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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！

合併号

次月の理事会・例会
第１４０５回例会 １２月 ５日（日）於 安保ホール
第１４０６回例会 １２月１９日（日）於 名古屋マリオットアソシアホテル
理 事 会 １２月 ５日（日）於 安保ホール



第1400回例会報告（ガバナー公式訪問）
2021年9月13日（月）14：00～16：30
名古屋観光ホテル 3F「那古の間」

9月13日（月）14：00より、名古屋観光ホテルに於いて、ライオンズクラブ３３４-Ａ地
区ガバナーL大山恭範公式訪問 １Ｒ２Ｚ合同例会が開催されました。名古屋ウエストＬＣ
会長Ｌ原口秀樹の開会宣言並びに開会 のゴングで合同例会が始まりました。地区ガバ
ナー・ご来賓・地区役員の紹介、１Ｒ２Ｚ7クラブの紹介と続き、ガバナー歓迎の挨拶を
名古屋太閤ＬＣ第一副会長Ｌ宮地和彦が行いました。地区ガバナーの挨拶に続き、ご来賓
ご挨拶を334複合地区GLTコーディネーター・334-A地区顧問・元地区ガバナーL加藤史典
が行い、公式訪問回答書の提出、地区ガバナー公式訪問例会記念アクティビティの発表と
贈呈を名古屋 中村ＬＣ会長Ｌ吉川 敦が日本ボーイスカウト愛知連盟 名古屋西部委員長
郷司朋明様、一般社団法人 ガールスカウト愛知県連盟 第７９団 団委員長木村香奈子様に
行いました。テールツイスターの登場、地区委員の報告、クラブ活動方針発表と続き、地
区ガバナーL大山恭範の発声でライオンズローアを行いました。閉会宣言並びに閉会のゴ
ングを名古屋徳川LC会長L成田季弘雄が行い、公式訪問は終了しました。

受付風景 開会宣言並びに開会のゴングを名古屋
ウエストLC会長L原口秀樹が行う

国旗に敬礼

国歌斉唱・ライオンズヒムの斉唱 地区ガバナー・地区役員の紹介を名古屋
本丸LC会長L森 純哉が行う

司会の名古屋MJFLC幹事L名倉雄一朗

1R2Z各クラブの紹介を第一副
会長L宮地和彦が行う

地区ガナー歓迎の挨拶を副会長L宮地が行う 地区ガバナーL大山恭範のご挨拶

第1399回例会は緊急事態宣言
発出の為中止となりました。



334複合地区GLTコーディネー
ターL加藤史典の挨拶

1R2Z回答書の提出代表して名古屋ウエスト
LC会長L原口秀樹

記念アクティビティの発表を名古屋中村LC
L吉川敦

テールツイスターの登場・発表を名古屋
MJFLCL竹内良太郎

地区YCE・レオ副委員長L城戸康近の報告 地区FWT副コーディネーターL中村義枝の報告

1R地区YCE・レオ委員L岩井一義の報告 1R地区アラート・環境保全委員L片山勝の報告 1Rライオンズクエスト・薬物乱用防止委
員L加藤悟の報告

地区献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚・
糖尿病予防委員L竹内良太郎の報告

クラブ活動方針を副会長L宮地和彦が行う ライオンズローアを全員で行う

閉会宣言並びに閉会のゴングを名古屋
徳川LCL成田季弘雄が行う

全員の拍手で公式訪問が終了

ガバナー公式訪問議事録



２０２１年９月度 定例理事会 議題 
 

 

◎審議事項   

１．秋の全国交通安全キャンペーンについて            レク・公衆長 Ｌ榊原 

  ９月２２日（水）於 中村警察署７階講堂 他１ケ所調整中 

  →コロナ感染防止の為中止。 

  代替えＡＣＴとして、啓発品の配布を検討中。 

  承認 

２．第１４００回記念例会について                   幹事 Ｌ宮本相 

  １０月１日（金）１８：４５～２０：００ 於 マリオットアソシアホテル ５１階 シリウス 

ゲストスピーカー「立浪和義氏」 

新入会員勧誘に繋がるよう、同伴者招待：会食費（＠5，250）クラブ負担 

  承認 

３．月見同伴例会について                       計画長 Ｌ布施 

  １０月２２日（金）１８：００～２０：３０  

於 ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート ２8階 クリスタルルーム 

  予算添付 

  承認 

４．ZC例会訪問延期について                     幹事 L宮本相 

  １１月５日（金）ZC確認中 

  承認 

第1399回理事会は緊急事態宣言発出の為、
FAX 例会となりました。



第1401回例会報告
2021年10月1日（金）18：45～20：00

名古屋マリオットアソシアホテル 17階 コスモス

会長Ｌ森戸の挨拶 国歌儀礼 ライオンズの誓いを行うＬ松尾

計画委員長L布施の報告

会長挨拶L森戸 委嘱状の伝達

LCIF100キャンペーンピンの贈呈 レク・公衆委員長L榊原の報告

誕生日祝いの贈呈

10月1日(金）名古屋マリオットアソシアホテル「コスモス」に於いて10月度
第一例会が開催されました。この回は1400回記念例会と云う事で野球解説者
の立浪和義様をお迎えしての例会となりました。
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谷口が行い、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、委嘱状の伝達（334複合地区コーディネーター/指導力育成委員長
と334-A地区地区名誉顧問）が、L加藤史典に送られました。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。ゲストスピーカーには第1400回を記念して立浪和義様に「野球人生
を振り返って」と云う題目で講演を頂きました。
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１４０１回例会
１０月１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 ２５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
２１３，０００円
累計 ８０４，０００円



社会福祉副委員長L松尾の報告 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西尾

FWT委員長L杉原の報告

本日の出席率の報告L伴野

立浪和義様の講演 1400回を記念して乾杯

立浪さんが野球殿堂入りの時に流れたビデオを鑑賞



２０２１年１０月度 定例理事会 議題 
２０２１年１０月１日（金） 

１７：３０～１８：３０ 

於 名古屋マリオットアソシアホテル 

◎出席の確認 

理事定数 ２２名、出席１７名、委任  名、欠席  名 

◎会長挨拶 

◎審議事項 

１．月見同伴例会について                                計画長 Ｌ布施 

１０月２２日（金）於 ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート  

２８階 ｸﾘｽﾀﾙﾙｰﾑ                         承認 

 

  ２．中村公園清掃について                           レク・公衆副長 L近藤 

  １１月１９日（金） 

  清掃 １０：３０～１１：３０  例会 １１：３０～１２：３０（於 かとう） 

                                        承認 

３．ファイヤーフェスティバルについて                       社会福祉長 L奥田 

  資料添付 

  １１月度理事会にて予算書上程 

 

４．その他 

 

◎報告・確認事項 

 

１．地区ＦＷＴ活動について 一次締め切り：１２月２４日（金）          ＦＷＴ長 Ｌ杉原 

  ・古本募金について  

寄付先「子供の未来応援国民運動推進事務局こどものみらい古本募金」 

    ・ヘアドネーションについて 

     送付先「（株）グローイングつな髪」 

    ・引き出しに眠る外貨の活用（外貨コインも可） 

     寄付先「認定 NPO法人ゴール」 

 

２．２ZZC例会訪問について                             幹事 L宮本相 

  １１月５日（金） 

 

３．その他  

不動産業
宝コンサルティング（株）L小泉安弘

〒473-0908豊田市宝町津花69コーポ宝101
TEL:0565-85-8500 FAX:0565-85-8501



ドネーション寸言（第一例会） 

Ｌ森戸 尉之 １４００回記念例会を無事に開催できてうれしく思います。ゲストビジターの立浪様

のお話を楽しみにしていました。また、同伴者の皆様も楽しんでいただけましたでし

ょうか。本日はありがとうございました。尚、今月で３９歳になりました。サンキュー、

感謝の心を忘れずに一年を過ごしたいと思います。 

Ｌ宮本 相進 １４００回記念例会、クラブができて５８年と４ケ月。長い歴史がありますね。これか

らも盛り立てていきましょう。 

Ｌ宮本 一正 毎日なんとなく忙しいです。皆様、お体大切にして下さい。 

Ｌ郷司 朋明 久し振りに皆さんにお会いして嬉しいです。私事ですが、９月２０日から９月２７日ま

で、食道がんの剥離術のため入院してました。退院してまだ４日しかたっていませ

んので、まだ本調子ではありませんが、あとは日にち薬だと思います。私が言うのも

変ですが、皆さん「健康が第一」です！ 

桧山 哲治様 Ｌ宮本相進の紹介です。 

Ｌ太田賢太郎 体調不良。９月の１０日間で６㎏以上減。血糖値が週に２回以上４００～５００。手

が振るえ、足がつり、眩暈がしてます。どうしたら治るか教えて下さい。（入院せず

に） 

Ｌ加藤 史典 立浪さん、ゲストスピーチありがとうございました。今後のご活躍をお祈りしています。 

Ｌ西尾 恒章 久し振りの例会出席です。宣言解除になりましたが、気をゆるめず、ご注意を。 

Ｌ舟橋 重利 健康第一ですよ！！ 

Ｌ柴田 安晧 １４００回例会、おめでとうございます。私は１２００回の例会の時の会長です。あれ

から６年になります。早いものです。 

Ｌ森  喜一 最近抜け毛が気になります。やっぱり秋だね。 

Ｌ安藤 幸雄 今日は立浪様が見えるという事で、久しぶりに出席しました。来てみて、太閤ライ

オンズクラブの若返りにびっくりしました。 

Ｌ大橋  進 人間ドックで不整脈を指摘され、今の生活を１０年続けたい、その後座禅や写経

等ができたら最高の人生と答えたら、手術をしようとの一言で、不整脈の原因部

位、心房の焼却治療を４時間３０分、餓鬼地獄や極楽浄土をさ迷いました。閻魔

大王や絶世の美女も現れず、人間界へ真っ直ぐ帰れました。 

Ｌ伴野  功 １４００回記念例会を開催する事が出来ました。立浪様のお話も聞く事が出来て

良かったです。 

Ｌ近藤 裕秋 毎日なんとなく生活してます。 

Ｌ松本 慶洋 やっと緊急事態宣言が全国で解除されました。さあ、行くぞ～！って気分に僕 

 はなれませんが、皆さん如何ですか？立浪さん、第１４００回記念例会にご出 

 席頂き、ありがとうございました。（監督、早くお願いします） 

Ｌ榊原 和男 彼岸も過ぎ涼しくなってきました。渓流釣りも今日から禁漁となりましたが、 

 良形のアマゴ、ヤマメ、イワナも釣れ、楽しいシーズンでした。緊急事態宣言 

 も解除となりましたが、新型コロナ感染には充分気を付けて下さい。 

次頁に続く



Ｌ杉原 幸子 こんばんは。天気も快晴になりました。本日は立浪和義様、お忙しい中お越し頂き、

ありがとうございました。とても楽しみにしていました。 

Ｌ小泉 安弘 １４００回の記念すべき例会に参加できたことに感謝！！立浪さん、ゲストスピー

チありがとうございます。１０月１８日のチャリティゴルフも宜しくお願い致します。 

Ｌ布施 一明 １０月から緊急事態宣言が解除されましたが、いつ感染拡大するかわからないの

で、普段の感染予防は忘れずに取り組みたいと思います。本日も宜しくお願いしま

す。 

Ｌ山田 茂雅 １４００回の記念例会です。しっかり引き継いでいける様、私自身頑張ります。立浪

様、ありがとうございます。 

Ｌ松尾 直規 コロナ収束の明かりが見えてきたようです。一日も早く普通の生活ができる事、願

っています。 

Ｌ嘉和知星人 コロナ終息の兆しが見えて来ましたが、安心せずに乗り切りましょう！！ 

Ｌ磯輪 明宏 皆様、お疲れ様です！今日は最近ではとても楽しみにしていた日でした。幼少の

頃のヒーロー、Ｍｒドラゴンズ立浪氏にお会いできて光栄です！！あ、先輩方にも

久しぶりに会えてうれしかったです（笑） 

Ｌ伊藤 民彦 久々の例会、メンバーの元気な顔を見られて良かったです。 

Ｌ景山 清一 コロナ緊急事態宣言が解除されました。皆さん、ワクチン接種されたと思いますが、

メンバーの皆様、もう少し責任と自覚を持って自重して下さい。正月に第六派が来

ないように。 

生保・損保代理店
（株）東海保険センター L榊原和男
〒453-0066 中村区稲上町3-43
TEL：413-3668 FAX：413-3057



第1402回例会報告(月見同伴例会）
2021年10月22日（金）18：00～18：20

ANAクラウンプラザホテルグランコート ２8階 クリスタルルーム

出席率の報告
第１４０２回例会
１０月２２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
１３０，０００円
累計 ９３４，０００円

開会のゴングを会長Ｌ森戸 司会進行は大会委員長L山田

FWT委員長Ｌ杉原の報告

10月22日(金）ANAクラウンプラザホテルグランコート28階
クリスタルルームに於いて10月度第二例会及び月見同伴例会
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、ライオンズローアをL伴野が行
い、閉会のゴングとなりました。

幹事報告L宮本（相）

ライオンズローアをL伴野が行う 閉開会のゴングを会長Ｌ森戸

引き続き、懇親会が開催され、司会を計画委員長L布施に代わり、会長Ｌ森戸による挨
拶、アトラクション「空知堂」に依るジャズを拝聴し、次に乾杯の発声をL松本が行い、
食事会となりました。
食後にはテールツイスタータイム、中締めをL景山が行い、閉会となりました。

懇親会の司会進行は大会委員長L布施 懇親会の挨拶を会長Ｌ森戸 乾杯の発声をＬ松本が行う



北西の空に満月が出現、少し雲がかかっていましたが、綺麗に見えました。

テールツイスタータイムL景山・L伊藤空知堂のキーボードのジョージさん 空知堂のボーカルのケイさん

衣装を着替えて熱唱するボーカルの
ケイさん

遅刻して参加したL加藤（洋）のスピーチ 時間が空いたのでL景山の話し

L景山の中締め L景山の発声で1本締めを行う



ドネーション寸言（第二例会） 

Ｌ森戸 尉之 久しぶりにアトラクションで空知堂さんの歌が聞けて楽しかったです。もう二

度と緊急事態宣言等が出ない事を祈ります。 

Ｌ宮本 相進 コロナ感染が激減してますが、手放しで喜ぶ気にはなりませんね。油断禁

物！！ 

Ｌ宮本 一正 ギックリゴシで痛いです。 

Ｌ郷司 朋明 月見例会で皆さんにお会いできる事に感謝します。 

Ｌ伴野  功 月見同伴例会が開催されました。長い間の自粛生活で、お酒の味を忘れ

ましたが、今日は思い出そうと思います。皆さん楽しんで下さい。 

Ｌ西尾 恒章 久しぶりに同伴例会に出席できました。 

Ｌ柴田 安晧 １０月１５日に私の畑に幼稚園の年中さん２５名程が芋ほりに来てくれまし

た。皆さん大喜びでした。 

Ｌ松本 慶洋 月見同伴例会、夫婦ともども楽しみにしてました。森戸会長はもってます

ね！緊急事態宣言は解除されましたが、ブタクサが猛威を振るっているよ

うです。花粉症の方々は辛いですね！ 

Ｌ近藤 裕秋 テールツイスターにお任せ。 

Ｌ杉原 幸子 ＦＬの皆さん、お久し振りです。快晴に恵まれた今日の演奏者は「空」知堂

さんです。空を見上げてまんまるお月さんが観れるといいですネ！ 

Ｌ宮地 和彦 感謝。 

Ｌ小泉 安弘 緊急事態宣言も明け、まだまだ日常とはいきませんが、月見例会が出来て

うれしく思います。 

Ｌ舟橋 重利 急に寒くなりました。皆さん体に気をつけて下さい。 

Ｌ加藤 洋司 例会遅刻、すみませんでした。 

Ｌ布施 一明 １０月はコロナ感染拡大せず、このまま続けば良いなあと思います。月見同

伴例会が行える事、ありがたく思います。本日も宜しくお願いします。 

Ｌ松尾 直規 ゴルフがようやく１００を切れるようになってきました。目指せ８０台です。こ

れまでにご指導頂いた方々に感謝です。 

Ｌ山田 茂雅 月見同伴例会が無事開催できて何よりです！感謝。 

Ｌ嘉和知星人 季節の変わり目で気温が低い日もありますが、体調には気をつけてお過ご

し下さい！ 

Ｌ磯輪 明宏 今週のチャリティコンペ、とても楽しくプレーできました！！しかし結果が・・・。

ということで、昨日初めてのレッスンに行きました！！打倒、森戸会長を目

標にがんばっていきたいと思いますので、先輩方、応援宜しくお願い申し上

げます。 

Ｌ伊藤 民彦 今週に入り急に寒くなりました。風邪をひかない様に気を付けて下さい。 

Ｌ景山 清一 宣言解除、しかし油断無く、年内は慎重に行動しましょう。 



幹事L宮本相進の投稿

ビールと美味しくいただきましたキープした２匹

１５cmのセイゴ（エサ取り）

10年ぶりの魚釣り

会報に手記を・・・・と会報編集者のL伴野に頼まれましたが、これといった趣味もなく
まして、コロナ禍の中で何も出来なくてと悩んでいましたが、昔よく行ったクロダイ釣りを
思い出し、行く事に。

8月26日(木)当日はいいお天気で風も無く、満潮時刻は20時22分、まずはエサを求めて国
道23号線のエサ屋さんへ。そこでショックな事が。ストロー虫がコロナの影響で輸入されず
無いとの事！クロダイ釣りには欠かせないエサなんですが、仕方なく青イソメを使う事に。
現地到着は18時頃、暗くなってしか釣れないので、それまでは準備をして待つことに事に。

18時40分頃薄暗くなり第一投目へ。久しぶりの釣りにちょっとワクワクする自分が…
最初に釣れたのは18cmのセイゴ。小さいのでリリース。その後も10cm～20cmぐらいのセイ
ゴが15匹程釣れましたがすべてリリース。21時頃に強い引きが…竿もかなり曲がりクロダイ
を期待しましたが、上がってきたのは35cm程のセイゴが。これは塩焼きで食べることに！そ
の他28cmのセイゴも。22時過ぎには川の流れも速くなり、釣りにならないので納竿。
今回、本命のクロダイは釣れませんでしたが、条件さえ合えば、45cmまでのクロダイが6

～7枚釣れる事もある場所なので、また時間を作って来たい思います。

追伸（秘密）
その条件とは
夜間で真夏の暑い時期
そして前日ぐらいに雨が降り川が濁っている事。満潮を挟んで上げ1時間、下げ2時間。
エサはストロー虫

場所は長良川で、国道23号線から5㎞程下流の
左岸、岸のブロック積辺りを電気ウキで流すと
いう釣り方です。



順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 伴野 功 43 41 86 17 69

2位 近藤 裕秋 46 49 95 25 70

3位 大橋 進 49 43 92 17 75

4位 森戸 尉之 45 43 88 13 75

5位 伊藤 民彦 52 45 97 21 76

BB 森 喜一 53 50 103 19 84

緑ヶ丘カンツリークラブ

2021年9月度第一部会報告
（緑ヶ丘カンツリークラブ）

9月2日（木）にで第一部会から、16名の参加を頂き、緑ヶ丘カンツリークラブに行って来まし
た。真夏の暑さは緩みましたが、日中の温度は30度を超える暑さの中で開催されました。
優勝はホームコースでもあるL伴野がハンデにも助けられ、3アンダーで優勝されました。
また、今期入会のL磯輪がオープン参加され、次回のゴルフから、ハンデキャップが37となる
事が決定されました。今期の後半から参加希望の方も3人ほどお見えになりますので、皆さ
んで楽しく第一部会を盛り上げて行こうと思っています。

NP NO,4L伴野、 NO,7L伴野、 NO,13Ｌ松尾、 ＮＯ１５Ｌ柴田
ベストグロスは86でＬ伴野

スタート前に参加者の皆さんと記念撮影



チャリティゴルフの結果、名古屋太閤LCのL加藤（史）が優勝

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
10月に入り、緊急事態宣言も明け、普通の生活を取り戻し
ていければと思います。また、ライオンズクラブも通常に
もどり、例会・アクティビティが出来れば良いなと思いま
す。今回の会報の発行は9月・10月の合併号となりました。
9月のガバナー公式訪問の議事録等を添付しましたので確
認下さい。 報編集者 L伴野

◎１０月のお誕生祝

４日 Ｌ宮地 和彦

７日 Ｌ近藤 裕秋

２６日 Ｌ山田 茂雅

◎１１月のお誕生祝

２１日 Ｌ柴田 安晧

順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 安藤 幸雄 43 43 86 14 72

2位 西尾 恒章 43 46 89 17 72

3位 近藤 裕秋 45 52 97 24 73

4位 松尾 直規 46 53 99 26 73

5位 景山 清一 47 48 95 22 73

BB 布施 一明 66 69 135 44 91

さなげカントリークラブ

2021年10月度第一部会報告
1R2Z親睦チャリティゴルフ大会
（さなげカントリークラブ）

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

