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さあ行こう 次のステップへ

尾崎会長あいさつ　
　新しく会長に選ばれることになりました。
　今までも色々勉強させてもらいましたが、尚足らな
いところが非常にたくさんあると感じております。
初めてのことでもありますし、不慣れなところもあ
り、皆様の観点からされると不十分なことも多いと思
いますが、ご挨拶をさせていただくと同時に、この一
年間よろしくお願いいたします。

　これから一年、皆様に色々ご迷惑をかけながら、こ
の会を発展させていければと思っておりますので、ご
協力、ご支援の程宜しくお願いしたいと思います。

第1235回例会　　通常例会
平成27年７月３日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

Speech Ｌ尾崎会長

新会長 Ｌ尾崎へのバッジ授与

新会計 Ｌ貝出へのバッジ授与

新幹事 Ｌ村松へのバッジ授与

Ｌ尾崎会長

新旧三役バッジ交換

おめでとう誕生日

　L谷口、L加藤、L小出おめでとうございます。
　L谷口は米寿を迎えられます。

お誕生日の
 Ｌ谷口
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　会長をはじめ皆様の色々な仕事を見ておりまして、
私は一番下のその他大勢でやっていければいいと思っ
ておりましたが、この会で会長の役職に就かせていた
だくことになりました。そのような重責のある仕事を
やるということは、あまり好きでもなく、慣れてもい
ません。
　では、どのような考え方でやっていけばいいかと、
独断的な考えを述べさせていただいて私のスピーチに
替えさせていただきたいと思います。
　会長とは、どのように、会の方のご支援をいただい
けるよう会の運営に望んでいけばいいかと、私なりに
考えてみました。
　ライオンズについて書かれているものがいろいろあ
りますが、それらを総合して考えると、このライオン
ズを合理的に、楽しく発展させながら運営していくた
めには、一番身近に表されているのが、ライオンズの
手帳の中に書かれている「ライオンズクラブの道徳的
綱領」です。その中には非常に重要なことが書かれて
いると感じます。
　われわれのクラブも50年の歴史があり、先輩方か
ら社会的にも経済的にも色々学ぶことがありました。
その中で私は、社会の中で一番大切なのは家庭だと思
っています。
　第一次産業によって生活していた中での家庭は、職
業、家庭が一つの身近なところに共存しており、子ど
ももたくさん育てることが出来ました。現代は生活の
あり方が変わり、女性は子どもを育てながら職業も持
ち、大変です。子どもを一人育てるのも大変です。日
本に残る封建的な考え方が子どもを持ちにくくしてい
ると思います。
　ライオンズクラブの姉妹クラブには、男性はもちろ
ん女性の方も、家庭も仕事も地域のことも十分こなし
て立派にやられている方が大勢います。
　私が強調したいことは、ライオンズクラブはまず家
庭を大事にして、地域でも成果を上げる活動が望まれ
ます。しかし私たちの中ライオンズクラブは、他のク
ラブに比べると地域における活動が手薄になっていた
のではないかと思います。我がクラブも地域活動に気
を遣った活動をやっていきたいと考えております。

テイルツイスター挨拶（Ｌ赤堀）
　テイルツイスターを仰せつかりました赤堀です。
　テイルツイスターの仕事といえば、ドネーションの
回収です。日頃の弁護士業務の知識と経験を生かして、
債権回収に努めていきたいと思いますので何卒宜しく
お願い致します。

会長あいさつ　
　私が会長に就任させていただいて２回目の例会とな
りますが、７月ということで、ライオンズクラブとし
ては最初の月になります。
　ライオンズ中というのは50年を過ぎています。こ
の50年というのは、人間にとっても大きな節目のと
きであります。大変長い年月であり、世代でいうと三
世代くらいになります。つまり創設された時期という
のはおじいさんくらいの時代になります。話では聞い
ていても、実際にどうであったかはわかりにくい頃で
あります。
　創立当初の考え方や、先輩たちが努力されてきたこ
とを、後の世代につないでいかないといけない、そう
しないと組織そのものが変質してしまう。そのようで
はいけないと私は考えております。それについては先
輩の方や同僚の方の協力がないとうまく運営できない
と考えておりますので、どうぞ一つ宜しくお願い致し
ます。

幹事挨拶（Ｌ村松）
　この度幹事を仰せつかりました村松です。何をやっ
ていいのか、何をやるべきなのか全く分かっておりま
せんので、色々ご指導いただけたら幸いでございます。

会計挨拶（Ｌ貝出）
　今年会計を仰せつかりました貝出でございます。今
年３役全員が初めてということで、何かとご迷惑をお
かけします。会計としましては、事務局におんぶに抱
っこということになるかもしれませんが、宜しくお願
い致します。

第1236回例会　　通常例会
平成27年７月17日㈮
12：15 ～ 13：30 名古屋観光ホテル

新三役による力強いローア

ローア
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　日本の城とは？ということで、クイズです。
「現在日本には城がいくつあるでしょうか？」

１．300　　２．3,000　　３．30,000
　答えは30,000です。それはなぜかと申しますと、お
城の中には古くは弥生時代、佐賀県の吉野ヶ里遺跡な
ど観光集落といわれるものまでお城とカウントされま
す。戦ったり守ったりする設備を備えているものもお
城の中に含まれるからです。
　皆様がイメージされたお城というのは、戦国時代の
織豊平城郭、近世の近世城郭になります。小牧山城も
これに含まれます。これらの数がだいたい300になり
ます。残りは中世城郭になります。城とは、「土から
成る」ものだと漢字は言っています。中世山城という
のは、まさに「土から成る」お城の本質です。日本で
確認されるお城の99％はこのお城になります。にも
かかわらず、私たちはお城というと、名古屋城のよう
なお城を想像します。その原因は信長の安土城築城が
劃期であると言われています。安土城以降のお城で
300あるということになります。
　そんな信長が手がけた小牧山城は、安土城から遡る
こと13年前の尾張地方で作られたお城です。面積約

21ha、標高85.9ｍです。そんな小牧山城は、お城とし
て使われたのは２回のみです。一度目は桶狭間の戦い
の後、信長が居城として4年使用していました。その
後、安土桃山時代に、小牧・長久手の戦いの時、小牧
山城を改修して徳川家康、織田信勝の連合軍が陣城と
して１年ほど使用します。
　この小牧山城は、徳川家康が使用したということで、
江戸時代中保護されておりました。おかげで戦国時代
の城の姿をほぼ手つかずで現代まで引き継いでいる、
極めて希なものです。多くのお城は幕末の姿が残って
いるのに対し、小牧山城は戦国の姿が残っているので
す。
　信長が居城とした４つの城のうち、清洲城と岐阜城
は元々お城としてあったところに信長が入ったもので
すが、小牧山城と安土城は信長が一から建てたもので
す。つまり、信長のお城に対する考え、野望などがよ
りダイレクトに現れているのが、安土城と小牧山城の
二つなのです。そして信長が初めて作ったお城が小牧
山城になるということです。
　その小牧山城の発掘調査ですが、小牧山は出城と考
えられていたため、掘っても何も出てこないといわれ
ていました。しかし掘ってみると、ずらっと30ｍほ
ど石垣が出てきたのです。
　多くの石垣がその後江戸時代中に様々な手が加わっ
たのに対し、この小牧山城は戦国時代以降手つかずで
したので、オリジナルの石垣の姿が残っているのです。
信長も見た石垣が、450年ぶりに日の光を浴びたので
す。
　そんな小牧山城の実際の様子と、それから何が分か
ってきたのかについて、次回９月４日にお話させてい
ただきたいと思います。

Ｌ藤森
アワード伝達

アワード伝達　
　メンバーシップキー（会員の増強に貢献）を授賞し
たのは、Ｌ藤森と、Ｌ貝出です。

小牧市教育委員会

考古学専門員

小野 友記子 様

信長のまちづくりについて

ゲストスピーチ
Speech

ローア

Ｌ藤森、Ｌ加藤によるローア
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　名古屋城北ＬＣ幹事・Ｌ田辺郁夫の司会により、合
同例会が開催されました。

中ＬＣ・Ｌ一柳による物故ライオンへの黙祷

　法要例会が開催されました。
　８月度の第二例会として、８月25日午前11時に出席
者14名のもと、覚王山日泰寺で法要例会が開催され
ました。
　本年は喜ばしい事に、この１年間に物故者が一人も
おられなかったので、初代会長Ｌ平子岩吉氏をはじめ
とする今までのすべての物故者に対しご供養させてい
ただきました。広い本堂内で、住職はじめ多くの役僧
の皆様に非常に懇ろにお経を上げていただき、非常に
荘厳な雰囲気の中で尾崎会長はじめ出席会員全員が焼
香させていただき、中ライオンズクラブ先人の皆様の
御遺徳をしのびました。

物故ライオン
に黙祷
Ｌ一柳

会長焼香

地区ガバナー挨拶　Ｌ加藤史典

会場の様子

焼香全景

ガバナーＬ加藤史典　公式訪問

読経全景

第1238回例会　　法要例会
平成27年８月26日㈬
11：00 ～ 12：30 覚王山・日泰寺

地区ガバナー
Ｌ加藤史典

司会
　Ｌ一柳

名古屋ホストＬＣ／名古屋名城ＬＣ／名古屋中ＬＣ／
名古屋北ＬＣ／名古屋城北ＬＣ／名古屋栄ＬＣ／
名古屋堀川ＬＣ

第1237回例会　　合同例会
平成27年８月10日㈪
12：15 ～ 13：45 名古屋観光ホテル

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
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◎第1236回例会（７月17日）
三國　　健　尾崎会長１年間よろしくお願いします。
松山周年観行を受けたお礼として杉本のお肉を送った
際の会員から集金したお金の残金として。

合計　9,250円
◎第1238回例会（８月26日）
日泰寺写真集提供の謝礼として出席者14名から

合計　14,000円

◎第1239回例会（９月４日）
高田　暁男　７月ゴルフとりあえず優勝しました。
尾崎　博明　満85歳になりました。今後ともどうぞ

宜しく。
合計　35,000円

　焼香、読経終了後、ご住職より日泰寺の成り立ちに
関する御法話をいただき、日泰寺の歴史、タイ国王室
との関わりなどについてあらためて勉強させていただ
きました。
　法要終了後は、書院で八百彦さんのおいしいお弁当
をいただき、午後１時ころ散会となりました。

　この度2014年度名古屋中ライオンズクラブ第52
代会長の任期を終えるに当たり、会員の皆様のご協
力とご尽力に心より感謝申し上げます。
　そしてクラブ運営では幹事L林晃雄・会計L森憲
善・計画委員長L三國健の多大なサポートにより、
無事今日を迎えることが出来ました。
　会長就任時に掲げたスローガンを目標に、計画・
実行に勤めて参りました。
第１：会員増強
　　会員の高齢による体調不良で残念ながら退会を
受けざるを得なくなりましたが、ビルダーキー賞
受賞により今後も会員増強に努めます。
第２：楽しい例会
　　Ｌ谷口宗清宗匠宅での茶の湯体験は心地よい緊
張感を伴い愉しい例会となりました。
　　スピーカーは、会員の皆様に奉仕活動の内容を
より理解いただけるよう活動先に依頼する事を心
掛けました。
　　家族例会・見学例会は関係者の特別な配慮によ
り一般では出来ない体験でした。
第３：50周年記念事業の実行と継続
　　奉仕活動を通じ地域社会に我がクラブを理解戴
くことは、人間関係を深め次回への活動の励みと
楽しみとなり、活動の喜びを感じました。
　そして334Ａ地区年次大会に於いては国際会長及
びガバナーよりの２件の受賞はクラブにささやか
な貢献ができたと思っています。
　37年間ライオンズクラブ生活で今期は一番の充
実感の中、お陰様で会長職を楽しませて戴きました
ことは会員の皆様の寛容なご理解とご協力によるも
のと感謝申し上げます。
　最後に会員皆様のご健勝とご繁栄と中クラブの
益々の発展を祈念申し上げますと共に、会員皆様の
絆がより一層深まることを願い、退任のご挨拶と致
します。
　一年間、大変お世話になり有り難う御座いました。

　飲み物の補給ブースで飲料水を渡すアクティビティ
を行いました。

ドネーション・ファイン

車いすテニス大会で飲み物補給でお手伝いするメンバー

住職法話

2015愛知県車いすテニス大会
名古屋市東山公園テニスセンター
平成27年７月25日（土）～26日（日）

退任挨拶 第52代会長　一 柳　　績
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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

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1241回　10月２日（金）
通常例会　名古屋観光ホテル
第1242回　10月16日（金）
家族会　　名古屋観光ホテル　　
第1243回　11月６日（金）
献血　　　　
第1244回　11月20日（金）
合同例会　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

　平成27年７月３日のゴルフ部会総会にて今年度役
員が次の様に改選されましたので報告します。
　　会長　高田　暁男
　　幹事　伊藤　天来
　　会計　森　　憲善

◇2015年７月18日（土）曇　三好C.C東コース
 Ｏ Ｉ Ｇ Ｈ Ｎ
優勝　高田　暁男 55 44 99 25 74
２位　尾崎　博明 58 54 112 35 77
３位　伊藤　天来 51 56 107 29 78
４位　田中　博晶 52 50 102 21 81
５位　佐藤　文弘 53 53 106 20 86
６位　赤堀　　耕 56 66 122 30 92
７位　村松　健次 58 63 121 25 96
　　　森　　憲善 N.R
　　　松下　　孝 O.P
　ニヤピン №4赤堀　№10高田
次回 H’cp 高田25→20　尾崎35→31　伊藤29→27

◎定例理事会　８月26日　於：日泰寺

１．会計報告

　　前年度決算報告及び7月末試算

　　全会一致で承認

２．仙台中央ＬＣ55周年参加について

　　御祝い金　15万円

　　お土産　長野中央・松山中央の時と同様の

　　することを全会一致で承認

３．名古屋城の御堀に植えた椿の件について

　　一部植え替えとすることを全会一致で承認

◎定例理事会　９月４日　於：名古屋観光ホテル

１．仙台中央グリーンＬＣ55周年について

　　10月９日：式典・祝宴・歓迎会

　　　　10日：エクスカーション

　　参加者は９名です。

２．次回例会について

　　９月17日：18：15クレストオンホテルにて。

　　ゾーンチェアパーソン例会訪問で栄クラブとの

　　合同例会。

理事会議事録

◇日程　８月例会はお休みです。

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

優勝 Ｌ高田暁男

スタート直前メンバー

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


