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クラブスローガン 地域に根づく奉仕活動
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 咸じて臨む 変革の能動者たらん
334-A地区 スローガン 幸せのわかちあいでWe Serve 
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次月の理事会・例会
第１４２７回例会
１１月 ４日（金）於 名古屋マリオットアソシアホテル
第１４２８回例会
１１月１８日（金）於 かとう
理事会
１１月 ４日（金）於 名古屋マリオットアソシアホテル



2022年9月2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

9月2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ZC例会訪問とし
て9月度第一例会が開催されました。
会長Ｌ宮地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嘉和知で行い、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、
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ZC,R委員長,会長が行い、閉会のゴングとなりました。

会長L宮地の挨拶

ライオンズの誓いをL嘉和知が行う

ゲストビジターのご紹介をL伊藤 委員長報告を行う市民長L布施

開会のゴングを行う会長L宮地 国歌君が代斉唱

出席率の報告
第1423回例会
9月2日（金）
会員数 ７6名
（内賛助会員 1名
支部会員２名

家族会員40名）
内不在会員 ５名
本日の出席者 24名
本日の欠席者 4名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み2名
出席率 93 ％
ファイン・ドネーション

173,000円
累計 689,000円



賛助会員のご紹介を行うL伴野 ゾーン・チェアパーソンご挨拶 誕生日祝いの贈呈

幹事報告を行うL宮本一 委員長報告を行うL景山 お食事

テールツイスタータイム 出席率の報告を行うL近藤 ライオンズローア





ドネーション寸言（第一例会）
ＺＣＬ片山 勝 １Ｒ２Ｚの仲間として、今後共お互いにライオンズライフを楽しみましょう。本日は

お招き頂き、ありがとうございました。
Ｌ宮地 和彦 本日は片山勝ＺＣ、１Ｒスペシャルティクラブ・ＦＷＴ委員Ｌ鈴木杏子をお招きして

の例会です。ようこそおいで下さいました。ありがとうございます。賛助会員でご入
会のＬ越塚、早くアクティビティを一緒にしたいですね。頑張りましょう！

Ｌ宮本 一正 台風来ないといいですね。以上です。
Ｌ加藤 洋司 ９月に入り、朝涼しくなりましたが、昼はまだまだ暑いですね。体調に気を付けて行

動します。
Ｌ森戸 尉之 今月２度目の成人式を迎え、４０歳になります。
Ｌ西尾 恒章 片山ＺＣ、鈴木ＦＷＴ委員、例会訪問ありがとうございます。
Ｌ森 喜一 季節が移り変わりそうだネ。栗きんとんを買ってきました。
Ｌ太田賢太郎 手術（すい臓がん）して１５年をクリアできました。１０年後の生存率５％と

の事でしたが、これからもガンバって憎まれて生きていきます！
Ｌ柴田 安晧 最近健康に自身がなくなり、７月８月ゴルフは休みました。９月からはどうなるのか

な？
Ｌ伊藤 民彦 １Ｒ２ＺゾーンチェアパーソンＬ片山、１Ｒスペシャルティクラブ・ＦＷＴ委員Ｌ鈴

木、例会訪問ありがとうございます。今後共よろしくお願いします。
Ｌ近藤 裕秋 健康に感謝。
Ｌ舟橋 重利 暑い日が続きますが、健康に留意しましょう。
Ｌ伴野 功 大型台風が日本に近づいています。大きな災害が発生しない様、お祈り申し上げます。
Ｌ景山 清一 コロナの累計、死亡者が４万人を超えました。先日４回目の予防接種を終えましたが、

副反応がひどく未だに体調不良です。皆さんお元気ですか？
Ｌ杉原 幸子 秋茜。もうすぐそこまで来ていますネ！ゴルフシーズンです。前回は緑ヶ丘ハーフ４

０台でしたのに、昨日は１２４でした。出直しです。
Ｌ郷司 朋明 片山ゾーンチェアパーソン、ご訪問ありがとうございます。お忙しい中恐縮です。
Ｌ小泉 安弘 コロナウイルスが身近で蔓延しております。皆様ご自愛下さい。
Ｌ榊原 和男 厳しい夏もようやく落ち着き、昨日は「つくつくぼうし」の声も聞き、秋も近いと思

われます。暑い夏ももう少し・・・。頑張って下さい。
Ｌ布施 一明 ＺＣＬ片山、１Ｒスペシャルティクラブ・ＦＷＴ委員Ｌ鈴木、本日は名古屋太閤ライ

オンズクラブの理事会、例会にご出席頂きまして、ありがとうございます。宜しくお
願い致します。最近コロナが少しずつ落ち着いてきている様子ですが、油断できない
と考えます。健康に注意し、元気良く生活できる様に今後もがんばっていきます。本
日も宜しくお願いします。

Ｌ嘉和知星人 夏も後少し。暑さに負けず元気に行きましょう。
Ｌ磯輪 明宏 先輩方、お疲れ様です！あっという間に夏休みも終わってしまいました。まあ僕は全

くありませんでしたが・・・(笑)最近現場でコロナ感染が拡大しております。直近で７
名陽性者が出ております。感染防止対策は充分注意してお過ごし下さい。

Ｌ加納 宏久 お施主様２人、弊社部長がはやりやまいに感染し、とても忙しく楽しく仕事してます。
Ｌ松本 慶洋 第１０４回の高校野球は東北勢初の優勝！２４時間テレビで兼近大樹さんが単独ラ

ン！と感動しました。猛暑も少々落ち着きましたが、コロナは微妙です。年内は我慢
します。

Ｌ松尾 直規 天候不良が続いていますが、体調には気を付けてさわやかな秋空の下でゴルフができ
ることを祈っています。



2022年9月21日（水）16：30～
安保ホール701号室

9月21日(金）安保ホールに於いて9月度第二例会が開催されました。
会長Ｌ宮地による開会のゴング、国旗儀礼、国歌君が代斉唱を行い、会長挨拶に
続き、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
告と続き閉会のゴングとなりました。

出席率の報告をL近藤

テールツイスタータイム

本日の出席率の報告をL加藤(洋) ライオンンズローアをL加藤(史)

開会のゴングを会長L宮地 司会をL磯輪

出席率の報告
第1424回例会
9月21日（木）
会員数 ７6名
（内賛助会員 1名
支部会員 2名
支部会員２名

家族会員40名）
内不在会員 ５名
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0名
出席率 79 ％
ファイン・ドネーション

133,000円
累計 822,000円



ドネーション寸言（第二例会）
Ｌ宮地 和彦 本日は思いやりキャンペーン、お疲れ様でした。
Ｌ宮本 一正 今日は涼しくてよかったですね。
Ｌ加藤 洋司 交通安全キャンペーン、エブリンさん楽しい人でした。盛り上がってよかっ

たです。
Ｌ加藤 史典 キャンペーンお疲れ様でした。エブリン、かっこよかった！
Ｌ西尾 恒章 台風一過、今日はとても涼しい。久し振りにさわやかな気分です。
Ｌ柴田 安晧 ３ケ月ぶりにゴルフ、緑ヶ丘ＣＣ、猛暑日でしたが、何とか完走しました。

１０位でした。
Ｌ伊藤 民彦 交通安全、思いやりキャンペーン、ご苦労様でした。
Ｌ近藤 裕秋 晴光学院ボウリング大会、お疲れ様でした。楽しかったです。
Ｌ伴野 功 秋の全国交通安全週間、お疲れ様でした。馬瓜エブリンさんの一日警察署長

は、すごく男前でしたね！
Ｌ景山 清一 こんにちは。１７日（土）晴光学院ボウリング大会、三役様、委員長、セミ

プロＬ近藤、参加された方々、おつかれ様でした。沢山の参加者で、まとめ
るのが大変でしたね。

Ｌ郷司 朋明 秋の全国交通安全イベント、みなさんお疲れ様でした！死亡事故が一つでも
減れば良いですね。

Ｌ杉原 幸子 交通安全キャンペーン、ごくろうさまでした。エブリンの顔の小ささにびっ
くりしました。

Ｌ榊原 和男 交通安全キャンペーン、お疲れ様でした。
Ｌ布施 一明 ９月１７日（土）のボウリング大会、参加頂きましてありがとうございまし

た。学院の皆様から、楽しかったと言って頂き、また自分も楽しくイベント
に参加できました。今後も出来たら、と思います。本日も宜しくお願いしま
す。

Ｌ磯輪 明宏 先輩方、お疲れ様です！！先週のボウリング大会はご苦労様でした。とても
楽しく過ごせました。我が家は男兄弟しかいないので、カワイイ女の子たち
に「キャッキャ」してました。将来がとっても楽しみですね。

Ｌ加納 宏久 台風はいかがでしたでしょうか。弊社は近接道路よりも低いので、土嚢袋を
積んで対策して、何とか水没をまぬかれました。

Ｌ松本 慶洋 台風１４号も名古屋は無事通過してくれてやれやれでしたね。猛暑も落ち着
いたと思いきや、２０２２年も残り３ケ月！気合い入れて頑張ります！

Ｌ松尾 直規 さわやかな秋空の下、交通安全キャンペーン良かったですね。これからも今
日のような気持ち良いアクティビティができることを、期待しています。



秋の全国交通安全運動「交通安全・思いやりキャンペーン」

名古屋市中村区のＪＲ名古屋駅桜通口前で、愛知県警中村署の秋の全国交通安全運動
『思いやりキャンペーン』
に協力し、交通安全啓発品を配布しました。

今回は東京オリンピック・女子バスケットボールで銀メダルを獲得した、馬瓜エブリンさんが
中村警察署署長より、委嘱状を受け一日警察署長に任命されました。
エブリンさんは御田中学女子バスケット部員5名らに交通ルールに関するクイズを出題し
交通事故に気をつけるよう呼びかけました。また、酒に酔った視界を再現できる
「飲酒ゴーグル」を掛けてフリースローに挑戦し、大きく外して視界が狭くなる事を確認しました。
「みんなで協力して交通安全、守っていこうと呼びかけたいです」（馬瓜エブリンさん）
愛知県の今年の交通事故死者数は、２０日時点で９１人と全国ワースト２位、警察が警戒を
強めています。



１日警察署長を務める馬瓜エブリン
さんのご挨拶

会長宮地Lのご挨拶 ドリブルを披露する馬瓜エブリンさん 飲酒ゴーグルを装着しての
フリースロー

中村警察署署長ご挨拶表彰状を受け取る馬瓜エブリンさん

御田中学校女子バスケットボール部
員の皆さん

通行人に啓発品を配布する様子 感謝状を受け取る馬瓜エブリンさん



晴光学院ボウリング大会

９月１７日（土）晴光学院ボウリング大会を、スポルト名古屋にて開催し
ました。名古屋太閤ライオンズクラブとして、青少年交流フェスティバル
に変わるアクティビティとして今回、児童養護施設（交通事故で親を亡く
した子供や、親からの虐待で保護された子供達が生活する学院）の子供達
と交流をし、ひと時の安らぎを設ける一助になる様にと、ボウリング大会
を開催しました。今回参加した学生は、小中学生合わせて２７名（中学生
８名、小学生１４名、幼児５名）となり、ボウリング大会の後は一緒に表
彰式と食事をし、交流を深めました。

会長L宮地のご挨拶 景品贈呈を行う会長L宮地

子供たちとボーリングを楽しむ様子



順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 森戸 尉之 41 43 84 16 68

2位 太田賢太郎 48 50 98 26 72

3位 嘉和知星人 45 58 103 31 72

4位 伊藤 民彦 51 46 97 22 75

5位 小泉 安弘 44 42 86 11 75

BB 景山 清一 58 58 116 21 95

緑ヶ丘カンツリークラブ

2022年9月度第一部会報告
緑ヶ丘カンツリークラブ

9月14日（水）に第一部会から、20名の参加を頂き、緑ヶ丘カントリークラブに行って来
ました。9月に入っても、暑い日が続き扇風機や氷嚢が手放せない中で行なわれました。
優勝は前期、会長のL森戸が一人だけ4アンダーで回り優勝されました。次回の10月の第
一部会は1R2Zのチャリティゴルフ大会で京和カントリーになりますので沢山の方の参加
をお願い致します。

ニアピン
NO,4 L大橋
NO,7 L嘉和知

NO,13 Ｌ松尾
NO,15 L森
BGは84でＬ森戸

ティーショットを行うL小泉



名 古 屋 太 閤 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ
会 長 宮地 和彦 幹 事 宮本 一正 会 計 加藤 洋司
マーケティング委員長 松本 慶洋 会報編集者 嘉和知星人
〒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

日々新たな経験をさせて頂いて感謝しています。
慣れない事も多くご迷惑をおかけしている事も多々ある
かと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。

会報編集者 L嘉和知

◎１０月のお誕生祝
４日 Ｌ宮地 和彦
７日 Ｌ近藤 裕秋
２６日 Ｌ山田 茂雅

おめでとうございます！

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

