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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１４０９回例会 ２月 ３日（木）於 興正寺 

第１４１０回例会 ２月２０日（日）於 安保ホール 

理  事会    ２月 ３日（木）於 興正寺 



第1405回例会報告
2021年12月5日（日）13：00～14：00

安保ビル 701号室

開会のゴング会長L森戸

出席率の報告
第１４０５回例会
１２月５日（日）
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 １５名
本日の欠席者 １４名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み ３名
出席率 ６２ ％
ファイン・ドネーション

１０５，０００円
累計 １，３３１，０００円

１２月5日（日）午前中の歳末助け合い募金を終え、第1405回の理事会・
例会が安保ホール701号室で開催されました。１２時３0分から１２月度の
理事会が行われ、複数の審議事項が決定されました。例会の開催は１３
時からとなり、会長L 森戸の開会のゴングで例会が開始されました。国旗
儀礼、国歌君が代斉唱に続き、ライオンズの誓いをＬ宮本（一）の朗読に
て行い、ライオンズクラブの歌を斉唱しました。会長挨拶に続いて幹事報
告、会員委員長からはL岡本の退会とL奥田の不在会員変更が了承され
た事が報告、計画委員長からはクリスマス家族会と新春同伴例会、節分
例会について報告がされました。市民委員長Ｌ松本からはボーイスカウト
名古屋第67団へ下期助成金の贈呈の報告が有りました。昼食後はテー
ルツイスタータイム、出席率の報告、会計報告があり、ライオンズローアを
Ｌ加藤（史）が行い、閉会しました。

司会の幹事Ｌ宮本（相） ライオンズの誓いを行う会長Ｌ宮本（一）

会長挨拶会長Ｌ森戸 計画委員長Ｌ布施の報告 市民委員長Ｌ松本の報告

テールツイスタータイムTTＬ景山副TTL伊藤 ライオンズローアはＬ加藤（史） 閉会のゴングを会長Ｌ森戸



チャリティ募金ー広げよう子供の食支援ー 駅前交番付近で募金活動（着ぐるみ内はL近藤）

駅前交番付近で募金活動（ボーイスカウト名古屋第67団） 近鉄駅前付近で募金活動（着ぐるみ内はL布施）

9時30分にはボーイスカウト名古屋第67団の朝礼が行われる

9時30分にはボーイスカウト名古屋第67団と会長L森戸・着ぐるみで朝礼が行われました。



２０２１年１２月度 定例理事会 議題 
２０２１年１２月５日（日）１２：３０～１３：００ 

於 安保ホール ７０１号室 

◎出席の確認 

理事定数 ２２名、出席  名、委任  名、欠席  名 

◎会長挨拶 

◎審議事項 

１．不在会員、退会会員について                    会員長 L伴野 

  ・L奥田敦芳 下期から不在会員に 

  ・L岡本明彦 １２月末で退会 

  承認 

２．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 

３．新春同伴例会について                       計画長 Ｌ布施 

  ２０２２年１月７日（金） 於 熱田神宮会館 

  １５：００ 集合    熱田神宮会館 １階ロビー 

  １５：３０～      神楽、参拝  

  １６：００～１６：３０ 理事会（竹の間） 

  １６：３０～１７：００ 例 会（賀殿の間） 

 １７：００～１９：００ 懇親会（賀殿の間） 

 承認 

４．節分例会について                         計画長 L布施 

  ２０２２年２月３日（木） 於 興正寺 

  １４：００～１４：４５ 理事会 興正寺 普照殿２階暁堂２にて 

  １５：００～１６：００ ご祈祷豆まき、法話拝聴 （１時間程の予定とのこと） 

  １６：１５～１７：００ 例 会 興正寺 普照殿２階暁堂２にて 

  ご祈祷豆まき代金 一人４，０００円 

  承認 

５．ボーイスカウト名古屋第６７団へ下期助成金の贈呈について      市民長 Ｌ松本 

  １月度第一例会にて 150,000円贈呈 

承認 

６．次年度選出地区役員について                     幹事 Ｌ宮本 

  地区マーケティング委員（2019年度Ｌ松本慶洋選出）  

  １月７日名簿提出締め切り 

  L杉原幸子を選出 承認 

７．その他 

  ◎報告・確認事項 

１．２Z合同チャリティゴルフ（10/18）チャリティ資金報告     第一部会 L伴野  

    合計金額 501，632円 中日新聞社会事業部へ寄付 

    当クラブ割当金額（参加者 31名）：117，048円 

２．ＺＣ選出「代議員数による比例代表ローテーション制」見直しについて 

  ウエスト→太閤→中村→ウエスト→太閤→中村→ウエスト→徳川→本丸→シティ→MJF 

  名古屋中村ＬＣ会員数増加に伴い、「太閤」、「中村」入れ替わり？ 

３．その他  



ドネーション寸言（第一例会） 

Ｌ森戸 尉之 ＣＢＣ歳末助け合い募金、寒い中おつかれ様でした。ボーイ、ガールが３０

名超参加してくれ、多くの方々に募金して頂くことができました。 

Ｌ宮本 相進 寒い中、チャリティ募金おつかれ様でした。これからもっと寒くなるので、雨

のゴルフはキャンセルしましょう！ 

Ｌ宮本 一正 ＣＢＣ募金、いい天気でよかったですね。 

Ｌ加藤 史典 募金、お疲れさまでした。時節柄（コロナで困っている人が増えている）募金

してくれる人が多かったような気がします。願望かな？ 

Ｌ西尾 恒章 ボーイスカウトの一人に、募金中にお金を入れてもらった時の気持ちを聞き

ました。「とてもうれしい」と答えてきました。「君も大人になったら寄付をして

あげてね」と言いましたら「うん」と答えてくれました。 

Ｌ柴田 安晧 募金活動、おつかれ様でした。 

Ｌ森  喜一 急に法事の沙汰が入り、例会欠席です。来季から年賀状を取り止めます。

パソコンのプリンターが壊れたため、これを期に決心しました。 

Ｌ伴野  功 ＣＢＣチャリティ募金、お疲れ様でした。ボーイスカウトが頑張りました。 

Ｌ松本 慶洋 気温急降下の師走の中、ＬＬ、ＢＳ、ＧＳの応援のもと募金活動、大変ご苦

労様でした。またまた新変異株オミクロンが入って来ました。今年の年末

年始も我慢ですね！ 

Ｌ近藤 裕秋 感謝。 

Ｌ杉原 幸子 募金、二年振りにできて良かったですネ！寒さの中、２時間ご苦労様でし

た。ボーイ、ガールの皆さん、ありがとう。クリスマス会は暖かく楽しくなると

いいですネ！ 

Ｌ松尾 直規 本日例会、急遽欠席します。すみません！ 

Ｌ布施 一明 本日は天気が良くなり、募金活動には良かったのではないかと思います。

着ぐるみは人生で初めて着ましたが、人に注目されているのが、歩いている

時に常に感じていました。今までに感じたことのない感覚でしたが楽しく、ま

た着る事があれば、がんばります。宜しくお願いします。 

Ｌ伊藤 民彦 寒い中、募金活動ご苦労様でした。 

Ｌ景山 清一 おつかれ様です。久し振りの募金でした。たくさんの皆様、ご参加頂きありが

とうございました。 



第1406回例会報告(クリスマス家族会）
2021年12月19日（日）17：15～17：45

名古屋マリオットアソシアホテル17階コスモス

出席率の報告
第１４０６回例会
１２月１９日（日）
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

１６６，０００円
累計１，４９７，０００円

開会のゴングを会長Ｌ森戸 司会進行は大会副委員長L松尾

LCIFピンの贈呈L谷口、L松尾

誕生日祝いの贈呈

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景山

１２月19日（日）１７時１５分より、マリオットアソシアホテル１７Ｆ コスモ スに於
いて第１406回の例会が開催されました。 当日はクリスマス家族会の準備もあ
り、3時15分集合でクリスマスの飾付けの終わった後に行われました。 会長Ｌ
森戸の挨拶の後、誕生日祝いは７日Ｌ舟橋重利、22日Ｌ宮本（一）、25日Ｌ加
藤（洋）に記 念品の贈呈が有りました。幹事報告・委員 長報告は無く、テール
ツイスタータイム、本日の出席率の報告、会計報告と続き、 ライオンズローア
はL景山が行い、閉会しました。

出席率の報告L伴野

CBCからの感謝状

クリスマスの準備の様子 クリスマスの準備の様子



家族会の司会はL布施

クリスマス家族会

毎年恒例のクリスマス家族会がマリオットアソシアホテル17階 コスモスで開催されました。 司会進行は 計画
委員長Ｌ布施が行い、計画員長の開会宣言でと同時にイルミネー ションの点灯式が行われ、 家族会は一気
にクリスマスの雰囲気に変わりました。会長Ｌ森戸の挨拶に続き、 オープニングは「子供 達と歌うジングルベル
♪」ジャンブルカルテットさんとL伴野でクリスマスの歌を歌いました。、L 宮地のサンタクロースとL 小泉 ＆L 宮
本 のトナカイの登場で子供達一人ひとりにクリスマスプレゼントを渡しました。Ｌ伴野の乾杯で食事の時間 と なり
ました。 アトラクション1部はクラウンみっきーさんに依る玉乗りと手品・バルーンのパホーマンス、2部はジャンブ
ルカルテットに依る生演奏で皆さんと楽しい時間を作 りました。後半では毎年恒例のラッキーカード抽選会をし、
最後に全員で手を繋ぎ会場一杯に輪になって「また会 う日まで」を合唱し閉会しました。

会長挨拶会長L森戸 オープニングはL伴野 子供達と歌うジングルベル

子供達と歌うジングルベル サンタクロースとトナカイの登場サンタはL宮地、トナカイはL小泉とL宮本（相）

乾杯の発声はL伴野 クラウンみっきーさんのパﾌｫーマンス



クラウンみっきーさんのパフォーマンス

Jumble Quartet（ジャンブルカルテット）の演奏

また逢う日までをソーシャルディスタンスを取って行いました。（パノラマ撮影）



ドネーション寸言（第二例会） 

Ｌ森戸 尉之 メリークリスマス！！早いものでもう年末ですね。今年はコロナの中、少しず

つアクティビティや例会が行えるようになり、うれしい限りです。あと半分、

来年も宜しくお願いします。 

Ｌ宮本 相進 もうクリスマス会ですか！１年早いものですね。 

Ｌ宮本 一正 １２月誕生祝い。５２才になります。いやだなあ～笑 

Ｌ郷司 朋明 メリークリスマス！ 

Ｌ伴野  功 ちょっと早いメリークリスマス！！昨年は、ＰＣＲ検査を行い実行しましたが

今年はコロナも落ち着き、楽しく行う事ができそうです。 

Ｌ松本 慶洋 メリークリスマス！早いもので１５回目のクリスマス家族会です。妻と皆出席

を続けてます（娘にはパスされました）来年は早速２月４日から冬季北京オリ

パラリンピックが始まります。ガンバレ日本！ 

Ｌ近藤 裕秋 メリークリスマス！本日のパーティ、良い子の皆様、素敵なプレゼントをゲッ

トして下さい。僕にもサンタさん、プレゼント下さい。 

Ｌ杉原 幸子 クリスマス会、みんなで楽しみましょう。今期の森戸会長！！ゴルフ以外は全

て晴れてますネ！後期も頑張って下さい。メンバーみんなで力を合わせて行き

ましょう。 

Ｌ太田賢太郎 今年も新年を迎える事ができそうです。感謝。 

Ｌ宮地 和彦 メリークリスマス、計画委員長並びに担当委員の皆様、準備お疲れ様でした。

クリスマス家族会、楽しみにしております。 

Ｌ小泉 安弘 クリスマス家族会、楽しみましょうね。 

Ｌ舟橋 重利 クリスマス家族会大いに楽しみましょう。 

Ｌ加藤 洋司 ４０代最後の年になりますので、仕事も遊びも頑張ります。 

Ｌ布施 一明 本日クリスマス家族会が開催できること、楽しみにしていました。計画委員長

としてはどうなるのか心配で緊張しています。あたたかい目で見て頂ければあ

りがたいです。宜しくお願い致します。 

Ｌ松尾 直規 ウイズコロナの１年でしたが、元気に過ごせた事に感謝！感謝！ 

Ｌ谷口 幸雄 今日は妻と一緒にクリスマスパーティーを満喫します！WeServe。 

Ｌ嘉和知星人 毎日パターの練習をしています。早くコースまわりたいです。クリスマス会楽

しみです！！ 

Ｌ伊藤 民彦 コロナも少し落ち着いて来た様です。今日はクリスマス家族会、楽しみましょ

う。 

Ｌ景山 清一 計画委員長はじめ三役、Ｌ小泉、準備ご苦労様です。楽しいひと時を過ごしま

しょう。 



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
12月下旬になり、名古屋にも雪が積もる気候となりました。
コロナ感染も抑えられており、普通の生活に戻れると思っ
ていましたが、オミクロン株の出現で来年がどうなるのか
少し不安な気持ちになっております。CN60年の準備も第
一部会の遠征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

順 位 北 南 GROSS HDCP NET

優勝 宮地 和彦 48 47 95 25 70

2位 大橋 進 48 43 91 17 74

3位 景山 清一 46 52 98 22 76

4位 宮本 相進 46 48 94 16 78

5位 嘉和知 星人 52 56 108 30 78

BB 杉原 幸子 57 59 116 30 86

菰野俱楽部ジャックニクラウスゴルフコース

2021年12月度第一部会報告
（ナガシマカントリークラブ）

12月2日（木）にで第一部会から、19名の参加を頂き、ナガシマカントリーに行って来ました。夕刻の
部年会の為、朝7時45分のスタートで開催されましたが、スタート前の記念写真の時は太陽が顔を出
していましたが、時々、雨が降る天気の下で開催されました。
優勝は日々の練習の成果が出てL宮地が2位のL大橋をを4打差つけて優勝されました。
また、夕刻には木曽路錦店に於いて忘年会を開催し、美味しいしゃぶしゃぶを食べる事ができました。

ニアピン
南NO,2 L大橋

NO,5 L嘉和知
北NO,4 Ｌ景山

NO,15 Ｌ森戸
BGは91でＬ大橋

スタート前に参加者の皆さんと記念撮影

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

