
　平成25年10月に本店社屋をリニューアルした㈱八
百彦本店（代表取締役Ｌ三浦）を見学しました。

　仕出し料理を提供する八百彦本店では、味は勿論の
こと衛生管理に万全を期しておられます。従業員各人
には衛生管理のための磁気カードが交付され、システ
ム上決められた手洗いをしないと調理室内に入れない
仕組みとなっております。

　またトイレに入った際には、手洗いをしっかりと行
わない限り、トイレから出ることができないシステム
が採用されています。従業員のトイレの回数まで把握
できるしくみになっており、従業員の体調管理を通じ
て衛生面での安全を確保しようという取組がなされて
います。
　このような最先端の徹底した衛生管理が300年の歴
史ある八百彦本店の味と安全を守っているのだと改め
て知ることができました。

　見学の後、八百彦本店「まんだら」で略式例会が開
催されました。
　Ｌ三浦からノロウィルスの対策法などの説明があ
り、食事は「ひつまぶし」をいただきました。
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温故知新-創造と挑戦とスピード、さらなる価値ある奉仕を
出会い ふれあい大切に 明日にむかって感謝の奉仕

●クラブスローガン

晴れ晴れと、そして未来に向かって
ウイサーブ

第1203回例会　　見学例会
平成26年3月7日㈮ 八百彦本店
11：00～13：30

三浦社長より調理室内の説明を聞く

調理室内の見学

手洗い場の風景

Ｌ三浦 昼食会
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第1204回例会　　通常例会
平成26年3月28日㈮ 名古屋観光ホテル
12：15～13：30

会長挨拶
　4月3日に私共まさしく再出発というか、今までの
歴史の成果を見せるときがやってくるわけですが、こ
の後高田大会委員長のリードによってどういうふうに
4月3日を迎えたらいいか、4月4日の対応をどうする
のかということがあるかと思っています。
　必要なことは私共、一致団結してこの大きな行事を
迎えそして成功に導くことだとおもっております。
意を新たにして、今日１日前段階の様々な中身を知る
ということを受け止めていきたいと思います。
　皆様よろしくおねがいいたします。

　名古屋中ライオンズクラブ50周年チャーターナイトの日を迎えました。 メンバーはそれぞれの役割分担に基いて、来賓
や姉妹提携クラブの皆様のお出迎え、受付・会場準備などを行い、いよいよ式典の開始時間を迎えることになりました。

松浦会長挨拶　本日ここに、多数の御来賓並びに姉妹
提携クラブ、ブラザークラブの皆様方にご出席頂き、
50周年記念式典を挙行できますことを深く感謝申し
上げます。

　また、名古屋ホスト
ライオンズクラブを親
クラブとして設立され
て以来、半世紀にわた
る関係各位のご支援、
ご鞭撻にここにあらた
めて御礼を申上げる次
第です。ウィサーブを
旗印とするライオンズ
の仲間の励ましや、私
どものアクイティビテ
ィのご協力を賜りまし
た方がたの温かな真心
をあらためて思い起こ
します。本当にありが

とうございました。
　半世紀の歴史の中での様々な事業と、これを支えて
こられた諸先輩に思いを致すと、深甚なる敬意と共に
歴史の重さをかんじずにはいられません。現メンバー

　本日の例会に先立ち、新入会員の森千夏氏・久野綾
子氏の入会式が行われ、スポンサーのＬ竹川から紹介
されました。

Ｌ森 挨拶
　まだ右も左も分かりませんが一生懸命頑張ってまい
りたいと思いますので、皆様ご指導の程よろしくお願
いいたします

Ｌ久野 挨拶
　相続専門の税理士として10年間相続にたずさわっ
てまいりました、今後より相続税が上がりますので、
より広くより正しく相続の知識を皆様に伝えていきた
いという思いでいろいろな活動をしております。

CN50周年記念大会CN50周年記念大会CN50周年記念大会CN50周年記念大会

2014年4月3日 名古屋観光ホテル
式典 16：30～17：30
トークショー 17:40～18：20
祝宴 18：30～20：30

入会式

Ｌ森　千夏 Ｌ久野 綾子

ANNIVERSARY
NAGOYA  NAKA  LIONS  CLUB

ヒ サ ノ

ヒ サ ノ



3

　定刻、Ｌ一柳　績の開会宣言ゴングにより式典がス
タートしました。
　国歌並びにライオンズクラブの歌の斉唱に続き、４
名の物故ライオン（故Ｌ伊佐朗、Ｌ長谷川大次郎、Ｌ
伊東正孝、Ｌ天池亨二）を追悼しました。
　来賓・ご招待者の紹介、姉妹提携クラブの紹介の後、
Ｌ松浦喜多男会長が「ライオンズの理念に向けて、精
励する所存であります」と挨拶しました。

　続いて　愛知県知事　大村　秀章様より祝辞を頂戴
しました。

　名古屋中ライオンズクラ
ブが、本年で創立50周年
を迎えられましたことを心
からお祝い申し上げます。
　会員の皆様方におかれま
しては、献血や薬物乱用防
止教室の開催、交通安全啓
発活動など幅広い地域社会
活動を展開されております
ことに、心から感謝申し上

げます。また日本一の産業県・愛知を支えているのは、
まさに「人」であり、本県では、モノずくり人材の育
成はもとより、世界を舞台に活躍するグローバル人材
の育成、新たな価値観を創造する人材の育成などに取
り組んでおります。
　こうした取り組みの推進には、行政と地域で活動さ
れる皆様や企業などとの連携が不可欠であります。今
後とも、会員皆様のより一層の御力添えを賜りますよ
うお願い申し上げます。最後になりますが、名古屋中

　名古屋で過ごした子供時代の思い出や、
長年続けてきた社会貢献活動、ライオンズ
クラブとの係りなどのお話しをお伺いしま
した。

17：40～18：20

ゲスト　俳優　竹下 景子

トークショー

ライオンズクラブのますますのご発展と、会員の皆様
のご活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたし
ます。

　続いて　名古屋市長　河村たかし様より祝辞を頂戴
しました。

　名古屋中ライオンズクラ
ブがチャーターナイト50
周年を迎えられたことを心
からお祝い申し上げます。
　貴クラブは「晴れ晴れと、
そして未来に向かってウィ
サーブ」のクラブスローガ
ンのもと、さまざまな形で
奉仕活動に積極的に取り組
まれていらっしゃいます。

数ある皆様の活動の中でも、本丸御殿の一部公開が始
まった名古屋城におきまして、来場者の方々に利用し
て頂きたいとの思いから、平成25年５月に「車い
す」を寄贈して頂きました。さらに平成25年10月に
は季節感を感じていただくことを目的に「つばき」の
寄贈をいただきました。皆様のご尽力に対し心から感
謝申し上げます。最後に名古屋中ライオンズクラブの
ますますのご発展と、会員の皆様のご健勝とご活躍を
心からお祈り申し上げます。

　続いてＬ福田源公334-Ａ地区ガバナー、Ｌ山田實
鉱国際協会第二副会長より祝辞を頂戴しました。
　続いて50周年記念事業を同事業部会長のＬ田中博
晶から発表しました。記念事業に対して、名古屋市長、
長野県木祖村村長及び愛知県車いすテニス大会実行委
委員長より当クラブへ感謝状がおくられました。
　続いてこれまで多大な支援を頂いたスポンサークラ
ブ・名古屋観光ホテルへ感謝状を贈呈し、クラブ内表
彰の後、松山中央ライオンズクラブ会長Ｌ服部　勲、
仙台中央グリーンライオンズクラブ会長Ｌ鈴木　一夫、
長野中央ライオンズクラブ会長Ｌ竹内　邦雄の力強い
ライオンズ・ローアが行われました。
　最後にＬ尾崎　博明の閉会の言葉とゴングにより式
典を閉会しました。

大村 秀章 愛知県知事

河村たかし 名古屋市市長

がその歴史や伝統の担い手であり、新たな伝統の創り
手であることを改めて自覚し、緊張しているところで
あります。
　今後とも、いろいろな課題を乗り越えながら、メン
バー全員で、ライオンズの理念の実現に向けて、精励
する所存でありますので、倍旧の温かいご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

16：30～17：30式　典

聞き手　平野 裕加里
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祝宴は「悠情楽団」フィルド・ピアノ・ベース・ギタ
ーの演奏により幕を開けました。

プラネタリウム（名古屋市科学館）見学↓
徳川美術館　宝善亭にて昼食↓
名古屋城本丸御殿 見学↓
リニア鉄道館 見学↓
長野中央ＬＣのバスを見送り
松山中央ＬＣ及び仙台中央グリーンＬＣをセントレア
空港へ見送り

　祝宴の開始の開始にあたりＣＮ50周年大会委員長
Ｌ高田暁男は、名古屋中ライオンズクラブは、チャー
ターメンバー84名「名古屋９番目」のクラブとして
誕生しました。
　多くの功績を残し我々へ道標を残された物故ライオ
ンへの追悼を思い、またクラブ運営に付きましては
「和やかでスマート」の伝統をモットーに全員参加を
目標に活動し今日の日を迎える事ができました。亡き
先輩ライオン、ブラザークラブ・姉妹クラブ・ライオ
ンズ関係者及び、御来賓の温かいご指導と友情の賜物
と深く感謝申し上げます。と歓迎の挨拶をしました。
　続いてＬＣＩＦステアリング委員・元国際理事　Ｌ
栢森新治の乾杯のご発声があり、食事や悠情楽団・声
楽家　ミッズカンパニーの歌声を楽しみました。
　和やかな祝宴となりましたが、最後に大会顧問のＬ
森憲善から謝辞が述べられ、全員が輪になり「また会
う日まで」を合唱し、大会顧問Ｌ丹羽孝爾の閉会の挨
拶をもって祝宴はお開きとなりました。

 Ｇ  Ｈ  Ｎ 
優勝　竹内　伊𠮷（長野） 95 21.6 73.4
２位　高田　　茂（長野） 102 27.9 74.4
３位　丹下　靖憲（松山） 86 10.8 75.2
４位　齋藤　栄嗣（長野） 92 16.8 75.2
５位　原田　浩道（長野） 103 27.6 75.4
６位　大門　　勝（松山） 100 24.0 76.0
７位　清水　信行（松山） 99 22.8 76.2
８位　渋谷　一男（長野） 94 16.8 77.2
９位　森　　和幸（松山） 90 12.0 78.0
10位　松浦　龍也（松山） 96 18.0 78.0
11位　服部　　勲（松山） 91 12.0 79.0
12位　和田　正彦（長野） 109 30.0 79.0
13位　千葉　　徹（仙台） 111 30.0 81.0
14位　今井　竜吾（長野） 102 20.4 81.6
15位　川口　裕子（仙台） 141 40.0 101.0

18：30～20：30祝　宴 エクスカーション

「悠情楽団」フィルド・ピアノ・ベース・ギター

■市内観光ツアー
　  平成26年４月４日（金）

■姉妹クラブ懇親ゴルフ大会
　 平成26年４月４日（金）  三好カントリークラブ 東コース

リ
ニ
ア
鉄
道
館

優
勝
の
Ｌ
竹
内
伊
𠮷

─── 成 績 表 ───　





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

6

◎第1203回例会（３月７日）
兼松　俊雄　CN50成功祈念。松浦会長、高田委員長

頑張って。クラブから病気見舞、喜寿祝
いをいただき有難う

一柳　　績　八百彦本店の（Ｌ三浦）社屋新築をしゅくして
伊藤　天来　CN50の全員参加と同時に大成功を祈る
松浦喜多男　見学例会にご協力いただきありがとうご

ざいました
合計　155,000円

◎第1204回例会（３月28日）
尾崎　博明　本当に春らしくなりました。皆様も益々

お元気で
松浦喜多男　お二人の入会をお祝いして
森　　憲善　３月ゴルフ部会優勝しました。久しぶり

でした
貝出　賢司　50周年成功を祈念して
森　　千夏　入会の喜び
久野　綾子　　　〃
竹川　享志　森千夏さん、久野綾子さんをスポンサー

した喜び
伊藤　天来　50周年行事の成功を祈念して

合計　62,000円
◎第1206回例会（４月18日）
高田　暁男　半世紀の集大成CN50周年が多くの方たち

に「さすが中クラブ」と、お褒めの言葉を頂き
無事終わりました。これもメンバー各位の特性
を生かした力量のおかげだと思います。ご協
力ありがとうございました

松浦喜多男　50周年事業無事終了しました。皆様の
ご協力に感謝申し上げます

藤森　晶子　中LC50周年記念のお祝いが盛大に行わ
れ皆様方のご努力の賜と嬉しく思いまし
た。私は花束贈呈につまづき、ひやりと

させてすみませんでした。これからもま
すますのご発展を願って、少しばかりの
気持ちとして……

一柳　　績　本日は中クラブのチャーターナイト記念
日です。みんなで築き上げた50周年記
念大会の喜びとして

樋口布差雄　50周年幹事いろいろと有難うございました
森　　憲善　松浦会長高田委員長、50周年ご苦労様でした
林　　晃雄　50周年事業、皆様のご協力に感謝致します

合計　180,000円

◇2014年3月15日（土）晴　名古屋グリーンC.C中・西コース
 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ
優勝　森　　憲善 45 47 92 7 85
２位　高田　暁男 52 48 100 14 86
３位　伊藤　天来 54 56 110 20 90
４位　田中　博晶 53 55 108 15 93
５位　尾崎　博明 58 63 121 21 100
６位　丹羽　孝爾 63 62 125 14 111
オープン村松　健次 58 53 111 ─ ─
ニヤピン　№3森　№6森　№8村松
次回H’cp　森7→5　高田14→12　伊藤20→19
（Ｌ村松４月よりゴルフ部会入会H’cp25に認定）

４月２日森　憲善　　３日伊藤碩康　11日兼松俊雄
５月８日樋口布差雄　９日竹川享志　20日一柳　績

鮮魚卸

㈱御園丸正
代表取締役

樋　口　布差雄

中区栄一丁目10-7
TEL.052-231-5798

表具師

家田文昭堂

家　田　晃　次

北区金城四丁目8-15
TEL.052-981-9148

葬祭請負業

㈱一柳葬具總本店
常務取締役

一　柳　　　績

中区栄三丁目14-11
TEL.052-251-9296

金属加工部品製造

㈱　愛　康
代表取締役

伊　藤　碩　康

小牧市小木東二丁目246
TEL.0568-72-9352

松浦喜多男 中区千代田5-18-19 松浦国際特許事務所 TEL.241-1126

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

貝出　賢司 東区筒井1-14-2 ㈱ 貝 出 電 機 商 会 TEL.935-6703

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1209回　６月６日（金）
通常総会　名古屋観光ホテル
第1210回　６月20日（金）
最終例会　名古屋観光ホテル
第1211回　７月４日（金）
新旧引継　名古屋観光ホテル
第1212回　７月18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

ドネーション・ファイン

ゴルフ部会だより

おめでとう誕生日（4・5月）

全員集合スタート前 優勝 Ｌ森

ヒサノ


