
名古屋太閤ライオンズクラブ

2022 March

［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！

・April

次月の理事会・例会
第１４１５回例会 ５月 ６日（金）於 マリオットアソシアホテル
第１４１６回例会 ５月２０日（金）於 マリオットアソシアホテル
理事会 ５月 ６日（金）於 マリオットアソシアホテル

合併号



2022年2月14日（月）10：30～11：10
中村警察署7階講堂

「シャチホコ・バレンタイン」～歩行者のも愛を

毎年9月末に開催される交通安全パレードはコロナウイルス感染予防の為に中止となりましたが、
今回はバレンタインデーに人気芸人のMr.シャチホコさんをお呼びして一日警察署長としてイベン
トが開催されました。開会の言葉の後、一日警察署長委嘱式、中村警察署署長の挨拶、今期会長L
森戸は仕事の為、名古屋太閤ライオンズ第一副会長L宮地が会長挨拶を行いました。
来賓紹介後、一日警察署長Mr.シャチホコさんと交通安全トークがあり、得意な和田アキ子さんら
のモノマネを交えながら「シャチ歩行者優先」など交通安全を訴えました。



２０２２年３月度 定例理事会 議題 
 

◎審議事項 

１．地区年次大会（代議員のみ）代議員７名＋１名（元ガバナー枠）選出  幹事 Ｌ宮本相 

４月２３日（土） 於 名古屋マリオットアソシアホテル 

（L 加藤 史典）（L 伴野  功）（Ｌ郷司 朋明）（Ｌ杉原 幸子）（Ｌ宮地 和彦） 

（L 宮本 一正）（Ｌ加藤 洋司）（Ｌ森戸 尉之） 

※元ガバナーは別枠登録必須。例年次年度役員を中心に選出。 

  承認 

２．複合地区年次大会 代議員７名＋１名（元ガバナー枠 任意）選出     幹事 Ｌ宮本相 

    ５月２９日（日） 於 長野県松本市 キッセイ文化ホール 

（L 加藤 史典）（L 伴野  功）（Ｌ郷司 朋明）（Ｌ杉原 幸子）（Ｌ宮地 和彦） 

（L 宮本 一正）（Ｌ加藤 洋司）（Ｌ森戸 尉之） 

※複合地区大会：元ガバナーは別枠登録任意。例年次年度役員を中心に選出。 

  承認 

３．４月第二例会について                       幹事 Ｌ宮本相 

  地区年次大会振替不可の為、振替開催 

４月１５日（金）１８：４５～ 於 ガーデンパレス 

  承認 

４．プロウォーキングについて                     幹事 L 宮本相 

  ３月２０日（日）１０：００～１１：００（豊国神社赤鳥居～参道～中村公園） 

  雨天中止 

  承認 

５．シャチホコバレンタイン決算報告               レク・公衆長 L 榊原 

  承認 

２０２２年２月度 定例理事会（書面） 議題 
 

◎審議事項 

１．新入会員について                         会員長 Ｌ伴野 

  加納宏久氏（ＳＬ小泉安弘）３月第一例会入会式予定  承認 

２．献血について                            保健長 L加藤洋 

  ３月１７日（木） 

  名駅献血ルーム２ケ所に、記念品を提供  承認 

３．次年度地区役員選出について                     会長 L 森戸 

  ・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 

承認 

４．新春同伴例会決算報告について  承認               計画長 L 布施 

 

2月度・3月度の理事会は文書理事会（FAX理事会）となりました



◎報告・確認事項   

１．１ＲＹＣＥ活動費拠出について                   ＹＣＥ長 Ｌ森 

  コロナの為、活動がなく、今年度も拠出金請求はなし。 

 

２．指名会・選挙会                          幹事 L 宮本相 

   指名会・・・・・書面（3/１８）にて 

   選挙会・・・・・４月第一例会（4/ １）にて 

 

３．第６８回３３４－A 地区年次大会（今年度代議員のみ）          大会長 Ｌ山田 

〇式 典 ４月２３日（土）１５：００～ 於 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 16 階 タワーズボールルーム 

 登録料 ２，０００円 

〇基調講演 ４月２３日（土）１６：３０～ 於 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 16 階 アゼリア 

〇晩餐会 ４月２３日（土）１８：００～ 於 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 16 階 タワーズボールルーム 

 登録料 １８，０００円・・・２名の参加要請 

○代 議 員 ７＋１名（１４：００頃～） 

    （オンライン配信：詳細後日） 

  ４．第６８回３３４複合地区年次大会                    大会長 Ｌ山田 

〇ｱﾄﾗｸｼｮﾝ  ５月２９日（日）１３：３０～ 於 長野県松本市 キッセイ文化ホール 

〇式  典 ５月２９日（日）１４：００～ 於 長野県松本市 キッセイ文化ホール 

 登録料 ５，０００円 

○代 議 員 ７＋１名（１３：１５頃～） 

５．第１０４回国際大会 モントリオール                大会長 L 山田 

  開催日：６月２４日～２８日 登録料：３月３１日まで １７５ドル、 

 登録希望メンバーは、事務局までお申し出頂くか、又は個人登録をお願いします。 

２０２２年３月度 定例理事会 議題 



2022年3月20日（日）10：00～11：00
豊国神社赤鳥居～参道～中村公園まで
プロウォーキング（ゴミ拾いウォーキング）

334-A地区110クラブはプロウォーキング（ゴミ拾いウォーキング）として同日任意の場
所で、一斉事業を行う事になりました。名古屋太閤ライオンズはこの趣旨を取り組むた
め、3月20日（日）に豊国神社赤鳥居の前から参道・豊国神社生誕の碑まで16名メンバー
が参加して清掃活動を行いました。



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
今年に入り、1月21日から3月21日までのまん延防止措置
の為、例会が中止となっておりますが、アクティビティは
外部で行いましたので、3月・4月の合併号を作成しました。
5月の会報は第一例会・第二例会も開催されることを望み
ます。 報編集者 L伴野

順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 森 喜一 52 46 98 19 79

2位 加藤 史典 46 46 92 11 81

3位 宮本 相進 53 45 98 16 82

4位 柴田 安晧 51 52 103 20 83

5位 伊藤 民彦 54 50 104 21 83

BB 嘉和知 星人 62 69 131 30 101

菰野俱楽部ジャックニクラウスゴルフコース

2022年3月度第一部会報告
（四日市カンツリー倶楽部）

3月10日（木）に第一部会から、18名の参加を頂き、四日市カンツリー倶楽部に行って来
ました。この日は、朝の気温が3℃でしたが、日中は15℃まで上がり3月初旬とは思えな
い程、暖かな環境の中でゴルフを開催する事ができましが、芝生の養生の為、たくさんの
砂が撒かれ上位3名の方しか100を切れないコンディションでした。
優勝はホームコースのL森が、地の利を生かして2位のL加藤（史)にを2打差をつけて優勝
されました。4月は春の陽気の中で皆さんで楽しくゴルフを楽しみましょう。

ニアピン
NO,4 L加藤
NO,7 ナシ
NO,13 Ｌ森戸
NO,16 Ｌ森戸
BGは92でＬ加藤

スタート前に参加者の皆さん
と記念撮影

◎３月のお誕生日祝

１８日 Ｌ小出 昭司

２６日 Ｌ伴野 功

◎４月のお誕生日祝

９日 Ｌ安藤 幸雄

１２日 Ｌ宮本 相進

２５日 Ｌ小泉 安弘

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

