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We Serve
心の平和は 健康への第一歩
ありがとう ウィ・サーブ
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さあ行こう 次のステップへ

　皆様、こんにちは。この度中ライオンズクラブの会
長を務めさせていただくことになりました尾崎博明で
ございます。
　この重責を果たすに当たり、かねがね私が考えてい
たことは、どんなに小さな団体でも、またどんなに平
凡に見える組織でも、合理的で楽しく、且つ発展的に
運営していくには、全会員の一致した努力が重要であ
ると考えております。現代のように開かれた経済社会
においては、大きな目標を掲げながらも、地域に密着
した綿密な活動が望まれております。まさに、地区ガ
バナーが掲げられておるように、“尽くして求めず”
の精神が必要だと思います。
　この中ライオンズクラブでも創立以来50有余年が
過ぎ、立派な先輩方の指導を受けることが出来、私も
社会的、経済的に多くの知見を得ることが出来ました。
国内視察、海外見学など多くのイベントへの参加もそ
の一つであったと思います。我々ライオンズクラブの
メンバーは、地域活動を底辺とし、家族や自分の知性
を高め、自身の事業を発展させると主に、地域や関連
企業などを発展させる中で、ライオンズクラブもまた
発展拡大させる事が可能になるのだと確信するように
なりました。

幹事就任あいさつ　
　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。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。

会計就任あいさつ　
　この度、名古屋中ライオンズクラブの会計を仰せつ
かりました。初めての会計ですので、御迷惑をかける
ことが多々あることと思いますが、皆様のご指導とご
協力をよろしくお願いいたします。

村　松　健　次
五松商事㈱
代表取締役

幹事

貝　出　賢　司
㈱貝出電機商会

代表取締役

会計

尾　崎　博　明
㈱ジョイン明和

代表取締役

会長

会長就任あいさつ
　さあ皆さん！ライオンズクラブ創立の精神に則り、
共に前へ進もうではありませんか！
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　５月３日は暦では立夏と言います。少しずつ暑くな
ってきました。私は冬より夏の方が好きですが、暑い
季節ですので皆様には、体調に十分お気をつけてくだ
さい。
　また４月23日には見学例会としまして岡崎の大樹
寺に行ってまいりました。皆様お忙しい中ご参加頂き
ありがとうございます。事故もなく無事に行けました
のは皆様の御協力のおかげです、ありがとうございま
した。
　また姉妹提携クラブ（長野中央・松山中央）の記念
大会が今月行われます。お忙しい所恐縮ですが、御協
力お願いいたします。
　本日はスピーカーとしてここ若宮の杜迎賓館につい
て名古屋観光ホテルの伊藤部長様よりお話を頂戴しま
す。よろしくお願いします。

　日頃名古屋観光ホテルを
ご利用頂きありがとうござ
います。今日は私共にＰＲ
の時間を頂戴出来有り難う
ございます。この施設は神
社とホテルがコラボレーシ
ョンしての事業展開という
ことで、各方面から反響を
頂いています。
　今通り沿いに賑やかにノボリがたくさん立っていま
すが、若宮祭りが開催されます。大変盛大なお祭りで
山車が主役です。戦前のお祭りでは７台の山車が出て
おりましたが、現在では焼け残った１台のみが出ます。
　若宮八幡社の歴史は大宝年鑑西暦700年頃と伝承さ
れております。1532年に合戦で焼失されましたが1540
年に織田信秀により再建されました。ちなみに若宮大
通りは若宮八幡社があるからこの名前がつきました。
ちなみにこの神社の収入の大半は駐車場収入でありま
して、歴史ある神社としては大変嘆かわしいことであ
り、神社の名にふさわしい佇まいを取戻し集い安らげ
る場所を復活させたいと当時の宮司さんの思いがあり
ました。２年前頃に我々の事業計画に賛同頂き神社と
のコラボレーションがスタートしました。またメディ
アの反応も良く数々の取材を受けることとなりました。
神社経営の新たな切り口として注目されています。
　従来の神社の披露宴施設は神社の職員の方が商品構
成・ＰＲ・当日のサービスなどすべて行うのですが、
我々の提案は神社の方は祭事の方に集中して頂き、他
全ての事はホテルが請け負うという形をご提案しまし
てご賛同いただきました。また建物のデザインとして
神社という日本古来のもので純和なので非常に悩んだ
ところでございましたが、ホテルが運営するというこ
とでホテルのテイストを残したものを創って頂き、イ
メージとしては旧帝国ホテルのような景色に溶け込む、
日本ならではの洋風な建物にしましょうと提案しまし
て、このような建物が完成しました。
　最後に事業のコンセプトですが、結婚式の復活、家
族の思い出と共に帰ってこられる場所になる。２世代、
３世代と続く循環を確保できるようにしていこう。お
陰様で結婚式は順調ですが、平日はまだまだ厳しい状
況でございます、皆様の更なるお力添え、ご指導を賜
りたいとおもいます。

第1231回例会　　通常例会
平成27年５月８日㈮
12：15 ～ 13：30 若宮の杜  迎賓館

Ｌ一柳会長
あいさつ

名古屋観光ホテル  営業統括部長

伊　藤　清　勝　様
若宮の杜 迎賓館について

おめでとう誕生日

　５月にお誕生日を迎えられたのはＬ森 千夏です。

お誕生日の
 Ｌ森 千夏

Speech
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　５月14日（長野）ホテル国際21にて長野中央ライ
オンズクラブの結成50周年記念大会が行われました。

Ｌ吉野会長挨拶
　本日は、長野中央ライオンズクラブの結成50周年
記念大会にご多忙の中、笠原334-Ｅ地区ガバナーを
はじめ御来賓の方々の御臨席を賜り誠にありがとうご
ざいます。
　またブラザークラブの皆様と遠路よりお越しいただ
いた姉妹クラブの皆様をお迎えして記念式典を盛大に
挙行できますことを心より感謝申し上げます。
　私たちクラブは、1965年４月、長野ライオンズクラ
ブのスポンサーにより47名のチャーターメンバーで
発足しました。以来半世紀にわたりスポンサークラブ
の御指導とブラザークラブのご支援をいただき、多く
の先輩ライオンと共に地域社会に根差した奉仕活動に
努め、更には日本・フィリピン合同医療奉仕活動にも
参加してまいりました。一人一人のクラブ員が結成
50周年のロゴマークにも記しましたように「和と
心」で協力しあい、新たな51年に向かって今後の奉
仕活動を考え行動していく決意でおります。

長野中央ライオンズクラブ50周年
平成27年５月14日㈭

15：00 ～ 
ホテル国際２１

開会のゴング Ｌ吉野会長

来賓祝辞
334-E 地区ガバナー
Ｌ笠原

スポンサークラブ挨拶
長野ライオンズクラブ
会長Ｌ立岩

スポンサー
クラブへ
感謝状贈呈

　第1232回例会は334複合地区第61回年次大会
（５月24日・名古屋国際会議場）をもって開
催されました。

一柳会長挨拶
　みなさんこんにちは。暦の上では11日は「入梅」
です。九州地方は早々と梅雨入りしたようです。
　当クラブでは５月は忙しく活動をしてまいりました
ので、ご報告させて頂きます。当クラブは、334複合
地区第61回年次大会 in 愛知において「会員増強優秀
賞」を受賞しました。賞状を会場に展示していますの
でご覧下さい。そして、長野中央ＬＣ・松山中央ＬＣ
の二つの姉妹提携クラブのＣＮ50周年記念大会に、
当クラブから延べ20名参加
頂きました。長野でも松山
でも心からのおもてなしを
受け、とても良い勉強にな
りました。参加下さった皆
様に心よりお礼申し上げま
す。

ビルダーキー授与
　新入会員を多数紹介して頂いた方に対する褒賞です。
特に多数の会員を紹介した方に与えられるビルダーキ
ーは、一柳会長、Ｌ田中、Ｌ竹川に授与されました。
会員の紹介に貢献したＬ家田、Ｌ松浦、Ｌ高田にはメ
ンバーシップキーが授与されました。

第1233回例会　　通常例会
平成27年６月５日㈮
12：15 ～ 13：30

名古屋観光ホテル
18F 伊吹の間

会員増強優秀賞
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　みなさんこんにちは。日頃
より車いすテニスにご理解を
頂きありがとうございます。
　愛知県車いすテニス大会は、
車いすテニスの普及を主な目
的として開催してきました。
名古屋市で開催することにな
って本年度で16年になります。

　名古屋中ライオンズクラブの皆様にご支援頂いた昨
年度の大会も、２日間でニューミックスダブルス22
組、車いすダブルス12組、車いすシングルス37名で
熱戦が繰り広げられました。車いす選手は愛知県を中
心に、関東圏、関西圏からもエントリーがあり、他の
地域で行われている車いすテニスの地方大会と比較し
ても大変多くの参加者があります。
　また、各クラスの中でがんばって試合をしている選
手・ペアに送られる中ライオンズ賞という賞もありま
す。これは、スポーツをする上で原点でもあり大変名
誉な賞だと思います。
　さて、大会の準備や運営を行っている実行委員会は
「参加して良かった。また参加したい、と思って頂け
る大会にしよう！」という趣旨に基づいて企画運営を
しています。その甲斐あって、参加選手からこの大会
は雰囲気がいいなどの声を頂いております。それはご
支援ご協力を頂いています皆様のおかげと感謝してお
ります。
　昨年は名古屋中ライオンズクラブの皆様からご支援
頂いている中から「車いすテニスジュニア体験会」を
開催しました。ジュニア選手の育成にも役立たせてい
ただいております。このような機会の中から将来のパ
ラリンピック選手が生まれることを私たちも期待して
います。

愛知県車いすテニス大会 in NAGOYA

ゲストスピーチ

協賛金贈呈

ローア

石　本　直　美　様

2014 車いすテニス大会ご報告

おめでとう誕生日

　６月に誕生日を迎えるのは、Ｌ高田（21日）、Ｌ田中
（27日）の２名です。おめでとうございます。

　愛知県車イいすテニス大会・実行委員平手貴博様に
協賛金を贈呈しました。

お誕生日の
 Ｌ高田
 Ｌ田中

一柳会長、Ｌ田中による力強いローア

Speech

　最後になりましたが今年度の大会は７月25日（土）、
26日（日）に開催します。今後ともご支援ご協力をお願
い致します。

一柳会長挨拶
　皆様ご存じのように、会長就任期間は７月１日から
翌年６月30日で終わります。新年度ということで７
月１日からは「尾崎博明内閣」になります。従いまし
て私は本日をもって会長を退任することになりました。
ありがとうございました。
　役員の皆様、会員の皆様、本当にお世話になりまし
た。皆様の寛容な精神とご理解いただきましてまた、
皆様にご指導いただきまして本日を迎えることが出来
ました。本当にありがとうございました。
　そして私、幸いなことに幹事Ｌ林、会計Ｌ森、計画
委員長Ｌ三國にいろいろお願い致しまして、ご迷惑を

第1234回例会　　ナイター例会
平成27年６月19日㈮
18：00 ～ 20：00

名古屋観光ホテル
2F 曙西
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◎第1231回例会（５月８日）
伊藤　天来　４月ゴルフ例会で優勝しました。
一柳　　績　誕生祝と、孫が宝塚デビューを無事果た

しました。
三國　　健　ようこそ若宮の杜 迎賓館へ。
森　　千夏　名古屋中ライオンズクラブに入会して以

来二度目の誕生日を迎えます。どうもあ
りがとうございます。

合計　25,000円
◎第1233回例会（６月５日）
一柳　　績　皆様の協力に感謝を !!

合計　10,000円

おかけしたと思いますが、皆様にお世話いただき助け
られて本日が迎えられたと思います。Ｌ林には３回目
の幹事をお願いしました。Ｌ森は全てのイベントに参
加同行いただきました。Ｌ三國は名司会者で、またプ
ロカメラマンですので写真撮影をお願いいたしました。
本当に皆様に助けられて本日を迎えられたと思ってお
ります。感謝、感謝です。
　今宵のナイター例会は少し企画が違っておりまして、
お楽しみです。どうぞひとつ、楽しんで下さい。あり
がとうございました。

　歌って踊れる即興似顔絵士、桜小路富士丸さんにメ
ンバーの似顔絵を描いてもらいました。

ドネーション・ファイン

次期会長Ｌ尾崎の音頭で乾杯

乾杯あいさつ

ローア抱腹絶倒　似顔絵パフォーマンス！
桜小路富士丸さん

Ｌ松浦の似顔絵

一柳会長の似顔絵

一柳会長・Ｌ松浦・Ｌ竹川の似顔絵

三役とＬ三國（計画）による最終ローア

Ｌ竹川の似顔絵
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７月 ３日

７月 17日

８月 10日

８月 26日

９月 ４日

９月 17日

10月 ２日

10月 16日

11月 ６日

11月 20日

12月 ４日

12月 18日

１月 ８日

１月 22日

２月 ５日

２月 19日

３月 ４日

３月 18日

４月 １日

４月 15日

５月 ６日

５月 20日

６月 ３日

６月 17日

（金）

（金）

（月）

（水）

（金）

（木）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

（金）

2015年度　名古屋中ライオンズクラブ例会予定表　2015.7～2016.6

名古屋観光ホテル

名古屋観光ホテル

名古屋東急ホテル

日泰寺

名古屋観光ホテル

クレストンホテル

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

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

最終例会

アジアフォーラム
　バンコク
　2015.12. 3～ 6

地区年次大会
　2016.5.14（土）名古屋市

複合地区年次大会
　2016.6.5（日） 掛川市

国際大会
　福岡市
　2016.6.24～28

仙台中央グリーン55周年
　2015.10.9（金）～10

※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

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

◎第1234回例会（６月19日）
一柳　　績　会員皆様には寛容な精神でご協力を戴き感

謝申し上げます。お陰様で本日第52代会長
を退任させて戴きます。ありがとうございました。

林　　晃雄　一年間ご協力ありがとうございました。
森　　憲善　一柳会長ごくろうさんでした。
三國　　健　一年間ありがとうございました。
松浦喜多男　一柳会長の指導力に感服！６月のゴルフ

例会と会長賞取切戦で優勝。
家田　晃次　役員の皆様一年間ありがとうございました。
野村　俊介　まだ短いですが大変勉強させてもらいました。
伊藤　天来　三役及び役員の方々一年間ご苦労様でし

た新年度もよろしくお願いします。
丹羽　孝爾　同じく

合計　140,000円
◎第1235回例会（７月３日）
一柳　　績　会長Ｌ尾崎、幹事Ｌ村松、会計Ｌ貝出　

新内閣の船出を祝し。
森　　憲善　尾崎新会長ガンバレー。
尾崎　博明　またこの一年よろしく。
兼松　俊雄　一柳会長一年間ご苦労様でした。これか

らもクラブ発展の為ご尽力お願いします。
丹羽　孝爾　新会長バンザイ！
家田　晃次　役員の皆様一年間がんばってください。
谷口　宗清　長期欠席のおわびとして。
伊藤　天来　新役員、尾崎会長、村松幹事、貝出会計、

一年間頑張ってください。
田中　博晶　Ｌ尾崎よろしく。
杉本　欣彌　役員の皆様方、一年間ご苦労様。
貝出　賢司　一年間よろしくお願い致します。
赤堀　　耕　一年間よろしくお願い致します。
高田　暁男　尾崎執行部スタートを祝して。

合計　170,000円
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運営委員会

次　期　役　員　名　簿

委員会所属一覧表

2015.7～2016.6

2015.7～2016.6

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

尾　崎　博　明
一　柳　　　績
家　田　晃　次
貝　出　賢　司
村　松　健　次
貝　出　賢　司
加　藤　俊　樹
赤　堀　　　耕
谷　口　宗　清

副 幹 事

副 会 計

副ライオンテーマー

副テールツイスター

松　浦　喜多男
高　田　暁　男
兼　松　俊　雄
一　柳　　　績

二 年 理 事

〃

〃

〃

一 年 理 事

〃

〃

〃

高　田　暁　男
竹　川　享　志
三　國　　　健
田　中　博　晶
林　　　晃　雄
森　　　憲　善
丹　羽　孝　爾
松　浦　喜多男

会計監査委員

〃

兼　松　俊　雄

谷　口　宗　清

◎委員長　○副委員長

◎谷口　○森（憲）　　高田

◎兼松　○林　　樋口　一柳

◎貝出　○三浦　

小出　高橋　丹羽（正）　嶋村

◎田中　○野村　　藤森　加藤　松浦

丹羽（孝）　杉本　竹川　福島

◎赤堀　○森（千）　　伊藤（天）

三國　山中

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

◎杉本　○田中　　藤森　加藤　森（千）

高田　竹川　山中

◎森（憲）　○伊藤（天）

林　一柳　伊藤（碩）　松浦　三國

野村　高橋

◎丹羽（孝）　○赤堀　　樋口　兼松

小出   三浦   谷口   嶋村   福島   丹羽（正）

環境・保健
①

青少年指導
②

国際関係
及び LCIF
①

特別委員会

◎田中　○松浦　　小出　兼松　谷口

樋口  森（憲）  高田  竹川  一柳  丹羽（正）

◎松浦　○尾崎　竹川　貝出

接　　待

GMT / GLT

特別委員会

◎森（憲）  ○高田　兼松  田中  松浦  一柳

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
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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

弁 護 士

赤堀法律事務所
弁護士

赤　堀　　　耕

中区丸の内2-17-12-402
TEL.052-222-1168

天むす製造販売

㈱藤森時計店
代表取締役

藤　森　晶　子

中区大須4-10-82
TEL.052-262-0466

医薬品販売

㈲フクシマ薬業
代表取締役

福　島　政　治

港区土古町1-72
TEL.052-381-6816

寺 院

真宗大谷派 正 念 寺
代表役員（住職）

林　　　晃　雄

中区新栄2-37-11
TEL.052-241-5452

尾崎　博明 東区葵1-6-3 ㈱ ジ ョ イ ン 明 和  TEL.772-6513

村松　健次 東区矢田1-16-10 五　松　商　事　㈱ TEL.721-3222

赤堀　　耕 中区丸の内2-17-12-402 赤 堀 法 律 事 務 所 TEL.222-1168

森　　千夏 中区栄5-1-33 Ｍ Ｏ Ｒ Ｒ Ｉ Ｓ TEL.261-3300

株式会社 地上社 名古屋市中区栄5-26-40

TEL.962-3782

TEL.241-1196

第1237回　８月10日（月）
通常例会　名古屋観光ホテル
第1238回　８月26日（水）
最終例会　名古屋観光ホテル　　
第1239回　９月４日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル　　　
第1240回　９月17日（木）
通常例会　名古屋観光ホテル
定例理事会 毎月第２例会日

例会予告

ゴルフ部会だより

◇2015年５月19日（火）曇　三好C.C 東コース
 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ
優勝　佐藤　文弘 54 50 104 19 85
２位　高田　暁男 56 45 101 13 88

◇2015年６月11日（木）三好C.C東コース 会長杯争奪戦
 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ
優勝　松浦喜多男 47 42 89 11 78
２位　伊藤　天来 48 52 100 12 88
３位　丹羽　孝爾 53 63 116 17 99
４位　高田　暁男 58 52 110 11 99
　ニヤピン №4高田

　会長杯　松浦喜多男　優勝

会長杯優勝 Ｌ松浦喜多男

パーティー会場のメンバー

優勝 Ｌ佐藤文弘

スタート直前メンバー

◎定例理事会　５月８日　於：若宮の杜　迎賓館
〈出席〉一柳　林　森(憲)　松浦　尾崎　家田　杉本
　　　　丹羽(孝)　高田　三國　村松　貝出
１．会計報告
　　４月末試算表　全会一致で承認　
２．会員委員会より
　　Ｌ久野綾子退会の申し出を全会一致で承認
３．最終例会について
　　桜小路富士丸さんをアトラクションとすることを
　　全会一致で承認
４．ホームページについて
　　更新料5,000円/月を全会一致で承認

◎定例理事会　６月12日　於：スギモト本店
〈出席〉一柳　林　森(憲)　尾崎　家田　田中　杉本
　　　　丹羽(孝)　竹川　三國　赤堀　村松
１．会計報告
　　５月末試算表　全会一致で承認
２．会員委員会より
　　Ｌ嶋村徳之退会申し出を全会一致で承認
３．次年度の件
　　準備理事会資料を全会一致で承認
４．その他
　　木祖村のアンテナショップがリニューアルオープ
ン報告

理事会議事録 ３位　松浦喜多男 49 58 107 12 95
４位　尾崎　博明 62 66 128 26 102
５位　伊藤　天来 58 57 115 12 103
６位　丹羽　孝爾 59 61 120 17 103
７位　田中　博晶 66 53 119 15 104
　ニヤピン №4松浦　№7高田　№17高田
　次回H’cp　佐藤19→15　高田13→11　松浦12→11


