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2021  August

［クラブスローガン］：一つずつできることからウィ サーブ
［国際会長モットー］：ウィ サーブ（われわれは奉仕する）
［334複合地区スローガン］：将来を見据え 奉仕と変革の能動者となろう
［334-A地区スローガン］：受け継ぐ奉仕 未来へつなげ We Serve！

次月の理事会・例会

第１３９９回例会 ９月 ３日（金）於 名古屋マリオットアソシアホテル
第１４００回例会 ９月１３日（月）於 名古屋観光ホテル
理事会 ９月 ３日（金）於 名古屋マリオットアソシアホテル



第1395回例会報告
2021年7月2日（金）18：45～20：00

名古屋マリオットアソシアホテル 17階 ルピナス

会長Ｌ森戸の挨拶 今期司会のＬ山田 ライオンズの誓いを行うＬ嘉和地

67団団員長山崎義和様からお礼の言葉

入会式を行う会員長L伴野 新入会員が誓いの言葉を朗読

BSに助成金の贈呈 育成会副会長L伊藤へボーイのチーフを
プレゼント

新入会員にバッチの贈呈

7月2日(金）名古屋マリオットアソシアホテル「ルピナス」に於いて新三役
の元、今期最初の7月度第一例会が開催されました。ゲストビジター、ボー
イスカウト名古屋第67団団員長山崎義和様のご入場の後、新会長Ｌ森戸によ
る開会のゴング、国旗儀礼、国歌君が代斉唱、ライオンズの誓いをL嘉和地
が行い、ライオンズクラブの歌を全員で斉唱しました。会長挨拶に続き、入
会式が行われ、L谷口幸雄、L磯輪明宏が誕生いたしました。BS名古屋第67
団団員長山崎義和様に助成金の贈呈が行われ、前三役から新三役へバッチの
贈呈、前三役へバッチの贈呈が行われました。お誕生日祝いの贈呈、幹事報
告、委員長報告と続き、会長登壇にて全ての報告が承認されました。食事会
の後はテールツイスタータイム、本日の出席率の報告、本日の会計報告と続
き、ライオンズローアを新三役が行い、閉会のゴングとなりました。

出席率の報告
第１３９５回例会
７月２日（金）

会員数 ７５名（内支部会
員 ２名
家族会員４０名）
内不在会員 ４
本日の出席者 ２４名
本日の欠席者 ５名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み ０名
出席率 ８３ ％
ファイン・ドネーション
１８０，０００円
累計 １８０，０００円



前三役から新三役へバッチの贈呈 前三役へバッチの贈呈 誕生日祝いの贈呈L伊藤

幹事報告L宮本（相） 財務委員長L伊藤の予算報告 計画委員長L布施の報告

会員長報告・第一部会幹事の報告L伴野 前期取り切り戦優勝者L小泉にパターの贈呈 会長登壇、会長L森戸

前会長L郷司の乾杯
（ノンアルコールスパークリングワインにて）

テールツイスタータイムL景山・L伊藤 ライオンズローアを新三役が行う



ドネーション寸言（第一例会） 

Ｌ森戸 尉之 山﨑様、コロナ禍ご出席頂きまして、ありがとうございます。また、Ｌ谷口、Ｌ磯輪、入会お

めでとうございます。今期１年間精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。 

Ｌ宮本 相進 幹事という大役を仰せつかりました。頼りない幹事ではありますが、１年間よろしくお願い致

します。 

Ｌ宮本 一正 森戸会長、宮本相進幹事、１年間頑張って下さい。 

Ｌ郷司 朋明 Ｌ谷口、Ｌ磯輪、入会おめでとうございます。共に奉仕に励みましょう！森戸会長、宮本相進

幹事、宮本一正会計、一年間頑張って下さい。 

Ｌ太田賢太郎 森戸会長、宮本相進幹事、宮本一正会計、１年体に気を付けてガンバって下さい！ 

Ｌ西尾 恒章 森戸新会長はじめ三役の皆様、一年間頑張って下さい。本日入会の谷口さん、磯輪さん、入会

おめでとうございます。奉仕の社会へようこそ。 

Ｌ森  喜一 高島屋の“たねや”で水ようかんとどら焼きを買ってきました。もう血糖値はアキラメた。 

Ｌ柴田 安晧 新年度会長を始め役員の皆様、ご苦労様です。頑張って下さい。 

Ｌ伴野  功 森戸丸の船出です。３０才代の会長の誕生です。クラブ員で盛り上げ、成功させましょう。会

長の後は、ＺＣ→ガバナー→国際理事→国際会長まで頑張りましょう。 

Ｌ松本 慶洋 森戸会長、ご就任おめでとうございます。又幹事、会計、各委員長の皆様、コロナ禍ともう少

し向き合い頑張って下さい。Ｌ谷口、Ｌ磯輪ご入会ありがとうございます！メンバー一丸とな

り「ウイ・サーブ」しましょう。 

Ｌ近藤 裕秋 森戸会長始め各委員長、一年間頑張って下さい。 

Ｌ杉原 幸子 森戸会長、宮本相進幹事、宮本一正会計、いよいよ船出ですネ。一年間頑張って下さい。Ｌ谷

口、Ｌ磯輪、入会おめでとうございます。皆で一緒に太閤ライオンズを盛り上げて行きましょ

うネ。 

Ｌ宮地 和彦 森戸会長、宮本相進幹事、宮本一正会計の船出です。新型コロナウイルスの影響もまだまだ続

くと思います。大変な一年になるかと思いますが、森戸会長の若さとリーダーシップで引っ張

っていって下さい！ 

Ｌ小泉 安弘 森戸会長、宮本相進幹事、宮本一正会計、新三役並びに各委員長の活躍を楽しみにしておりま

す。 

Ｌ舟橋 重利 新三役の皆様、一年間頑張って下さい。 

Ｌ榊原 和男 森戸会長はじめ役員の皆様、一年間体に気を付け頑張って下さい。 

Ｌ布施 一明 Ｌ谷口、Ｌ磯輪、ご入会おめでとうございます。これからも一緒にライオンズ活動がんばって

いきましょう。宜しくお願いします。 

Ｌ山田 茂雅 森戸会長、新三役、コロナに負けず一年間宜しくお願い致します。 

Ｌ松尾 直規 今期はアクティビティを予定通り実施したいものです。コロナのぶり返しに気を付けて・・・。 

Ｌ嘉和知星人 7/7 に行われますゴルフの方、よろしくお願い致します。ベスト１１６を切るのを目標として

います。 

Ｌ谷口 幸雄 今後共、何卒宜しくお願い致します。 

Ｌ磯輪 明宏 まだまだ先行き不透明な状況ですが、明るく楽しく元気よく、この夏を乗り切りたい所存です。 

Ｌ伊藤 民彦 森戸会長はじめ新役員の皆様、一年間頑張って下さい。期待しております。 

Ｌ景山 清一 一年始まりました。コロナの影響はまだありますが、クラブ員一丸となって、ウイ・サーブの

元、楽しく活動しましょう。森戸会長、宮本相進幹事、宮本一正会計、期待してますよ～！ 



２０２１年７月度 定例理事会 議題 
２０２１年７月２日（金） 

１７：３０～１８：３０ 

於 名古屋マリオットアソシアホテル 

◎審議事項 

１．新年度予算について                        財務長 Ｌ伊藤 

  承認 

２．ボーイスカウト名古屋第６７団へ前期助成金贈呈について       市民長 Ｌ松本 

７月２日（金）第一例会 １００，０００円 

  承認 

３．２０２０年度最終例会決算報告                 前計画長 Ｌ宮本相 

  承認 

４．前年度決算報告について                      前会計 Ｌ森戸 

  承認 

５．前年度会計監査報告                      前会計監査 L景山 

   承認 

６．前年度剰余金処分について                     前会計 Ｌ森戸 

  承認 

７．納涼同伴例会について                       計画長 L布施   

  ７月１６日（金） 

１７：００～ 於 安保ホール４０１号室 

１７：４０～ 於 ＣＡＲＶＩＮＯ（ミッドランドスクエア４４階）→雨天中止 

  承認 

８．愛知県アイバンク協会への賛助会費について 保健副委員長 Ｌ布施 

   賛助会費１口 ３０，０００円 

  承認 

  ９．日本ボーイスカウト愛知連盟名古屋第６７団育成副会長について    幹事 Ｌ宮本相 

  副会長 Ｌ伊藤民彦 

   承認 

１０．趣味の会他担当について                      幹事 Ｌ宮本相 

    第一部会・・・・・・部会長  Ｌ加藤 史典 

幹 事  L伴野  功、副幹事  Ｌ小泉 安弘 

    一二三会・・・・・・Ｌ宮地 和彦 

旅行部会・・・・・・Ｌ小泉 安弘 

    承認 

１１，ファイン・ドネーションについて                   TT L景山 

    例会欠席、ファインの復活  

    まん延防止等重点処置発出中は免除とする 

 １２．その他  

    ・中村区役所移転による緞帳新規作成について 



◎報告・確認事項 

１．モットースローガンについて 会長 Ｌ森戸 
国際会長モットー       ウイ サーブ We Serve 

国際会長テーマ        「未定」 

３３４複合地区スローガン     「将来を見据え 奉仕と変革の能動者となろう」 

３３４―Ａ地区スローガン     「受け継ぐ奉仕 未来へつなげ We Serve！」 

クラブスローガン       「一つずつできることからウィ・サーブ」 

    （コロナ禍での活動でできることは限られているかもしれないが、ひとつずつできることから奉仕したい） 

２．誕生祝いについて                        会員長 Ｌ伴野 

    LEDライト 

３．新旧役員・委員長懇親会（及び第一部会総会）開催について     幹事 Ｌ宮本相 

   ７月１３日（火）１８：００～ 於 ガーデンパレス ３階 葵 

４．ガバナー公式訪問（２Z合同例会）                幹事 Ｌ宮本相 

   ９月１３日（月）１３：００～ 於 名古屋観光ホテル 

   食事なし 

   ※ガバナーを囲む懇談会 11：00～12：50（参加メンバーのみ昼食予定） 

５．ZC理事会・例会訪問                       幹事 Ｌ宮本相 

   ９月 ３日（金）於 マリオットアソシアホテル 

   理事会（１７階 パイン） １７：３０～  例 会（１７階 ルピナス） １８：４５～ 

６．クラブ年間計画について              計画長 Ｌ布施 

７．連絡網確認                     幹事 Ｌ宮本相 

８．クールビズ（ノーネクタイ・ジャケット着用）の扱いについて 会長 Ｌ森戸 

    期間：５月１日～１０月３１日 

    但し、ガバナー公式訪問、ＺＣ例会訪問は上着、ネクタイ着用のこと 

９．その他                              幹事 L宮本相 

   ・交通安全パレード 中止 （代替え案、中村警察署検討中） 

・２Z合同打ち水について 未定 

   ・太閤青少年交流フェスティバル 中止 

    代替えACT：晴光学院ボウリング大会、中村区青少年サッカー大会 

    



第1396回例会報告
2021年7月16日（金）17：00～

安保ホール 401号室

出席率の報告
第１３９６回例会
７月１６日（金）
会員数 ７５名（内支部会
員 ２名
家族会員４０名）
内不在会員 ４
本日の出席者 ２３名
本日の欠席者 ６名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み ０名
出席率 ７９ ％
ファイン・ドネーション
１１０，０００円
累計 ２９０，０００円

開会のゴングを会長Ｌ森戸 幹事報告L宮本（相）

会員長Ｌ伴野の出席率の報告 会計Ｌ宮本（一）の会計報告 司会のL山田

ﾗｲｵﾝｽﾞﾛｰｱをL太田が行う 閉会のゴング会長L森戸

7月16日(金）安保ホールに於いて7月度第二例会が開催されまし
た。今回は納涼同伴例会が外部の為に、雨を想定して例会のみを
安保ホールにて行い、納涼例会はミッドランドスクエア44階の
CARVINO（焼肉）で開催されました。会長Ｌ森戸による開会のゴ
ング、国旗儀礼、会長挨拶に続き、幹事報告、委員長報告と続き、
会長登壇にて全ての報告が承認されました。テールツイスタータ
イム、本日の出席率の報告、本日の会計報告と続き、ライオンズ
ローアをL太田が行い、閉会のゴングとなりました。この後、会
場をCARVINOに移し、宴席がスタートしました。

テールツイスタータイムL景山・L伊藤



左からL谷口・L嘉和地・L宮本（相）・L布施・L山田 左からL柴田・L景山・L近藤・L松本ご夫妻

左からL宮本（一）ご夫妻・L郷司・会長L森戸 左からL舟橋ご夫妻・L柴田ご夫妻・L伊藤ご夫妻

左からL杉原・L松尾・L宮地・L加藤（洋） 左からL小泉・L磯和・L西尾・Ｌ宮地

例会終了後、ミッドランドスクエア44階のCARVINOに場所を移動して宴席が行われました。



ドネーション寸言（第二例会） 

Ｌ森戸 尉之 無事に天気に恵まれて、納涼例会を開催できてうれしいです。 

Ｌ宮本 相進 やっと１回目のワクチン接種が終わりました。錦、復活、近し！ 

Ｌ宮本 一正 バーベキューたのしみです。明日の昼もバーベキュー。笑。 

Ｌ郷司 朋明 納涼例会、楽しみにしてます。みなさんにお会いできるのが良いですネ。 

Ｌ西尾 恒章 もうすぐ梅雨明けのようです。コロナも梅雨も、早くスッキリしたいです。. 

Ｌ伴野  功 来週２１日に２回目のワクチン接種です。８月の中旬には抗体ができて、マスク無

しの生活に戻れそうです。 

Ｌ松本 慶洋 一昨日の雷はハンパでは無かったですね。正直言って怖かったです。※問題です。

落雷の多い県はどこだと思いますか？ベスト３は、一位石川県、二位福井県、三

位新潟県らしいです。 

Ｌ近藤 裕秋 ケンコウ？ 

Ｌ杉原 幸子 今日も暑いですので、熱中症に注意して下さい。ゴルフ！スランプ！最悪！皆さ

ん、ご指導下さい。 

Ｌ宮地 和彦 暑い日が続いています。体調をくずさない様、ご注意下さい。納涼例会、開けて良

かったです。 

Ｌ小泉 安弘 納涼同伴例会、晴れて良かった。森戸会長は晴れ男かな？ 

Ｌ松尾 直規 暑い夏がやってきました。元気に乗り切りたいと思います。 

Ｌ山田 茂雅 暑さに負けず、夏を乗り切りましょう。 

Ｌ嘉和知星人 前回ゴルフコンペに参加させて頂きまして、ありがとうございました。大変勉強にな

りました。次回はより一層練習し参加させて頂きます。よろしくお願いします。 

Ｌ磯輪 明宏 本日も先輩方、お疲れ様です。明日には梅雨明けするみたいなので、夏本番とな

ります。体調には充分気をつけてお過ごし下さい！ 

Ｌ伊藤 民彦 セミも鳴きはじめ夏本番です。体調に気を付けて元気に夏を乗り越えましょう。 

Ｌ景山 清一 梅雨明け間近。真夏のゴルフご用心。納涼例会楽しみましょう。 



2021年7月度 第一部会報告
スリーレイクスカントリークラブ

順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 加藤 史典 40 46 86 14 72

2位 安藤 幸雄 47 41 88 14 74

3位 伴野 功 47 45 92 17 75

4位 小泉 安弘 44 47 91 13 78

5位 森 喜一 48 50 98 19 79

BB 杉原 幸子 63 67 130 30 100

7月7日（水） 7月度の第一部会ゴルフがスリーレイクスカントリークラブで開催されました。
前日の天気予報では曇りでしたが、10時頃から小雨が降り始め、ハーフで中止の話まで出
ましたが、後半は雨の中でのゴルフとなりましたが、全組が無事終了する事が出来ました。
優勝は新年度でHDCPが変更となり、L加藤がベスグロ優勝されました。２位はL安藤が、3
位にはL伴野が入賞しました。また、今回より新入会委員のL嘉和地が参加となり、平成生
まれのメンバーが生まれました。

7月度月例 スリーレイクスカントリークラブ

NP NO、2 L宮本 NO、7 L加藤 NO、11 L加藤 NO、16 L安藤 BG GROSS-86 L加藤

スリーレイクスカントリークラブ、スタート前に記念撮影

名 古 屋 太 閤 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
会 長 森戸 尉之 幹 事 宮本 相進 会 計 宮本 一正
マーケティング・コミュニケーション委員長 景山 清一 会報編集者 伴野 功
〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目8番14号 名電ビル4階
TEL（052）959-2755 FAX（052）959-2872
E-mall  nagoya-taiko@lions-c.jp https://www.lions-c.jp/taiko/

編集後記
3回目の会報編集者です。その間、お手伝いを含めると毎
年のように会報に携わっております。
今期は私が肩を叩いた人にはA4の紙1枚の投稿をお願いす
る予定です。何でも構いませんので是非共、自分の趣味や
行きつけの店、近況報告などの投稿をお願い致します。

報編集者 L伴野

◎８月のお誕生日祝

３日 L谷口 幸雄

１１日 Ｌ松本 慶洋

２２日 Ｌ加藤 史典

２２日 Ｌ榊原 和男

２３日 Ｌチャンアンチュン

２６日 Ｌ岡本 明彦

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

