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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１４０７回例会   １月 ７日（金）於 熱田神宮会館 

第１４０８回例会   １月１９日（水）於 ガーデンパレス 

理事会        １月 ７日（金）於 熱田神宮会館 



第1403回例会報告
2021年11月5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

ゲストビジター1R2ZZCL鈴木勲

国歌君が代斉唱 会長挨拶L森戸

LCIF100キャンペーンピンの贈呈 誕生日祝いの贈呈

11月5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11月度
第一例会が開催されました。この回は1R2Zゾーン・チェアパーソンをお迎え
しての例会となりました。
ゲストビジター1R2Zゾーン・チェアパーソンL鈴木勲、1R献眼・献腎・献
血・骨髄移植推進・聴覚・糖尿病予防委員L竹内良太郎のご入場、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、
ゾーン・チェアパーソンL鈴木のご挨拶、LCIFピンの贈呈、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。お食事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L舟橋が行い、閉会のゴングとなりま
した。

出席率の報告
第１４０３回例会
１１月５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

１４３，０００円
累計 １，０７０，０００円

ゲストビジター1R2ZZCL鈴木勲のご挨拶

司会の大会委員長L山田 ゲスト・ビジターの紹介は接待委員長L近藤



レク・公衆委員長L榊原の報告 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舟橋

計画委員長L布施の報告

閉会のゴング会長L森戸



２０２１年１１月度 定例理事会 議題 
２０２１年１１月５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４名、欠席  名 

◎会長挨拶 

◎ZC挨拶 

◎審議事項 

１．CBC歳末助け合い募金について                           社会福祉副長 Ｌ山田 

  １２月５日（日）１０：００～１２：００ 於 名鉄百貨店周辺 

  （理事会 １２：３０～１３：００  例会 １３：００～１４：００ 於 安保ホール） 

  予算添付                                   承認 

２．ファイヤーフェスティバルについて                          社会福祉副長 L山田 

  ２月２０日（日）１０：００～１１：３０（雨天中止）於 タワーズガーデン 

  例会日変更 ２月１８日（金）→ ２月２０日（日）１２：００～ 於 安保ホール 

  予算添付                                   承認 

３．クリスマス家族会について                               計画長 L布施 

  １２月１９日（日） 於 マリオットアソシアホテル １７階 コスモス 

  例会 １７：１５～１７：４５  家族会 １８：００～２０：３０        承認 

４．「思いやりキャンペーン」について                           レク・公衆長 L榊原 

  中村警察署：啓発物品配布 → 当初予定していたイベント開催に変更したい意向 

２月１４日（月）芸人“しゃちほこ”さんを招いてのイベント予定（詳細未定） 

予算１０万（警察に通知済）                        承認 

５．ＣＮ６０周年記念について                               大会長Ｌ伴野 

  来年第一回委員会を実施予定 

６．月見同伴例会決算報告         承認                    計画長 L布施 

７．その他 

 

 

◎報告・確認事項 

１．２Z合同チャリティゴルフ チャリティ資金報告                   第一部会 L伴野  

    現在未報告 

２．昨年度、東莱 LCCN５0周年記念、記念花瓶の金額確定            幹事 L宮本 

  品物代 66，000円 ＋ 海外便発送関税手数料 10，950円 

  計 76，950円（差額 23，050円 雑収入へ） 

 

３．その他  

       



次頁に続く

ドネーション寸言（第一例会） 

１Ｒ２ＺＺＣ Ｌ鈴木 勲 例会訪問に際し。 

１Ｒ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 

 例会訪問に際し。 

Ｌ森戸 尉之 鈴木ＺＣ、Ｌ竹内、例会訪問ありがとうございます。また、チャリティコンペは、

スコアは散々でしたが、天気に恵まれ気持ち良くプレーすることができました。

ありがとうございました。 

Ｌ宮本 相進 ＺＣのＬ鈴木、Ｌ竹内、理事会、例会訪問ご苦労様です。そういえば、どこか

お酒の席でご一緒でしたね。 

Ｌ宮本 一正 まだ腰が痛いです。 

Ｌ太田賢太郎 ８月末から体調不良。早く治して第一部会頑張って、ドネーション多く出し

たいです。 

Ｌ西尾 恒章 鈴木ＺＣ、Ｌ竹内、例会訪問ありがとうございます。昨日の名古屋市内のコ

ロナウイルス感染者、０人とは驚きです。 

Ｌ森  喜一 長良川河口堰の近くでハゼ釣りをしました。天ぷらにして食べました。ウマカ

ッタ！！ 

Ｌ柴田 安晧 満８３才になりました。来年はよびどし８５才になります。４３，４２のエイジシ

ュートを狙います。 

Ｌ伴野  功 今日は、１Ｒ２Ｚ、ＺＣを迎えての例会です。ＺＣＬ鈴木、献眼・献腎・献血・

骨髄移植推進・聴覚・糖尿病予防委員Ｌ竹内、訪問ご苦労さまです。 

Ｌ松本 慶洋 先々日の２日に３２回目の結婚記念日を無事迎えました。僕の努力、 

我慢、忍耐の賜物です。娘がサプライズでケーキとクラッカーで祝 

ってくれました！最高の一夜でした。 

Ｌ近藤 裕秋 体重オーバー。 

Ｌ杉原 幸子 第一部会で、バーデー、ニアピン取りました（笑）。スコアは別とし 

て（泣）。本日はＺＣＬ鈴木、Ｌ竹内、例会訪問ありがとうございます。この先

もコロナが収まり、平和な日々が続きますように（祈）。 

Ｌ舟橋 重利 新型コロナもだいぶ落ち着いてきました。このまま終息すると良い 

ですね。 

Ｌ榊原 和男 朝夕寒くなってきました。健康に留意し頑張って下さい。 

Ｌ宮地 和彦 本日は、１Ｒ２ＺＺＣＬ鈴木、１Ｒ地区委員Ｌ竹内をお招きしての例会です。

楽しみにしております。 

Ｌ小泉 安弘 昨日の第一部会、メンバーに恵まれて優勝する事ができました。大 

変うれしく思います。ありがとうございました。アウト４５、イン 

４０、グロス８５ハンデ１３、ネット７２、次回ハンデ１０。 



Ｌ布施 一明 ＺＣＬ鈴木、１Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚・糖尿病予防委員

Ｌ竹内、名古屋太閤の例会にご出席頂きまして、ありがたく思います。本日、

どうぞ宜しくお願い致します。 

Ｌ山田 茂雅 本年も残り２ケ月切りました！体調崩さず、乗り切りましょう。クリスマス家族

会も楽しみです。 

Ｌ松尾 直規 ようやく日常生活が戻りつつありますが、これが続いて完全回復につながる

ことを期待します。もう少し頑張りましょう。 

Ｌ磯輪 明宏 昨日は絶好のゴルフ日和でしたね。先輩方のプレーを目に焼き付けて、次

回の 

 コンペに向けて練習あるのみです。引き続き温かい目で応援、ご支援宜しく

お願いします！！ 

Ｌ伊藤 民彦 ずいぶん秋らしくなってきました。皆様体調には充分気を付けて下さい。 

Ｌ景山 清一 １Ｒ２ＺＺＣＬ鈴木、地区委員Ｌ竹内、ようこそ。後両名のお父様は良く存じ

上げております。二代に渡るライオンメンバー、ライオニズムに則り、ご活躍

を祈ります。 

防水扉製造・販売

大日産業（株） Ｌ伴野功
〒490-1104 あま市西今宿山伏二51-1

TEL: 462-6671 FAX:443-6001

菓子卸商
（株）丸重 舟橋商店 Ｌ舟橋重利
〒451-0043 西区新道2-5-10 
TEL: 561-3601 FAX:571-0390

総合人材サービス業・人工芝・建設工事業

（株）コムスタッフ L松本慶洋
〒460-0003 中区錦1-20-25
広小路YMDビル1006号
ＴＥＬ：220-5444 ＦＡＸ：222-5455



第1404回例会報告(中村公園清掃奉仕）
2021年11月19日（金）11：30～12：30

かとう

出席率の報告
第１４０４回例会
１１月１９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

１４９，０００円
累計 １，２２６，０００円

開会のゴングを会長Ｌ森戸 司会進は大会委員長L山田

幹事報告L宮本

11月19日(金）中村公園清掃奉仕の終了後に11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、
幹事報告後に食事となりました。
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・ライオンズローアをL森が行い、閉会のゴングとなりました。

会長挨拶会長L森戸

テールツイスタータイム 本日の会計報告Ｌ宮本（一）

閉開会のゴングを会長Ｌ森戸ライオンズローアをＬ森



名古屋太閤ライオンズクラブが力を合わせて清掃に取り組みました。

清掃奉仕終了後に記念撮影

中村公園清掃奉仕
2021年11月19日（金）10：00～11：00



ドネーション寸言（第二例会） 

Ｌ森戸 尉之 清掃活動参加できず申し訳ありませんでした。 

Ｌ宮本 相進 ３日前、また軽いギックリ腰になりました。今月まだゴルフが３回もあるのに・・・。 

Ｌ宮本 一正 いい天気でよかったですね。 

Ｌ郷司 朋明 中村公園清掃奉仕、おつかれ様でした。もみじはまだまだですね。 

Ｌ太田賢太郎 本日はご苦労様です。家でも掃除してます？奥様に協力して下さい！私は毎日し

てます。 

Ｌ伴野  功 豊国神社の清掃、ご苦労様です。例年より暖かい日で良かったです。 

Ｌ西尾 恒章 中村公園前の九の市は出店する数も多く、とてもにぎやかですね。 

Ｌ柴田 安晧 今日は午後から岐阜の富有柿のキズ物を５００～６００個位もらいに行きます。欲し

い方はお申し出下さい。無料です。（おばが柿農園をやっています） 

Ｌ森  喜一 長良川で隠居ハゼを釣りました。刺身にして食べた。 

Ｌ松本 慶洋 皆様、清掃奉仕ご苦労様でした。大リーグＭＶＰが先程発表され、予想通りエンゼ

ルスの大谷選手が受賞しました！イチロー選手以来の二人目の快挙にウイサー

ブ！！今年の皆既（部分）月食は「１８：０３」方角は東北東のようです。 

Ｌ近藤 裕秋 よろしくお願いします。 

Ｌ杉原 幸子 先日発覚しましたが、私の甥っ子がレッスンプロＡ級になっていました。大学時代か

らゴルフを始めたのに、よく頑張ったなあと思います。ゴルフスカイという雑誌を作っ

ています。 

Ｌ宮地 和彦 本日は中村公園の清掃お疲れ様でした。暖かい日が続いていたので、例年より落

ち葉が少なかった感じです。来週から気温も低くなる様なので、体調管理に気をつ

けて下さい。 

Ｌ榊原 和男 中村公園清掃お疲れ様でした。新型コロナウイルス感染が減少していますが、まだ

まだ予断を許さないと思います。感染には充分気を付けて下さい。 

Ｌ布施 一明 中村公園清掃、大変お疲れ様でした。天気も良く、清掃日和で気持ち良く清掃がで

きました。１２月もライオンズ活動がありますが、しっかり取り組んでいきます。本日も

宜しくお願いします。 

Ｌ山田 茂雅 快晴でよかったです。お疲れ様でした！ 

Ｌ谷口 幸雄 奉仕活動、初めて参加させて頂きました。今まで感じたことのない清々しい気持ちで

いっぱいです。今日は良いことがありそうな気がします。 

Ｌ磯輪 明宏 初めての奉仕活動、天気も良く１１月にしては暑過ぎなぐらいで、とても気持ちよかっ

たです！！今後も「人の和」「心の和」「奉仕の和」を忘れずに精進していきたいと思

います。あ、あと「ゴルフの和」もヨロシクお願いします！ 

Ｌ嘉和知星人 来週から寒くなるそうですね。お体にお気をつけ、過ごしましょう！ 

Ｌ伊藤 民彦 中村公園清掃アクティビティ、ご苦労様でした。天気に恵まれ少し暑かったですね。 

Ｌ景山 清一 快晴に恵まれ、絶好のおそうじ日和になりました。みなさん、お疲れ様でした。 



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
11月中旬になり、季節が進んで冬の便りが各地から、聞こ
えるようになりました。コロナ感染も抑えられており、普
通の生活に戻れるのもあと少しの様に感じられます。
来年からはCN60年のACTも進めて行きたいと思いますので
皆さん、ご協力の程、宜しくお願い致します。

報編集者 L伴野

◎１２月のお誕生祝

７日 Ｌ舟橋 重利

２２日 Ｌ宮本 一正

２５日 Ｌ加藤 洋司

順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 小泉 安弘 45 40 85 13 72

2位 宮本 相進 45 44 89 16 73

3位 松尾 直規 46 55 101 26 75

4位 伴野 功 41 48 89 12 77

5位 森 喜一 43 54 97 19 78

BB 太田賢太郎 53 60 113 23 90

菰野俱楽部ジャックニクラウスゴルフコース

2021年11月度第一部会報告
（菰野俱楽部ジャックニクラウスゴルフコース）

11月4日（木）にで第一部会から、20名の参加を頂き、菰野俱楽部ジャックニクラウスゴル
フコースに行って来ました。朝の気温が10度を割るようになりましたが、日中の温度は20度
を超えてポカポカ陽気の中で開催されました。
優勝は後半にチャージしたL小泉が2位のL宮本を1打差で優勝されました。
また、今期の第一部会22名の内、20名の参加を頂きました。来期までには6組の参加になる
ように会員を増やして行く予定です。皆さんで楽しく第一部会を盛り上げて行きましょう。

ニアピン
NO,2 L西尾
NO,5 L安藤
NO,12 Ｌ杉原
NO,15 Ｌ杉原
BGは85でＬ小泉

スタート前に参加者の皆さんと記念撮影

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

