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［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１４０１回例会 １０月 １日（金）於 名古屋マリオットアソシアホテル
第１４０２回例会 １０月２２日（金）於 未定（月見同伴例会）
理事会 １０月 １日（金）於 名古屋マリオットアソシアホテル



第1397回例会報告
2021年8月6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 司会は大会副委員長Ｌ松尾 ライオンズの誓いを行うＬ磯輪

レク・公衆副委員長L近藤の報告

会長挨拶L森戸 LCIF100キャンペーンピンの贈呈

幹事報告、幹事L宮本 LCIF委員長L郷司の報告

誕生日祝いの贈呈

8月6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8月度第
一例会が開催されました。
会長Ｌ森戸による開会のゴング、国旗儀礼、国歌君が代斉唱、ライオンズの
誓いをL磯輪が行い、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、LCIF 100キャンペーンピンの贈呈（期間開始2017年度～2020年
度献金者に対してのアワード）が、L加藤洋司、L太田賢太郎、L宮地和彦、L
宮本相進に送られました。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１３９７回例会
８月６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 ２０名
本日の欠席者 ９名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み ０名
出席率 ６９ ％
ファイン・ドネーション
１２８，０００円
累計 ４１８，０００円



テールツイスターL景山の報告 第一部会幹事L伴野の報告 会長登壇、会長L森戸

テールツイスタータイムL景山・L伊藤 本日の会計報告L宮本（一） ライオンズローアL伊藤

閉会のゴング 会長L森戸

建設業
（株）広瀬工業 L磯輪明宏
〒457-0835南区西又兵ヱ町2-17-1
TEL：619-6557 FAX:619-6559

輸入品卸販売
（株）大橋新治商店 L大橋進
〒496-0912 愛西市東保町宗十33
TEL：0567-23-6300 FAX:0567-23-6301



ドネーション寸言（第一例会） 

Ｌ森戸 尉之 オリンピック始まりましたネ。今日の日本 VSメキシコ サッカー３位決定戦、初の銅メダ

ル、期待しています。 

Ｌ宮本 相進 夏ゴルフ、腕は二の次、体力勝負。 

Ｌ宮本 一正 あついです。以上です。 

Ｌ郷司 朋明 コロナはいつまで続くのでしょうか？早く収まってみなさんで大さわぎしたいです！ 

Ｌ太田賢太郎 すい臓癌、手術して今月で１４年。今だ生きてます！これからもゴルフで頂き、ドネー

ションできる様に頑張ります。 

Ｌ舟橋 重利 暑い日が続いています。又コロナも収束していません。皆様体に気を付けましょう。 

Ｌ柴田 安晧 遠征ゴルフ、フォレストで８５で回りました。エイジシュートに１打不足でした。やればでき

るものだと思いました。 

Ｌ森  喜一 ７月２７日・２８日、蓼科に遠征ゴルフに行きました。Ｌ柴田、Ｌ安藤は最終ホールでパ

ーを取ればエイジシュートになるところでした。来年同じスコアを出せればエイジシュー

トです。ガンバって下さい。 

Ｌ近藤 裕秋 ゴルフ、ドライバー２１０ヤード。目標２３０ヤード。 

Ｌ松本 慶洋 ２０２０東京オリンピックも早いもので８日閉会式です。阿部兄弟と川井姉妹の金メダ

ルなど、数え切れない感動を頂きました。特に卓球混合ダブルス水谷・伊藤選手の

金メダルには興奮しました。ここで問題です！夏季オリンピックの総メダル数の多い種

目は何？ 

１位：体操（９８個）２位：柔道（８４個）３位：競泳（８０個）らしいです。 

Ｌ杉原 幸子 暑さがまだまだ続きます。体調管理には十二分にお気を付け下さい。お盆休みなどで

人流が抑えられ、例会が続けられますように！願う。 

Ｌ宮地 和彦 オリンピックも始まり、毎日テレビに釘付けになっています。色々ありましたが、オリンピ

ックは良い物ですね！明日の女子ゴルフと野球の決勝が楽しみです！ガンバレ日

本！！ 

Ｌ小泉 安弘 今年の夏は特に暑い・・・。会社のトラックのエアコンが昨日壊れて、極暑の車内で頭

がぽやんとしております。熱中症に注意！！ 

Ｌ布施 一明 とても暑い日が続いていますが、コロナに熱中症、注意すべきことが多いのですが、が

んばって元気良く過ごしていきたいです。ワクチン２回目接種。先週の土曜にしました。

１日熱が出ましたが、それ以外は何ともありませんでした。本日も宜しくお願い致します。 

Ｌ松尾 直規 コロナと暑さに負けず、元気にこの夏を乗り切りましょう。 

Ｌ谷口 幸雄 暑い中、ゴルフの練習頑張ってます！ 

Ｌ磯輪 明宏 今日も暑い中ご苦労様です！！来月からゴルフ部会に入部することになってしまいま

した！？スコアも人間的にも未熟ですので、どうか温かい目で見守って下さい！ 

Ｌ伊藤 民彦 オリンピックもあと２日で終わりです。賛否両論ありましたが、どうやら無事終わりそうで

すね。大変良かったと思います。 

Ｌ景山 清一 コロナウイルスまん延に歯止めがききません。全国に非常事態宣言発令か？ワクチン

を打たれた方々も、十分気を付けて、夏休みエンジョイして下さい。 



２０２１年８月度 定例理事会 議題
◎出席の確認
理事定数 ２２名、出席１６名、委任 名、欠席 名

◎会長挨拶
◎審議事項

１．ガバナー公式訪問記念アクティビティについて 幹事 Ｌ宮本相
例年通り、BS西部地区へ２００．０００円、GS愛知第７６団へ５０，０００円
（1/7負担 ３５，７１４円 予定）
承認

２．秋の全国交通安全キャンペーンについて レク・公衆副長 Ｌ近藤

９月２２日（水）於 中村警察署７階講堂 他１ケ所調整中
概要添付
承認

３．納涼同伴例会決算報告 計画長 L布施

承認
４．CN６０周年記念大会委員長、幹事について 幹事 Ｌ宮本相

大会委員長（L伴野 功）大会幹事（L郷司 朋明）大会会計（L近藤 裕秋）
承認

５．第１４００回記念例会について 幹事 Ｌ宮本相
９月第二例会：９月１３日（月）ガバナー公式訪問例会・２Ｚ合同例会
・記念品 ﾛｺﾞ入りﾏｽｸ（２枚）、ﾏｽｸｾｯﾄ ＠1，430（税込）×40個＝57，200円
９月第二例会に着用できる様、９月第一例会で配布

・１０月第一例会：１０月１日（金）にゲストスピーカーを呼ぶ
承認

６．その他

・支部会員、会員手帳無料配布について
・晴光学院ボウリング大会 ２月開催予定

◎報告・確認事項
１．１Ｒ２Ｚ合同「名古屋駅前地区打ち水大作戦」について 幹事 Ｌ宮本相

８月２０日（金）例会日 縮小開催予定（詳細未定）
各クラブ５名程度の参加要請・・・三役、担当委員長、会報編集者

２．１Ｒ２Ｚ親睦チャリティゴルフ大会について 第一部会 Ｌ伴野
１０月１８日（月）８：００スタート（於 さなげカントリークラブ）
チャリティ先：中日新聞社社会事業団

３．その他



第1398回例会報告
2021年8月20日（金）18：45～20：00

ガーデンパレス ２階 桜

出席率の報告
第１３９８回例会
８月２０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 ２２名
本日の欠席者 ７名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み ０名
出席率 ７６ ％
ファイン・ドネーション

１４４，０００円
累計 ５６２，０００円

開会のゴングを会長Ｌ森戸 会長の挨拶 会長L森戸

市民委員長Ｌ松本の報告

会計Ｌ宮本（一）の会計報告

テールツイスタータイムL景山・L伊藤

ﾗｲｵﾝｽﾞﾛｰｱをL柴田が行う 閉会のゴング会長L森戸

8月20日(金）ガーデンパレスに於いて8月度第二例会が開催され
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、新入会員の為のライオンズ・メン
ター・プログラムを開催し、若手や入会1年未満の方にライオン
ズに関する教育を行いました。食後に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L柴田が行い、閉会のゴングとなりました。

幹事報告L宮本（相）

メンタープログラム講師のL伴野



ドネーション寸言（第二例会） 

Ｌ森戸 尉之 愛知県もいよいよ緊急事態宣言が出そうです。デルタ株にはワクチンが十分に効かないのでは、という話

もあります。皆様感染防止に努め、気を付けて頂きます様、お願い致します。 

Ｌ宮本 相進 ワクチン接種が進んでいるのに、なぜ感染爆発するのか？デルタ株、恐るべし！ 

Ｌ宮本 一正 長雨、いやですね。 

Ｌ郷司 朋明 ８月１４日キャンプの撤収に行き、トラックで日和田高原を１２時に出て中津川に向かったところ、南木曽

で通行止め、引き返して権兵衛トンネルから伊奈より高速に乗り飯田まで行き、そこから通行止め、飯田

街道をひた走り、やっと帰ったのが８時半でした。疲れました。 

Ｌ森  喜一 久し振りに本を読んだ。椎名誠の「インドでおれも考えた」面白かった。 

Ｌ柴田 安晧 今年の夏野菜は大豊作でした。ナス５００ケ、キュウリ５００本、トマト大玉１００ケ、スイカ２０ケ、カボチャ３

０ケ、オクラ２００本、トウモロコシ５０本、いずれもお返しがない様に施設に寄付致しました。これからは秋、

冬野菜の植え付けになります。 

Ｌ伴野  功 お盆から今日まで雨が続き、まったくゴルフができませんでした。明日も明後日も雨模様です。 

Ｌ松本 慶洋 大雨警報も来週半ば落ち着く様ですが、デルタ株は猛威を奮っています！又々新たなラムダ株（ペルー）

が確認された様です。ワクチンの効きが悪い恐れがあると指摘されています。県はまん延防止ですが、

緊急事態宣言も知事が要請しています。Ｌ伴野、Ｌ宮本相進、我慢して下さいね！ 

Ｌ近藤 裕秋 雨ばかりでイヤですね！ｎｅｗドライバーが絶好調ですので、早くゴルフしたい！！ 

Ｌ杉原 幸子 １８日の水曜日にチャリティコンペの予行演習で、猿投ＣＣに行ってきました。グリーンがとても難しかった

です。最終ホールで坂から落ち、足を捻挫してしまいました。痛みで今も夜、眠れませ～ん。レッスンは

休みますが、来週のゴルフは行きます。 

Ｌ宮地 和彦 １７日に１回目のワクチンを打ってきました。副反応が辛かったです。肩、痛い。 

Ｌ小泉 安弘 雨ばかりで仕事になりません。ガックシ。(>_<) 

Ⅼ大橋  進 一昨日の夕方から敦賀湾へ烏賊釣りに行ってきました。天気も良く、暑くも寒くもなく、波も少なくて絶好

の魚釣り日和でした。二度目でしたが、マイカが６匹釣れました。少し不満ですが？天麩羅で美味しく食

べました。 

Ｌ布施 一明 大雨とコロナが早く落ち着いて欲しいです。悪いニュースが続くのは気がめいります。本日もよろしくお願

いします。 

Ｌ松尾 直規 長期間の大雨とコロナ感染の急拡大。天災と人災のＷパンチですが、無能、無為無策の人災だけは防

ぎたいものです。 

Ｌ山田 茂雅 健康のありがたみがよくわかる時間でした。今に感謝です。 

Ｌ谷口 幸雄 お盆も明けましたが、長雨とコロナで現場が進まずイライラした日々を過ごしてましたが、昨日一級土木

試験の合格発表があり、奇跡的に合格する事が出来ました。５０才を過ぎての勉強はキツかったですが、

努力すれば良いことがあるなあと、久し振りに気持ちが晴れた１日でした。 

Ｌ嘉和知星人 雨の日が続きますが、元気よく行きましょう！ 

Ｌ磯輪 明宏 先輩方、今日もお疲れ様です！！最近雨ばっかりで、心も体もブルーなこの頃です・・・。ゴルフの練習も

中々行けず仕舞です。早く晴れてもらいたいものです！！ 

Ｌ伊藤 民彦 今年は変な天気が続きます。西日本で雨の被害が出ています。早く天気が快復してほしいです。 

Ｌ景山 清一 コロナ禍に加え、長雨天変地異、各方面経済が疲弊しています。頑張りどころですね。 



森戸家には現在、長男2歳8ヶ月、次男0歳9ヶ月と2歳差兄弟がおります。長男は元気いっぱ
いな車大好きっ子で最近はプールにハマっています。
コロナ禍ですので、家のバルコニーでプールをするか公園にいって毎日遊んでいます。
次男はおっぱいとご飯が大好きな食欲旺盛っ子で、声が大きく、まだ喋ることはできませんが、
一日中「ご飯くれ〜」と叫んでいます笑。
2人とものんびり同じように育てているつもりですが、成長速度が違います。
例えば、長男は5ヶ月で寝返りとつかまり立ちをし、9ヶ月には一歩歩けました。
一方、次男の寝返りは5ヶ月でしましたが、8ヶ月になって、つかまり立ちができるようになりまし
た。
歯の生え方も長男は一歳過ぎて4本しか生えてなかったのですが、次男はもうすでに8本も生
えています。
兄弟ってこんなに違いがあるんだぁと毎日楽しみながら今日も子育て頑張っています。
また子供達と例会等々参加した際はよろしくお願いします。

森戸加奈子

会長L森戸の投稿



順 位 あかまつ しらかば GROSS HDCP NET

優勝 伴野 功 41 45 86 16.8 69.2

2位 郷司 朋明 47 48 95 21.6 73.4

3位 安藤 幸雄 43 44 87 13.2 73.8

4位 大橋 進 46 48 94 19.2 74.8

5位 松尾 直規 54 44 98 22.8 76.2

BB 柴田 安皓 53 47 100 22.8 77.2

三井の森蓼科ゴルフ

2020年8月度遠征ゴルフ報告
（三井の森蓼科ゴルフ・フォレストカントリークラブ三井の森

例年、8月に行う遠征ゴルフですが、今年は7月27日（火）〜7月28日（水）で第一部
会から、12名の参加を頂き、長野県茅野市に有る三井の森蓼科ゴルフ倶楽部とフォレ
ストＣＣに行って来ました。名古屋の36℃を超える蒸し暑い気候から、標高1495メー
トルの高原で涼しい環境でのゴルフを楽しみました。三井の森ゴルフ倶楽部は八ヶ岳
を背にスケールの大きな解放感と清涼な空気に包まれた爽快なゴルフ場で、今年度調
子の良いL伴野が優勝されました。2日目のフォレストカントリークラブでは最終ホー
ル・最終パットまで二人の方がエイジ・シュートを掛けてのプレイとなりました。
Ｌ柴田は84で回れば、Ｌ安藤は80で回ればエイジ・シュートなるところでしたが、最
後のパットが二人とも決まらず、大きなチャンスを逃しました。来年にまた、チャレ
ンジして頂きたいと思います。
名古屋の厳しい夏を忘れて楽しく、ゴルフが出来ました。来年も企画したいと思いま
すので、ゴルフ好きの方は是非、参加して下さい。

フォレストカントリークラブ三井の森

順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 安藤 幸雄 41 40 81 7.2 73.8

2位 柴田 安皓 43 42 85 10.8 74.2

3位 森戸 尉之 45 42 87 12.0 75.0

4位 小泉 安弘 40 43 83 6.0 77.0

5位 伴野 功 45 43 88 10.8 77.2

BB 杉原 幸子 59 59 118 37.2 80.8



フォレストカントリークラブ三井の森、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
今期はコロナ禍で例会・理事会は感染防止に努めておりま
すが、緊急事態宣言が発出された場合にはキャビネットか
らの指示で、例会も中止になりますので、会報の発行も中
止させて頂きます。

報編集者 L伴野

三井の森蓼科ゴルフ、スタート前に記念撮影

◎９月のお誕生祝

２３日 Ｌ杉原 幸子

２６日 Ｌ森戸 尉之

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

