
かに始まり、読経そして会員による焼香をいたしまし
た。

　８月に誕生日を迎えるのは、Ｌ林、Ｌ嶋村、Ｌ高橋
の３名です。

その後、書院へ移動し通常例会を行いました

物故者追悼法要

一柳会長
焼香

法話拝聴

第1214回例会　　法要例会

平成26年８月22日㈮ 白鳥山 法持寺

おめでとう誕生日（８月）

◎定例理事会　７月18日　於：名古屋観光ホテル
〈出席〉一柳　林　森　尾崎　家田　丹羽（孝）
　　　　高田　三國
１．会計報告
　　６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
　　　　　　　　　事業費から支出を全会一致で承認
３．法要例会について
　　法要　法持寺・昼食　蓬莱軒にて行う
４．ゴルフ部会役員について
　　会長Ｌ伊藤(天)　　幹事Ｌ森(憲)　
　　会計Ｌ松浦

◎定例理事会　８月22日　於：蓬莱軒
〈出席〉一柳　林　森(憲)　尾崎　家田　藤森　田中
　　　　丹羽(孝)　高田　三國　村松　貝出
１．会計報告
　　７月末試算表･前年度収支決算を全会一致で承認
２．ＹＣＥ報告　
　　受け入れ費用270,768円を全会一致で承認
３．家族会について　　
　　10月17日に黄檗山萬福寺拝観　昼食普茶料理を
　　家族会として行う

理事会議事録

名古屋東山公園テニスセンター
2014年 7月26～27日

愛知県 車イス テニス大会



◇2014年7月21㊊・22㊋晴 Grandee浜名湖ゴルフクラブ
 Ｇ Ｈ Ｎ
　　優勝　高田　暁男 99 25 74
　　２位　松浦喜多男 97 20 77
　　３位　尾崎　博明 114 35 79
　　４位　伊藤　天来 109 29 80
　　５位　森　　憲善 95 10 85
　　６位　佐藤　文弘 105 20 85
　　７位　丹羽　孝爾 118 21 97
　ニヤピン　佐藤、高田、松浦、森
　次回H’cp　高田→20　松浦→18　尾崎→23
　※Ｇのスコアは２日間トータルの1/2での計算です。
◇ゴルフ部会日程
　9月13日㊏ 名古屋グリーンＣＣ東・中 8：19スタート
　10月9日㊍ 三好ＣＣ西コース　　　 9：08スタート
　11月12日㊌ 1R1Z 7クラブ合同　藤岡カントリークラブ
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◎第1212回例会（７月18日）
丹羽　孝爾　何となく。
尾崎　博明　どうぞ宜しく。
高田　暁男　林幹事より前回ドネーション予算レクチャーを

受けました。早い目にクリアーします。
一柳　　績　皆様ドネーションをいただき有難うございます。

ドネーションはご存知のアクティビティに使われ
ます。例会は献血と交通少年団の２件です。
今期は50周年事業の車椅子テニスと木曽
源流の里、木祖村の２件と、この度YCE生
受け入れがあり、合わせて５件に成りました。
ご存知LCは本来アクティビティ有っての「倶
楽部」です。どうかご理解いただきご協力お
願い致します。

合計　55,000円

◎第1215回例会（９月５日）
高田　暁男　木祖村のはちみつ売却益
　　　　　　７月のゴルフに優勝させて頂きました
林　　晃雄　８月誕生祝、オールドモナークシェブロ

ンを頂きました
一柳　　績　中クラブのスポンサークラブである名古

屋ホストライオンズクラブのチャーター
ナイト60周年記念大会を祝し無事成功の
内に終わる事を祈念して

伊藤　天来　オールドモナークシェブロン30年をいただき
高田　暁男　8/22木祖村のとうもろこし代
兼松　俊雄　8/22木祖村のとうもろこしお届け費

合計　63,000円

ドネーション・ファイン ゴルフ部会だより

ホテル前からのスタート

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

税理士

税理士法人 T・A・O
代表社員

小　出　倬　士

東区筒井二丁目10-39
TEL.052-935-0010

弁理士

松浦国際特許事務所
所長

松　浦　喜多男
中区千代田五丁目18-19
きんぞうビル7F
TEL.052-243-1126

写真撮影

㈱写真のみくに
代表取締役

三　國　　　健

昭和区藤成通4-10
TEL.052-842-0392

料理仕出し業

㈱八百彦本店
代表取締役

三　浦　邦　雄

西区幅下一丁目10-44
TEL.052-571-0417

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1217回　10月 3 日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
第1218回　10月17日（金）
家族会　京都宇治 黄檗山万福寺　　
第1219回　11月 7 日（金）
献血　　　
第1220回　11月25日（火）
合同例会　名古屋国際ホテル
定例理事会毎月第2例会日11：00より

例会予告

優勝 Ｌ高田




