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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

 司会／名古屋ホストLC計画委員長　Ｌ正木　健司
１．開会のことば並びにゴング
 名古屋中ＬＣ会長　Ｌ一柳　　績
２．国旗に敬礼　君が代斉唱
３．ライオンズヒム（１番のみ）斉唱
４．ゲスト・ビジターの紹介
 名古屋ホストＬＣ接待委員長　Ｌ兼子　伸幸
５．会長挨拶 名古屋ホストＬＣ会長　Ｌ中村　正典
６．名古屋ホストＬＣ  ＣＮ60周年記念大会のお礼
 大会委員長　Ｌ浅野　好司
７．テール・ツイスターの登場
 名古屋ホストＬＣ副テール・ツイスター　Ｌ幸村　龍一
 名古屋中ＬＣテール・ツイスター　Ｌ松浦喜多男
 名古屋栄ＬＣテール・ツイスター　Ｌ太田　照子
８．幹事報告 名古屋ホストＬＣ幹事　Ｌ志水　正美
 名古屋中ＬＣ幹事　Ｌ林　　晃雄
 名古屋栄ＬＣ幹事　Ｌ大西　要一
９．各クラブ委員会報告

◇お食事とご歓談◇
10．スピーチ 『クラブ例会紹介及びクラブの特徴』
　　　　　　　　　　　と題してのショーツスピーチ
 名古屋中ＬＣ会長　Ｌ一柳　　績
 名古屋栄ＬＣ会長　Ｌ小松原克典
 名古屋ホストＬＣ会長　Ｌ中村　正典

名古屋ホストLC会長
Ｌ中村 正典

平成26年11月25日（火） 12：15～13：30
名古屋国際ホテル 2F「老松の間」

名古屋ホストLC 第1448回
名古屋中LC 第1220回
名古屋栄LC 第  499回

名古屋中LC会長
Ｌ一柳　績

名古屋栄LC会長
Ｌ小松原 克典

合同例会

　皆様2015年、新たな年がスタートしました。未年
に因み、まずは御家族の平和と健康を願い、会員の皆
様のご健勝とご繁栄を謹んでお祈り申し上げます。
　皆様のおかげをもちまして任期もあと半年となりま
した。就任早々YCE生受入れという予期せぬアクテ
ィビティの洗礼を受けましたが、日本文化と中ＬＣの
オリジナリティーをテーマとし、会員の方々のご協力
のもと無事終わりました。
　そして、その他は愛知県車いすテニス大会と献血活
動でした。
　今年は２月に中区交通少年団卒団式・木曽川源流の
里「木祖村緑化事業」、５月には第61回地区年次大
会・複合地区年次大会、そして長野中央ＬＣ・松山中
央ＬＣの姉妹提携クラブ周年記念大会が予定されてい
ます。中ＬＣのＣＮ50周年では両クラブより多数参
加戴きましたので、お忙しい中ですが皆様お誘い合わ
せ、ご参加戴き大いに楽しもうではありませんか。
　昨年も政治経済の両面に於いて不安定な状況が続い
ています。私たちライオンズクラブも様々なアクティ
ビティ活動を行い、努力をおしみませんが、刻々と変
化するグローバルな世の中に対応が出来ず、国際会長
Ｌジョー・プレストンの提唱する、会員増強「アス
ク・ワン」もなかなか目標を達成するに至りません。
　しかし変化はチャンスと捉え、お互いの価値観を共
有できるパートナーである会員同志手をつなぎ、共に
自分たちの利ではなく、広く社会に貢献するという志
を持ち、より高い視点を持って大きな課題に挑戦し共
に成長してゆきたいと考えております。
　最後に皆様のご支援を力としてがんばりますので、
よろしくご協力をお願いしてご挨拶といたします。

年頭のごあいさつ
名古屋中ライオンズクラブ会長 Ｌ一 柳　　績
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おめでとう誕生日

一柳会長挨拶

　11月22日（土）午後10時8分頃、長野県北部白馬村
で震度６の地震がありました。
　名古屋は震度２でしたが、時間の経過とともに新
聞・テレビ等メディアの報道によると、奇跡的に死者
はゼロでしたが、周辺地域の被害状況が甚大で、数キ
ロ離れた長野の善光寺境内でも、灯篭等数10基が倒
れたと報道されました。
　11月25日（火）の例会後に姉妹提携クラブの長野
中央LCの被害状況を心配する声が多く出ました、早
速会場から長野中央ＬＣ事務局へお見舞いの電話をい
たしました処、応対の事務局の方から、事務用品が多
少移動した程度でした、と恐縮されほっと致しました。
　来年は長野中央ＬＣと松山中央ＬＣ様は、ＣＮ50
周年大会を予定されております。我が中ＬＣのＣＮ
50周年記念大会には、長野中央ＬＣ様24名、松山中
央ＬＣ様18名がご参加いただきました。
　どちらも姉妹提携を交わした大切な友好クラブです。
お忙しい皆様ですが、仕事を忘れ楽しく、万障繰り合

11．出席率の報告
 名古屋ホストＬＣ出席委員長　Ｌ小野　裕之
 名古屋中ＬＣ出席委員長　Ｌ高田　暁男
 名古屋栄ＬＣ出席委員長　Ｌ脇田　芳徳
12．ライオンズ・ローア 名古屋ホストＬＣ会長　Ｌ中村　正典
 名古屋中ＬＣ会長　Ｌ一柳　　績
 名古屋栄ＬＣ会長　Ｌ小松原克典
13．閉会の言葉並びにゴング
 名古屋栄ＬＣ会長　Ｌ小松原克典

第1221回例会　　通常例会
平成26年12月５日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

Ｌ一柳会長

３クラブ会長による ライオンズ・ローア

お誕生日の Ｌ藤森晶子・Ｌ伊藤天来

授与された方々

わせ参加しようではありませんか、よろしくお願いい
たします。
　次に、国際会長Ｌジョー・プレストンが「ＬＣ解説
３年後100周年」となり、会員増強作戦「アスク・ワ
ン」会員一人が一人を誘おうと提唱されています。
　したがって国際第一副会長　山田　實廣Ｌ・ガバナ
ー　加藤　助太郎Ｌからの要請が各クラブに会長会で
始動・指示がありました
　また、毎月発行されていますLION詩が電子版にな
るとの情報です。

　12 月にお誕生日を迎えられるのは、Ｌ藤森、Ｌ伊藤、
です。

アワード授与 会員優秀ラベルピン

アワード授与 ゾーンチェアパーソン賞

授与されたＬ竹川

会員優秀ラベルピンが
　Ｌ高田・Ｌ田中・松浦・Ｌ家田・Ｌ竹川・Ｌ一柳
　に授与されました。
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　恒例のクリスマス家族会が今年も名古屋観光ホテル
で多数の会員・家族の皆様の出席のもと盛大に開催さ
れました。
　最初に略式例会が行われ会長Ｌ一柳よりご挨拶があ
りました。

　その後クリスマス委員長Ｌ尾崎の挨拶で開催されま
した。

　今年のショータイムは日本初の女性金管 5重奏団
レディース　ブラスの皆様で、数々に名曲を聞かせて
いただきました。

　その後中ＬＣ最長老のＬ谷口による乾杯音頭にあわ
せて全員で乾杯となりました。

　宴会の中盤には恒例の福引大会が始まりＬ竹川が進
行役に、福引にはＬ森の協力を得て全員に景品が行き
渡りました。

本日のローア
　本日のローアはＬ竹川

出席会員・
家族の皆様の
テーブル写真

福引き風景

第1222回例会　　クリスマス家族会
平成26年12月19日㈮
17：15 ～ 20：00 名古屋観光ホテル

Ｌ一柳会長
あいさつ

クリスマス委員長
Ｌ尾崎

Ｌ谷口による
乾杯
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◎第1220回例会（11月25日）
一柳　　績　家族例会が無事終わりました。

ドネーション・ファイン

　　　　　　献血例会も皆様のご協力により終了。
　　　　　　そのよろこびを。

合計　10,000円
◎第1221回例会（12月５日）
田中　博晶　12月ゴルフ１位、その他。
竹川　享志　ようやくスピーカーができ、アワードも

頂いた喜び。
藤森　晶子　私もどうにか82回の誕生日を皆様の前で迎

えることが出来ました。皆様が大きなお気持ち
で接して下さったおかげと感謝いたしておりま
す。ありがとうございました。

谷口　宗清　例会欠席ばかりで申し訳ありません。献
血も欠席しました。

伊藤　天来　お陰で85歳を迎えました。今日までの
健康に感謝。更にゴルフ部会10・11月
例会連覇の喜びとして。

家田　晃次　アワード授与ありがとうございました。
合計　55,000円

◎第1223回例会（１月９日）
丹羽　孝爾　新年あけまして。
竹川　享志　2015年、日本から国際会長誕生の年の幕開

け。あけましておめでとうございます。
田中　博晶　谷口宗匠の米寿をお祝いして。
山中　俊祐　あけましておめでとうございます。
杉本　欣彌　あけましておめでとうございます。今年

もよろしくお願い致します。
貝出　賢司　今年一年よろしくお願い致します。
家田　晃次　おめでとうございます。本年もよろしく

お願い致します。
一柳　　績　皆様、新年あけましておめでとうござい

ます。本年も何卒よろしく。Ｌ谷口の米
寿を記念して。

森　　憲善　新年あけましておめでとうございます。
高田　暁男　あけましておめでとうございます。本年

もよろしく。
赤堀　　耕　あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い申し上げます。
三國　　健　あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願い致します。
伊藤　天来　2015年、新年おめでとうございます。昨日の

中日新聞にＬ三浦の地域警察署からの表彰
写真が掲載、またＴＶでは松坂屋Ｌ加藤店
長の放映などあり、仲間の活躍に拍手を！

藤森　晶子　焼菓子（福だるま）18個寄贈。
丹羽　孝爾　干支ネクタイピン寄贈。
谷口　宗清　米寿を迎えまして。

合計　155,000円

　いよいよ、お開きとなり、「また会う日まで」を全
員で手に手を取り合って、一年の締めくくりとして歌
いあげました。

また会う日までを歌う出席者

Ｌ谷口宗清

Ｌ一柳会長

　皆様あらためて、あけましておめで
とうございます。
　会長職には、昨年色々とお世話にな
りました。今年もよろしくお願い致し
ます。
　詳しくは１頁の「年頭挨拶」に記載

させて戴きましたので一読戴く様にお願い致します。
　不覚にも私、インフルエンザウィルスの予防接種を
しましたが、風邪をひいてしまいました。
　１月５日は寒の入り、皆様仕事にも影響致しますの
で、お身体には充分に注意して下さい。
　さて本日、Ｌ谷口宗清には88歳の長
寿の祝い「米寿」を迎えられ、大変お
めでたい事です。後ほどお祝い致しま
しょう。
　そして、年男・年女の今年の抱負を
戴きます。お楽しみに！
　次に、姉妹提携クラブ周年記念大会参加が５月14
日の長野中央ＬＣと５月26日の松山中央ＬＣ、仮登
録に申し込みをお願いします。
　皆様のご都合もありますが、先方の受入れ会場の席
とホテル宿泊確保や、当方の飛行機・電車等移動手段
準備などありますのでお早めに申し込みをお願い致し
ます。
（中ＣＮ50周年には長野中央ＬＣ24名・松山中央ＬＣ18名の参加）

第1223回例会　　新年例会
平成27年１月９日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル
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2014年度
YCE生受入れアクティビティ報告

●期　間　7/15～8/11　28日間（YCE生ユースキャンプ9日間）
●受入日　7/15 中部国際空港着   8:50 YCE生迎え　会　長Ｌ一柳
●帰　国　8/11 中部国際空港発 10:30 YCE生送り　委員長Ｌ田中
●YCE生ユースキャンプ 7月18～26日まで９日間

■ホストファミリー
　Ｌ岩田有司（一宮）フレーバー本店社長
　吉田明子様（稲沢）
　大島恵子様（一宮）

■栄LC会員の協力
　２軒の経験豊かなホストファミリー紹介と自らＬ岩田有司
（栄LC）受けて頂き、その上Ｌ竹島照般（栄LC）協力に感謝。
（Ｌ竹島は名古屋栄成田山萬福院住職）

■協力Ｌ
　Ｌ松浦喜多男、Ｌ貝出賢司、Ｌ谷口宗清御家族・御一門、
Ｌ高田暁男、Ｌ森 憲善、Ｌ三浦邦雄夫妻、
　YCE生受入れ委員長Ｌ田中博晶、会長Ｌ一柳 績

栄の成田山萬福院に参拝

名古屋港水族館見学

徳川園見学と宝善亭和食体験

茶の湯体験

徳川園の宝善亭を経営するＬ三浦邦雄・調理長・支配人が料理の説明。
カラフルな唐傘に無邪気に喜ぶ様子は印象的。
「和食はユネスコの世界遺産」

「古今庵」表千家宗匠Ｌ谷口宗清の侘び・寂び・おもてなし
Ｌ谷口宗清宗匠、Ｌ田中博晶（Ｌ谷口宗清宗匠の弟子）

タンネバーグ・アネッタ・カサンドラ
（エストニア 18歳）

ホストファミリーによるとYCE生は夏バテ
と疲れ気味、 時間短縮の申し出、 しかし
萬福院の住職Ｌ竹島照般（栄LC）案内に
YEC生興味津々。

お　礼　
状

　名古屋
中ライオ

ンズクラ
ブの皆様

、この１
ヵ月間日
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する

機会と皆
さんの素

晴らしい
文化を学

べる機会
を下さり

本当にあ
りが

とうござ
いました

。

　私が滞
在させて

いただい
た三家族

は皆素晴
らしい方

々で、本
物の

日本の家
族体験を

させても
らえたこ

とを嬉し
く思いま

す。

　特にお
忙しいス

ケジュー
ルの中、

時間を割
いてお茶
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どに連れ
て行って

くださっ
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す。
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りました
が、本当
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時間を過
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。今回の
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は何時ま
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そしてい
つか

また日本
に戻って

来たいと
思います

。　　　
　　　　

　　　　
敬具

カサンドラ
 （エストニ

アより）



◇2014年12月3日（水） 曇のち晴　三好C.C東コース

 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ

優勝　田中　博晶 55 48 103 20 83

２位　松浦喜多男 52 49 101 16 85

３位　高田　暁男 59 47 106 18 88

４位　伊藤　天来 57 50 107 16 91

５位　森　　憲善 50 50 100 9 91

６位　丹羽　孝爾 53 60 113 18 95

　ニヤピン №4丹羽、№10田中、№17丹羽

　次回H’cp　田中20→16　松浦16→14　高田18→17
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ゴルフ部会だより

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

徽章販売

㈱ 金 工 堂
社長

丹　羽　孝　爾

中区錦三丁目16-22
TEL.052-961-0151

司法書士

丹羽正夫事務所
所長

丹　羽　正　夫

東区東外堀町32番地
TEL.052-962-9693

不動産賃貸・リース

㈱ジョイン明和
代表取締役

尾　崎　博　明

東区葵一丁目6-3
TEL.052-772-6513

茶類販売

㈱ 妙 香 園
顧問

嶋　村　徳　之

熱田区沢上二丁目1-44
TEL.052-671-0228

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1225回　 2 月 6 日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
第1226回　 2 月20日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル　　
第1227回　 3 月 6 日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル　　　
第1228回　 3 月20日（金）
通常例会　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

優勝 Ｌ田中博晶

◎定例理事会　11月25日　於：名古屋観光ホテル

〈出席〉一柳　林　森（憲）　松浦　尾崎　家田　田中

　　　　丹羽（孝）　高田　竹川　三國　貝出

１．会計報告

　　10月末試算表　全会一致で承認　

２．クリスマス家族会について

　　予算案を全会一致で承認

３．指名委員会任命について

　　会長一任を全会一致で承認

４．LCIF 20ドル献金について

　　全会一致で承認

◎定例理事会　12月５日　於：名古屋観光ホテル

〈出席〉一柳　林　森(憲)　松浦　家田　田中

　　　　丹羽(孝)　竹川　三國　村松　貝出

１．会計報告

　　11月末試算表　全会一致で承認

２．指名委員会任命について

　　一柳　兼松　森（憲）　高田　竹川　松浦

　　丹羽（孝）　尾崎　林　を任命

３．次期役員指名選挙例会について

　　指名例会３月６日、選挙例会４月３日を承認

４．例会日変更について

　　見学例会（大樹寺・カクキュー）を

　　４月23日（木）に変更を全会一致で承認

理事会議事録

◇ゴルフ部会日程

・2014年12月３日（水）ゴルフ部会忘年会が12名の

参加で行われ、当日例会の表彰が行われた。

・２月例会はありません。

・３月例会予定／三好ＣＣ西コース。３月29日（日）

・４月例会予定／ダイヤモンド滋賀一泊。


