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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１４１１回例会 ３月 ４日（金）於 マリオットアソシアホテル 

第１４１２回例会 ３月１８日（金）於 ガーデンパレス 

理事会      ３月 ４日（金）於 マリオットアソシアホテル 



第1407回例会報告
2022年1月7日（金）16：30～17：00
熱田神宮会館 2階 賀殿の間

開会のゴング会長L森戸

出席率の報告
第１４０７回例会
１月７日（金）
会員数 ７３名
（内支部会員 ２名

家族会員３９名）
内不在会員 ４
本日の出席者 ２２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 ３名
出席率 ７９ ％
ファイン・ドネーション

１４５，０００円
累計 １，６４２，０００円

司会の幹事Ｌ山田ゲストビジターBS67団委員長山崎様

会長挨拶会長Ｌ森戸 BS名古屋第67団へ助成金の贈呈 モナークシェブロン賞の贈呈

お誕生日祝いの贈呈 市民委員長Ｌ松本の報告 レク・公衆委員長Ｌ榊原の報告

毎年恒例の新春同伴例会前に、熱田神宮本宮の神楽殿に於いて御祈祷を受け
てきました。 １６時30分からは熱田神宮会館賀殿の間に於いて例会が開催さ
れました。 会長挨拶に続き、ボーイスカウト名古屋第67団への助成金贈呈、
モナークシェブロン賞は30年Ｌ西尾、Ｌ伊藤、25年Ｌ柴田にそれぞれ、送ら
れました。幹事報告、委員長報告に続き、出席率の報告、会計報告が行われ、
Ｌ近藤のライオンズローアで雄叫びを 挙げました。懇親会の乾杯はＬ西尾が
行い、お食事タイムとなりました。 懇親会のゲームコーナーではお菓子 の重
さ当てゲームで賞品を取り合いました。



計画委員長Ｌ布施の報告 本日の会計報告Ｌ宮本（一）会長登壇会長Ｌ森戸

ライオンズローアをL近藤が行う ゲスト・ビジターのご退席

懇親会に入り司会のL布施 懇親会の会長挨拶L森戸 乾杯の発声をL柴田が行う

テールツイスタータイムL伊藤・L景山 締めの挨拶はL森



２０２２年１月度 定例理事会 議題 
２０２２年１月７日（金） 

１６：００～１６：３０ 

於 熱田神宮会館 １階 竹の間 

◎出席の確認 

理事定数 ２２名、出席１９名、委任  名、欠席  名 

◎会長挨拶 

◎審議事項 

１．晴光学院ボウリング大会について                 市民長 L松本 

  ２０２２年２月２６日（土） 於 コロナキャットボウル中川店、じゃんじゃん亭 

  承認 

２．CBC歳末助け合い募金決算報告               社会福祉副長 L山田 

  承認 

３．クリスマス家族会決算報告                     計画長 L布施 

  承認 

４．半期決算について                         会計 L宮本一 

  承認 

５．地区GSTより依頼、プロウォーキング（ゴミ拾いウォーキング）事業への協力について 

幹事 L宮本相 

  ３月２０日（日）10：00～１時間程度、小雨決行（雨天中止） 

  場所（任意）：豊国神社赤鳥居から参道及び中村公園にて 

  承認 

６，その他 

  

 

 

◎報告・確認事項 

１．思いやりキャンペーンについて                レク・公衆長 L榊原 

  ２０２２年２月１４日（月） 於 中村警察署講堂 

  １０：３０～昼頃まで（予算１０万） 

 

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 

  ２０２２年２月２０日（日） 於 タワーズガーデン（雨天中止・・・当日決定８：００） 

  １０：００～１１：３０ 

 

３．地区年次大会及び複合地区年次大会における代議員会提出議案の募集     幹事 L 宮

本 

 

 

４．その他  

  ・次年度地区役員選出について 

    次年度地区GLTコーディネーター  L伴野  功 

次年度地区アラート・環境保全委員長 L郷司 朋明    

 



ドネーション寸言（第一例会） 

Ｌ森戸 尉之 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。本日のご

祈祷、参拝では、皆様の健康と、太閤ライオンズクラブの発展、コロナの

収束をお祈りしました。 

Ｌ宮本 相進 明けましておめでとうございます。幹事の仕事、あと半年頑張ります。 

Ｌ宮本 一正 何もないです。明けましておめでとうございます。ギックリ腰もほぼ完治。

本日も妻と出席できました。一年間元気で過ごしましょう。 

Ｌ西尾 恒章 今年１月１７日で、結婚５５年に入ります。今まで無事仲良くつながって

きました。 

Ｌ舟橋 重利 新年あけましておめでとうございます。本年も健康に過ごせます様に。 

Ｌ柴田 安晧 あけましておめでとうございます。昨年はゴルフ６４ラウンドしました。

平均スコア９８．１でした。 

Ｌ森  喜一 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

Ｌ伴野  功 新年、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 

Ｌ近藤 裕秋 明けましておめでとうございます。皆様と新春同伴例会に参加できた事に

感謝です。本年もお手柔らかに。 

Ｌ松本 慶洋 新年あけましておめでとうございます。「虎は千里行って千里帰る」といい

ます！公私共に活力に満ちた１年にしたいです。オミクロン株の第六派不

安ですね。 

Ｌ榊原 和男 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

新型ウイルス・オミクロン株感染には、充分お気を付け下さい。 

Ｌ杉原 幸子 明けましておめでとうございます。今年も皆様の健やかな笑顔にお会いで

き、感謝です。「願い事がなくなりますように」と願いをして参りました。 

Ｌ宮地 和彦 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。私事で

大変恐縮ですが、この度妻が子供を授かりました。６月中旬の出産予定で

す。時期的に何かとご迷惑をお掛けする事があるかもしれませんが、親子

共々宜しくお願い致します。 

Ｌ小泉 安弘 新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 



Ｌ布施 一明 明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

またコロナ感染が拡大してきました。皆様、お体には注意頂ければと思い

ます。しっかり手指消毒など、感染予防をしています。 

Ｌ山田 茂雅 新年あけましておめでとうございます。またオミクロンが流行してますが、

コロナに負けず頑張りましょう。 

Ｌ松尾 直規 新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 

Ｌ谷口 幸雄 新年明けましておめでとうございます。今年は人生において勝負の年にし

ます！皆様、今年もよろしくお願い致します。 

Ｌ嘉和知星人 新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。仕

事、ライオンズ、ゴルフ、がんばるぞ！！ 

Ｌ磯輪 明宏 新年明けましておめでとうございます。昨年は公私共々散々だったので、

今年は少しでも良くなる様に、いっぱい奉仕活動を試してみる所存で

す！！また奉仕されるのも好きです（笑）お待ちしておりますので、本年

もどうぞ宜しくお願い致します。 

Ｌ伊藤 民彦 新年明けましておめでとうございます。今年もドネーションご協力、お願

いします。 

Ｌ景山 清一 穏やかに２０２２年を迎えました。三が日も好天に恵まれ、各行事も順調

に進める事ができました。新型コロナウイルスが心配ですが、無病息災で

一年過ごせます様に。 

弁護士
森戸法律事務所 Ｌ森戸尉之

〒450-000 中区丸の内1-4-12
アレックスビル5階

TEL: 446-5090 FAX:446-5091

ＯＡ機器販売
（株）トントン Ｌ山田茂雅

中区錦2-17-11
伏見山京ビル713

TEL: 204-0305FAX: 204-0201

大学教授
学校法人 中部大学 顧問 L松尾直規

〒487-8501 春日井市松本町1200
TEL:0568-51-9498 FAX:0568-51-1495

建設業
（株）谷-仙 L谷口幸雄

〒468-0012 天白区向が丘3-1001
TEL：847-3477 FAX:847-3478



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
新年、明けましておめでとうございます。今年に入り、新
型コロナウイルス・オミクロン株の急激な増殖で例会の中
止もやむを得ない状況となっております。会報の記事も少
ない状況ですが続けて行きますので皆さん、ご協力の程、
宜しくお願い致します。

報編集者 L伴野

順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 近藤 裕秋 47 52 99 24. 75

2位 嘉和知 星人 55 50 105 30 75

3位 小泉 安弘 43 44 87 10 77

4位 加藤 史典 46 44 90 11 79

5位 宮本 相進 50 45 95 16 95

BB 布施 一明 66 75 141 44 97

菰野俱楽部ジャックニクラウスゴルフコース

2022年1月度第一部会報告
（愛知カンツリー倶楽部）

1月13日（木）に第一部会から、19名の参加を頂き、愛知カンツリー倶楽部に行って来ました。
朝の気温が1度を割り、お正月に降った雪が微かに残り、極寒の中でゴルフが開催され、日中の
温度も9度までしか上がらず、厳しい環境の中で開催されました。
優勝はハンデキャップに恵まれましたL近藤が2位のL嘉和知を年齢上位の差で優勝されました。
また、今期の第一部会に新たな仲間が入会されました。L谷口幸雄と2月入会予定の加納宏久で
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,4 L宮本
NO,7 L宮地
NO,13 Ｌ加藤
NO,16 Ｌ森戸
BGは87でＬ小泉

スタート前に参加者の皆さんと
記念撮影

◎２月のお誕生日祝 

    ７日  Ｌ西尾 恒章 

   １３日  Ｌ布施 一明 

   １４日  Ｌ北川 康行 

   １７日  Ｌ太田賢太郎 

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

