
名古屋太閤ライオンズクラブ

2022 May

［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１４１７回例会 ６月 ３日（金）於 マリオットアソシアホテル
第１４１８回例会 ６月１７日（金）於 ザコンダーハウス
理 事 会 ６月 ３日（金）於 マリオットアソシアホテル



2022年4月1日（金）18：45～20：00
名古屋マリオットアソシアホテル ルピナス

4月1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4月
度第一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、国歌君が代斉唱、ライオン
ズの誓いをL宮本（相）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、新入会員入会式が行われ、Ｌ加納宏久が我々の
仲間となりました。LCIFピンがL伴野、L近藤、L伊藤、Ｌ小泉、Ｌ宮地、
Ｌ布施の送られました。また、LCIF 100アワードが、L宮地に送られまし
た。薬物乱用防止教育認定証がＬ松本、Ｌ宮本、Ｌ谷口に贈呈されまし
た。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。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Ｌ榊原が行い、閉会のゴン
グとなりました。

出席率の報告
第１４１３回例会
４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 ２３名
本日の欠席者 ６名
内出張 ０名
病気 １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

１５１，０００円
累計 １，８３６，０００円

会長Ｌ森戸の挨拶 ライオンズの誓いを幹事Ｌ宮本（相） 新入会員の入会式

新入会員にバッチを贈呈 新入会員L加納のライオンと呼ばれ
る人の朗読

新入会員のＬ加納と会員が対面

LCIFピンの贈呈 LCIFキャンペーン100の贈呈 薬物乱用防止教育講師認定証の贈呈



２０２２年４月度 定例理事会 議題 

２０２２年４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  名、委任  名、欠席  名 

◎会長挨拶 

◎審議事項 

１．最終同伴例会について                          計画長 L布施 

  ６月１７日（金） 

  承認 

２．献血決算報告                                保健長 L加藤洋 

  承認 

３．その他 

  

◎報告・確認事項 

１．その他  

幹事報告Ｌ宮本（相） 大会委員長Ｌ山田の報告 Ｌ加納ＳＬ Ｌ小泉からの報告

本日の出席率の報告会員長Ｌ伴野 本日の会計報告Ｌ宮本（一） ライオンズローアはＬ榊原



ドネーション寸言（第一例会） 

Ｌ森戸 尉之 Ｌ加納宏久、入会おめでとうございます。今後共よろしくお願い致します。 

Ｌ宮本 相進 自粛のし過ぎなのか？糖尿病の数値ヘモグロビンＡ１Ｃが７．２になってしまいました。とり

あえずビールは本数を減らし、糖質ゼロに替えました。 

Ｌ宮本 一正 久しぶりの例会、うれしいです。 

Ｌ郷司 朋明 新学期になり、上の孫は６年生、下の孫は４年生になりました。息子の方の孫は、１歳半にな

り、最近やっと歩けるようになり、家族そろうとにぎやかです。 

Ｌ加納 宏久 入会させて頂きました。頑張ります。宜しくお願い致します。 

Ｌ小泉 安弘 Ｌ加納、入会おめでとうございます。共に奉仕活動を楽しんでいきましょう。 

Ｌ太田賢太郎 １月５日から１８日間入院しましたが、今年も頑張ってＧもＬＣも仕事？も活動していきます。 

Ｌ西尾 恒章 山崎川の桜が満開です。とても美しいです。久し振りの例会に出席しました。皆さん元気でよ

かったです。 

Ｌ舟橋 重利 春になりました。コロナに気を付けて頑張りましょう。 

Ｌ柴田 安晧 久しぶりの理事会、例会で、ネクタイ、スーツを着て出席しました。いつもはラフな身なりで

いますので、身がひきしまる思いです。 

Ｌ森  喜一 ３月ゴルフ部会、優勝しました。今期あと一勝の予定です。 

Ｌ伴野  功 花粉症で苦しんでいます。今日も現場に１時間立ち会い、くしゃみ、鼻水で大変でした。 

Ｌ近藤 裕秋 コロナ禍の間、運動不足で１０㎏近く体重が増加してしまいました。ゴルフで歩いて減量は試

みてはいますが減らず・・・。ストレスもたまっています。まあ元気ですから、いいか！ 

Ｌ榊原 和男 豊国神社参道の清掃活動、お疲れ様でした。桜も満開、いい季節となりました。新型コロナに

負けず頑張りましょう！ 

Ｌ杉原 幸子 久し振りにメンバーの皆さんのおだやかな笑顔にお会いできた事に感謝です。Ｌ加納、入会お

めでとうございます。まだまだ困難の多い生活ですが、地球が平和でありますように。祈。 

Ｌ宮地 和彦 Ｌ加納、ご入会おめでとうございます。楽しく明るく元気でライオンズ活動を頑張っていきま

しょう！ 

Ｌ布施 一明 新しく入会されたＬ加納、今後も宜しくお願いします。私は花粉症が落ち着く事はなく、厳し

い日々を過ごしています。早くコロナも含めて落ち着くことを願います。本日も宜しくお願い

します。 

Ｌ山田 茂雅 リアルは良いですね。加納さん、入会おめでとうございます。 

Ｌ松尾 直規 春です。コロナがなかなか収まりません。コロナと付き合いながら活動するしかないようです。 

Ｌ谷口 幸雄 ４/１、新年度がスタートし、街中がにぎわって、また始まるぞ～って感じで、身が引き締まる

思いです！ 

Ｌ磯輪 明宏 ごぶさたしておりました！！あっという間に３０代最後の歳を２月に迎えました。良い一年に

したかったのですが、先月とうとうコロナウイルスに感染してしまいました・・・。今は回復

して絶好調です！！ 

Ｌ伊藤 民彦 平成３年４月に入会しました。今日で丸３１年が過ぎました。年月の過ぎる早さに今更ながら

驚いております。 

Ｌ景山 清一 ３月２０日（日）プロウォーキング参加、お疲れ様でした。久し振りの屋外のアクティビティ、

お天気も良く、メンバーの皆様にお会いして楽しかったです。 



2022年4月15日（金）18：45～20：00
ガーデンパレス 2F 桜

4月15日(金）ガーデンパレス2階「桜」に於いて4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、お誕生祝
の贈呈が行われました。幹事報告、委員長報告と続き、第二回ライオン
ズ・メンタープログラムをＬ伴野の講師にて行われました。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Ｌ杉原が行い、閉会のゴングとなりました。

会長Ｌ森戸の会長挨拶 司会は大会副委員長のＬ松尾が行う ２月の誕生祝の贈呈

３月の誕生祝の贈呈 ４月の誕生祝の贈呈 幹事報告Ｌ宮本（相）

テールツイスタータイム 本日の会計報告Ｌ宮本（一） ライオンズローアはＬ杉原



ドネーション寸言（第二例会） 

Ｌ森戸 尉之 Ｌ加納、第一部会優勝おめでとうございます！！今年は一回も優勝できずに終わ

りそうです・・・。 

Ｌ宮本 相進 Ｌ加納、第一部会初参加でいきなり優勝！やはりハンディキャップがあまかったで

すね。 

Ｌ宮本 一正 なにもありません。 

Ｌ郷司 朋明 伊勢のヴィソンに長男家族と行って来ました。おいしいお店がいっぱいで楽しい所

でした。 

Ｌ太田賢太郎 今年喜寿、後何年ゴルフできますか？昨日はホタルでした。早く優勝しないと時

間がない。ご協力下さい。 

Ｌ柴田 安晧 ８４才になってゴルフが出来る事に感謝しています。 

Ｌ森  喜一 最近の日課、落葉掃除と草ムシリ。時々ゴルフ。 

Ｌ伴野  功 ３月２６日に誕生日を迎え、６６才になりました。早いもんですね！ 

Ｌ松本 慶洋 次々登場するコロナウイルス「ＸＥ」とは、オミクロン株「ＢＡ-１」と「ＢＡ-２」が組み

合わさった新たな株のようで、感染スピードが速いとのことです。いつになったらマ

スク無しになるのかな？皆さん気を付けて下さい。僕は何もできませんが、プーチ

ン大統領、早く戦争をやめて下さい。 

Ｌ近藤 裕秋 ゴルフ、アイアン下手？ 

Ｌ杉原 幸子 どうしてゴルフが上手くならないのか！？です。 

Ｌ小泉 安弘 まだまだコロナが静まりませんが、例会が出来る事に感謝！！ 

Ｌ布施 一明 ２月に誕生日を迎えて、今までは階段を３階くらい歩いても息切れしなかったので

すが、現在体力がもたなくなってしまい、少しショックです。ゴルフを含めて体力強

化していきたいと思います。（ダイエットも兼ねます）本日も宜しくお願いします。 

Ｌ松尾 直規 夜の街もコロナ前の賑わいに戻りつつあるようです。第七波が心配ですが、人の活

動が活発になるのは必ずしも悪いことではないと思います。 

Ｌ嘉和知星人 先輩方お疲れ様です！！先週末、福井の三方五湖にツーリングに行きました。気

温もちょうど良く、とても気持ち良く走れました！！もし一緒にツーリングして下さる

方がいればお誘い下さい。二輪でなくても四輪でも構いませんよ（笑） 

Ｌ加納 宏久 部会コンペ、良い成績を出すことができまして、ありがとうございました。 

Ｌ伊藤 民彦 桜も終わり春本番と思いきや初夏の様な暑さ、そして又本日は涼しくなり、この一

週間気温の上下が大きいですね。体調に気を付けて下さい。 

Ｌ景山 清一 なかなかコロナが終息しませんね。ゴールデンウイークも近いのに、もう少し我慢し

ましょうか？皆様もご安全に！！ 



第 68 回年次大会が4月 23日（土） 名古屋マリオットアソシアホテルに於いてライオンズクラブ国際
協会 334-Ａ地区第 68回年次大会 が開催されました。
木曽川高校ブラスバンド部に依るオープニング演奏に続き、ご来賓の入場、国歌君が代・ライオンズ
クラブの歌斉唱に続き、大会委員長・地区ガバナーL大山恭範の挨拶、参加クラブの紹介、物故ライオ
ンの追悼、ご来賓の祝辞は愛知県知事大村秀章様、 名古屋市長河村たかし様、一宮市長中野正康様が
行いました。続いて、ガバナー年次報告、会計・監査報告、大会決議報告、年次大会表彰の発表とな
りました。 ガバナー・アクティビティグランプリは 1Ｒ1Ｚ名城ＬＣが受賞されました。我がクラブ
からは LCIF理事長感謝状をＬ伴野が頂きました。地区ガバナーエレクトの発表・挨拶、次期ホストク
ラブ代表挨拶に続き、ライオンズローア、 閉会宣言並びにゴングで大会式典は終了しました。

2022年4月23日（土）15：00～16：15
2021-2022 第68回年次大会

名古屋マリオットアソシアホテル 16F タワーズボールルーム

木曽川高校ブラスバンド部の演奏 大会委員長Ｌ田中幸雄の挨拶 地区ガバナーＬ大山恭範の挨拶

愛知県知事大村秀章様の挨拶 名古屋市長河村たかし様の挨拶 名古屋小児がん基金へ贈呈

国際閉あポスター入賞の方々 LCIF理事長感謝状の贈呈Ｌ伴野 今期執行部のライオンズローア

次期開催ホストクラブ挨拶 愛知県知事大村秀章様の挨拶



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
3月21日でのまん延防止措置が解除され、例会が行える様
になりました。4月号は第一例会・第二例会・年次大会と
会報に載せる記事は沢山ありました。会報編集者としては
インターネットで読むことが出来ますので、感想をお聞か
せ下さい。 報編集者 L伴野

順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 加納 宏久 48 48 96 23 73

2位 小泉 安弘 41 44 85 10 75

3位 森戸 尉之 43 49 92 13 79

4位 安藤 幸雄 46 46 92 11 81

5位 伊藤 民彦 49 53 102 21 81

BB 近藤 裕秋 52 58 110 19 91

スリーレイクスカントリークラブ

2022年4月度第一部会報告
スリーレイクスカントリークラブ

4月14日（木）に第一部会から、16名の参加を頂き、スリーレイクスカントリークラブに
行って来ました。週間予報は午後から雨が予想され、ゴルフ場に無理をお願いしてスルー
で競技を行いました。5組目の方が1ホールのみ、雨に降られましたが、何とか行う事が
出来ました。
優勝はハンデの甘さに助けられ、L加納が優勝されました。次回は岐阜関カントリー俱楽
部でのゴルフなります。皆さんで楽しくゴルフをしましょう。

ニアピン
NO,2 L森
NO,7 L伴野
NO,11 Ｌ安藤
NO,16 ナシ
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(今にも雨が降り出
しそうな天気でした）

◎５月のお誕生日祝

３１日 Ｌ松尾 直規

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

