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次月の理事会・例会
第１４２9回例会
１2月 ４日（日）於 安保ホール
第１４３０回例会
１２月１８日（日）於 名古屋マリオットアソシアホテル
理事会
１2月 ４日（日）於 安保ホール



2022年10月7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

10月7日(金）名古屋マリオットアソシアホテル「ルピナス」において10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松尾で行い、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L舟橋が行い、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松尾が行う

入会予定者のご紹介を行うL小泉 LCIFピン贈呈

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1425回例会
10月7日（金）
会員数 ７7名
（内 賛助会員 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 23名
本日の欠席者 5名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み1名
出席率 86 ％
ファイン・ドネーション

168,000円
累計 990,000円



誕生日祝いを受け取る会長L宮地 10月誕生日の会長L宮地、L近藤 幹事報告を行うL宮本(一）

本日の会計報告を行うL加藤(洋） 委員長報告を行うL松尾 委員長報告を行うL杉原

テールツイスタータイム 出席率の報告を行うL近藤 ライオンズローアを行うL舟橋





ドネーション寸言（第一例会）
Ｌ宮地 和彦 藤井広樹様、本日は例会にご参加頂きありがとうございます。ライオンズ活動が共に出来

る日を、楽しみにしております。宜しくお願い致します。
Ｌ宮本 一正 今日は雨でいやですねぇ。以上です。
Ｌ加藤 洋司 急に寒くなりました。体調管理に気を付けます。
Ｌ太田賢太郎 体調不良、早く治してＧで楽しみ、集金しドネーション、ガンバリます！
Ｌ伊藤 民彦 急に寒くなりました。健康に注意して下さい。
Ｌ柴田 安晧 寒くなりました。健康に気を付けて下さい。
Ｌ舟橋 重利 寒くなりましたネ。体に気を付けて下さい。
Ｌ森 喜一 秋が急にやってきました。ハゼ釣りに行こうかな。
Ｌ大橋 進 急に寒くなりましたね。カゼをひかないようにして下さい。
Ｌ伴野 功 やっと秋らしくなりました。汗をかかずにゴルフができます。バンザイ！
Ｌ景山 清一 冷たい雨が降ると思ったら、今年もあと３ケ月。コロナもようやく鎮静化してきました。

予定のアクティビティも会長の積極性で順調なようです。月見同伴例会、参加よろし
く！！

Ｌ近藤 裕秋 会員増強に協力お願いします。
Ｌ杉原 幸子 今日は私事ですが、１０月２日を持ちまして、店が無事に３０周年を迎える事ができます。

数え切れない多くのお客様への感謝と、沢山の従業員の弛まぬ努力に感謝です。昨今の時
代、どこまで続けていけるかわかりませんが、優しく見守って下さいネ。感謝に尽きます。

Ｌ郷司 朋明 先日２Ｚ合同チャリティコンペで優勝しました！パー二つ。バーディー一つ、以外全部入
りました。スコアは４９です。ちなみに第一部会はブービーでした。ナンテコッタ！

Ｌ小泉 安弘 藤井さんようこそ。例会訪問、楽しんでいって下さいね。
Ｌ榊原 和男 今年、渓流釣りも渓流魚の産卵期とともに禁漁となりました。これから肥らない様に冬眠

の準備を始めます。
Ｌ布施 一明 急に気温が下がり、鼻炎がまたひどくなりそうです。これからも体調管理をしっかり行っ

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！ここ数日で一気に気温も下がり、短い秋を感じられましたネ。人

肌も恋しい季節ですので、誰かに温めてもらいたいです♡
Ｌ嘉和知星人 寒くなってきましたね。皆さまお体に気をつけてお過ごし下さい。
Ｌ加納 宏久 季節の変わり目なので、お身体に気をつけてヒートショックを起こさないようにお願い致

します。
Ｌ松本 慶洋 最終試合の最終打席と言えば、村神様！５６号＆令和初三冠王、達成してくれてありがと

う。来年は６１号＆２年連続三冠王、期待してます。
Ｌ松尾 直規 ようやく涼しくなってきました。ゴルフシーズンですね。気持ち良く、楽しくプレイして、

スコアが良ければ最高です！！



2022年10月21日（金）17：30～
若宮の杜 迎賓館

10月21日(金）若宮の杜 迎賓館に於いて月見同伴例会、１０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。

本日の出席率を行うL近藤

賛助会員のご紹介を行うL伴野

本日の会計報告をL加藤(洋) ライオンンズローアをL柴田

開会のゴングを会長L宮地 司会をL加納

出席率の報告
第1426回例会
10月21日（金）
会員数 ７7名
（内賛助会員 2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 19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 68 ％
ファイン・ドネーション

130,000円
累計 1,120,000円



ドネーション寸言（第二例会）
Ｌ宮地 和彦 今日の月見同伴例会が出来る事に感謝。あいにくお月様は見れませんが、お帰りの時、オリ

オン座流星群の流れ星が見れると良いですね。
Ｌ宮本 一正 ３０年前のスーツが入りました。笑。
Ｌ加藤 洋司 感謝。
Ｌ森戸 尉之 委員長報告でお伝えしたかもしれませんが、ＬＣＩＦのご協力、何とぞよろしくお願いしま

す。
Ｌ柴田 安晧 自宅の隣地４０坪を手に入れることが出来ました。
Ｌ西尾 恒 章 若宮の杜での月見例会、楽しみに出席しました。それにしてもビックリの円安

ですね。
Ｌ伊藤 民彦 朝晩だいぶ冷える様になってきました。体調には充分気を付けましょう。
Ｌ近藤 裕秋 会員増強、宜しくお願いします。
Ｌ伴野 功 今日は楽しい月見例会です。楽しい時間を作りましょう！
Ｌ景山 清一 本日の月見同伴例会、いかがでしたか？年末に向け、多忙な日々が続きますが、元気を出し

てファイト！！
Ｌ杉原 幸子 本日は、月夜の晩にファミリーライオン姫の参加、ありがとうございます。又、１２月には

募金活動もありますが、無理がなければ参加ご協力、お願いします。ところで私は、やれば
できる、と呪文をかけてゴルフの向上に努めています。但し！！いつまでたっても向上しな
い。涙。

Ｌ小泉 安弘 今日は良い天気で絶好の例会日和ですね。月見例会楽しみです。
Ｌ郷司 朋明 今日は同伴例会ですね。皆様にお会い出来る事を楽しみにしてました。
Ｌ布施 一明 朝、夕方と昼間の気温差が大変体にこたえる季節となり、健康には注意して過ごしていきた

いと思います。あと、今日の会場は初めて来ましたが、ゴージャスな感じがあり、楽しみに
来ました。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。今宵は天気も良く、お月様もバッチリですね！！昨日はドラフト会
議もあって、立浪監督の勝負の２年目のＮｅｗメンバーが決定しました！来年も期待はしま
すが・・・、フレッシュな選手にがんばってもらいたいです。

Ｌ嘉和知星人 先週の土曜日、三重県神崎へ船釣りに行って来ました。釣果は一緒に行った方のアカハタ１
匹だけでした。釣りで初めて悔しさが芽生えました。またリベンジします。

Ｌ加納 宏久 １１月１日からジブリパークが始まります。紅葉の季節と重なりグリーンロードが大変混み
合います。ゴルフにも遅刻しないように気をつけます。

Ｌ松尾 直規 Ｌ波多野、例会にようこそ！！これから第一部会のゴルフがんばりましょう。





順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 嘉和知星人 56 45 101 31 70

2位 加藤 史典 42 39 81 10 71

3位 松尾 直規 45 50 95 24 71

4位 杉原 幸子 55 48 103 32 71

5位 加納 宏久 44 47 91 18 73

BB 郷司 朋明 56 49 105 23 82

三甲ゴルフ俱楽部京和コース

2022年10月度第一部会報告
三甲ゴルフ俱楽部京和コース

10月3日（月）第49回1R2Z合同親睦チャリティゴルフ大会（太閤LCからは12名の参加）
が三甲ゴルフ俱楽部京和コースにて開催されました。10月の抜けるような青空の下で行
なわれました。第一部会の優勝はL嘉和知がハンデキャップに恵まれ、優勝されました。
チャリティゴルフはインスタートのハーフコンペで行われ、新ペリア方式での集計でL郷
司が隠しホールの3ヶ所でトリプルボギーを叩き、優勝されました。5位にはL嘉和知、7
位にL伴野、男性のベスグロにL加藤（史）が選ばれました。
次回の11月の第一部会は中村LCのチャリティゴルフ大会が名四カントリーで開催されま
すので沢山の方の参加をお願い致します。

BGは81でＬ加藤

スタート前に参加者の皆さん
と記念撮影



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
私ごとですが少しずつ会報にも慣れてきていると
感じます。
またこれから季節寒くなっていきますので、お身
体にお気をつけお過ごしください。
会報編集者 L嘉和知

◎１1月のお誕生祝
21日 Ｌ柴田安晧
おめでとうございます！

建設業
（株）広瀬工業

Ｌ磯輪明宏
〒 457-0835 南区西又兵ヱ町2-17-1

TEL619-6557 FAX: 619-6559

建 設 業
㈱ディライト建設

L加納宏久
〒470-0352 豊田市篠原町五反田８番地
TEL:0565-42-2552 FAX:0565-42-2554

金属加工
（有）エスケイ工業

L景山清一
〒454-0824 中川区蔦元町1-31
TEL: 365-0333 FAX:365-0233

防水扉製造・販売
大日産業（株）

Ｌ伴野功
〒490-1104 あま市西今宿山伏二 51-１

TEL: 462-6671 FAX:443-6001

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp

