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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１４31回例会
１月13日（金）於 熱田神宮会館
第１４３２回例会
１月１９日（木）於 名古屋マリオットアソシアホテル
理事会
１月 １３金（日）於 熱田神宮会館



11月4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11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宮本一で行い、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森が行い、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宮本(一)が行う

賛助会員のご紹介を行うSL杉原 誕生日祝いの贈呈

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1427回例会
11月4日（金）
会員数 ７7名
（内賛助会員 3名
支部会員２名

家族会員39名）
内不在会員 ５名
本日の出席者 21名
本日の欠席者 8名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み0名
出席率 71 ％
ファイン・ドネーション

142,000円
累計 1,262,000円



中村警察署長より感謝状 委員長報告を行うL伴野 委員長報告を行うL磯輪

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景山

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森





ドネーション寸言（第一例会）
Ｌ宮地 和彦 本日は早朝より、名古屋中村ＬＣチャリティコンペにご参加頂きました皆様、お疲れ様でした。

年内のアクティビティ、１１月中村公園の清掃活動、１２月歳末助け合い募金とあります。元気
いっぱい頑張っていきましょう。

Ｌ宮本 一正 今日は暖かくていいですね。
Ｌ加藤 洋司 感謝。
Ｌ森戸 尉之 おつかれ様です。今日は中村ＬＣのチャリティコンペに参加して参りました。前半４２、後半４１

の８３で、３５位の飛び賞を頂く事ができました。残念ながら第一部会での優勝はできません
でしたが、Ｌ伴野の口撃に耐えながら、メンバーに恵まれた楽しいゴルフでした。ありがとうご
ざいました。

Ｌ伊藤 民彦 昨日１１月３日は４９回目の結婚記念日でした。来年金婚式を迎えます。何とか二人共健康で
迎えたいと思っています。

Ｌ森 喜一 毎日庭仕事、忙しくやってます。脚立から落ちないよう、気を付けてます。
Ｌ柴田 安晧 満８４歳の誕生日になりました。まだゴルフが出来ます事に感謝致します。
Ｌ大橋 進 先月は歌舞伎、一泊二日の京都観光、一泊２ラウンドの荘川高原ゴルフなど、ゴルフ１５ラウ

ンド。今月も二泊三日の熱川、伊豆長岡温泉、一泊二日の木曽ゴルフなど、ゴルフ１４ラウン
ド予定。ゴールの米寿に向けて悔いなき人生を楽しんでいます。でも、下手なゴルフ、腕が落
ちる一方です。

Ｌ舟橋 重利 健康に気を付けて下さい。
Ｌ近藤 裕秋 年末にかけて、防犯に注意して下さい。
Ｌ伴野 功 １０月はゴルフを１６回プレイしました。今月は今日の中村ＬＣのチャリティコンペに参加しまし

たが、疲れが出たのか、体が動きませんでした。
Ｌ景山 清一 本日、中村ＬＣＣＮ５０チャリティゴルフに出かけました。スコアはともかく、新しいメンバーが多

く、名前と顔が判る人はグレートばかりでした。でも盛大でしたね。
Ｌ郷司 朋明 理事会遅刻して申し訳ありません。年に１回のボーイスカウト愛知連盟のコンペで最終スター

トでした。
Ｌ杉原 幸子 Ｌ杉原、未来のライオンズマンとして、まずは賛助会員として頑張って下さい。もちろんアクティ

ビティの参加もお願いします。
Ｌ小泉 安弘 本日、中村ＬＣ、ＣＮ５０周年記念チャリティコンペに参加してきました。天気が良くてすごく楽し

かったです。太閤ライオンズも、来年ＣＮ６０周年記念コンペをやりたいですね～。皆様是非ご
協力お願い致します。

Ｌ布施 一明 またコロナ感染が拡大するかもしれない雰囲気がただよっています。インフルエンザも注意し
なければならないので、健康管理をしっかりやっていきます。本日も宜しくお願いします。

Ｌ嘉和知星人 先週、福岡県に行って来ました。福岡はおいしい食べ物いっぱいありますね～。
Ｌ磯輪 明宏 先輩方、お疲れ様です。今週日曜日に、学区、町内会の運動会に参加してきました。リレーの

アンカーを務めさせていただいたのですが、見事にコケてしまいました…。前を走っていた息
子や妻に申し訳ない気持ちでいっぱいです！幸運にも知り合いの方が動画を撮ってくれてい
たので、見たい方はおっしゃって下さい。^o^

Ｌ杉原 崇純 今後とも宜しくお願い致します。
Ｌ松尾 直規 今日の第一部会、前半の貯金が効いて優勝できました。これからも更に精進したいと思いま

す。ありがとうございました。



第1428回例会報告(中村公園清掃奉仕）
2022年11月18日（金）11：30～12：30

かとう

国旗儀礼 司会進は大会委員長L磯輪

幹事報告L宮本(一）

11月18日(金）中村公園清掃奉仕の終了後に11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、会長挨拶に続き、LCIFピン
の贈呈、L宮本（一）幹事報告・L景山の委員長報告後に食事となりました。
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・
ライオンズローアをL西尾が行い、閉会のゴングとなりました。

会長挨拶会長L宮地

テールツイスタータイム

本日の会計報告Ｌ加藤（洋）閉開会のゴングを会長Ｌ宮地ライオンズローアをＬ西尾

ＬＣＩＦピンの贈呈

委員長報告L景山本日の出席率の報告をＬ近藤

出席率の報告
第1428回例会
11月18日（金）
会員数 ７7名
（内賛助会員 3名
支部会員 2名
支部会員２名

家族会員39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

145,000円
累計 1,407,000円



名古屋太閤ライオンズクラブが力を合わせて清掃に取り組みました。

清掃奉仕終了後に記念撮影

中村公園清掃奉仕
2022年11月18日（金）10：00～11：00



ドネーション寸言（第二例会）
Ｌ宮地 和彦 本日は早朝より中村公園清掃お疲れ様でした。１２月募金活動も元気よく頑張ってやり

ましょう！
Ｌ宮本 一正 清掃おつかれさまでした。あたたかくて良かったですね。
Ｌ加藤 洋司 清掃おつかれさまでした。
Ｌ西尾 恒章 今週の月曜日、香嵐渓へ行って来ました。快晴で紅葉（もみじ）もすばらしい

紅葉（こうよう）でした。
Ｌ太田賢太郎 １１/４明治記念館にて、消防庁長官表彰を頂きました。表彰式の為、例会欠席しまし

た。
Ｌ森 喜一 落葉掃除は雪降りに雪かきをするようだネ。
Ｌ伊藤 民彦 清掃ご苦労様でした。
Ｌ伴野 功 中村公園の清掃、お疲れ様でした。
Ｌ柴田 安晧 岐阜の富有柿をお持ち帰り下さい。少しキズがありますが、味はかわりません。
Ｌ近藤 裕秋 久しぶりにゴルフ、４３、４９でした。次回がんばります。
Ｌ景山 清一 おつかれ様です。風が無くてはかどりました。こうしてメンバーが集いアクティビティ

を行うのは、貴いですね。
Ｌ郷司 朋明 先日、娘家族と息子家族で、総勢９名で恵那のほこの湖にグランピングに行きました。

空気もきれいで紅葉もきれいで、たいへん楽しい時間を過ごしてきました。
Ｌ杉原 幸子 おそうじ、ご苦労様でした。年々暖かくなりますネ！
Ｌ榊原 和男 中村公園清掃、お疲れ様でした。新型コロナの第８派の感染には、充分お気を付け下さ

い。
Ｌ小泉 安弘 清掃おつかれ様でした。
Ｌ磯輪 明宏 先輩方、お疲れ様です。先週末に母の「古希」のお祝いをかねて、伊豆に旅行に行って

来ました。父や祖母、息子たちと四世代で初めての旅でした。母にはたくさん迷惑かけ
てきたので、少しでも親孝行をできたかなって思っております！改めて「家族」って良
いもんだなあと感じました。^O^

Ｌ加納 宏久 ワクチンの副反応で、顔、身体がはれ上がりました。皆様お気をつけ下さい。
Ｌ松本 慶洋 早朝より清掃奉仕ご苦労様でした。年末年始がピークの気がします？換気を徹底し、第

８派を乗り切りましょう！しかしコロナいつ迄続くの？
Ｌ松尾 直規 良い天気に恵まれ、清掃活動ができたこと、感謝です。１２月４日の募金活動も、よろ

しくお願い致します。



順 位 OUT IN GROSS

HDCP NET

優勝 松尾 直規 50 44 94 24 70

2位 西尾 恒章 45 45 90 19 71

3位 伊藤 民彦 48 45 93 22 71

4位 森戸 尉之 41 42 83 11 72

5位 景山 清一 45 50 95 21 74

BB 宮地 和彦 50 48 98 19 79

名四カントリークラブ

2022年11月度第一部会報告
名四カントリークラブ

11月4日（金）名古屋中村LC CN50周年記念コンペが名四カントリークラブで開催され
ました。11月に入り、朝は10℃を下回る温度になりましたが、日中は20℃を超え、少し
汗ばむ陽気の中でのプレイとなりました。第一部会の優勝はL松尾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上位に入ることが出来ず、30位がL加藤、35
位がＬ森戸、36位はＬ伴野と散々な結果となりました。次回の12月の第一部会はナガシ
マカントリクラブで開催されますので沢山の方の参加をお願い致します。夜には木曽路錦
店で忘年会を開催予定ですので参加をお願いします。

BGは83でＬ森戸



L 森戸 L 伴野 L 宮地

L 景山L 西尾 L伊藤

L 安藤 L 松尾 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
11月度も変わりなく皆さん出席されていたました
。健康第一で次月も行きましょう！

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！

電気空調工事家電OA販売

天神山電設（株）
Ｌ太田賢太郎

〒451-0065 西区天神山町7-22 
TEL: 523-2646 FAX:522-1135

産業廃棄物業

（株）M.O.C
Ｌ加藤洋司

〒453-0037 中村区高道町6-11-6
TEL: 471-7928 FAX:471-2677

飲食業
（有）キンセンカ
Ｌ杉原幸子

〒461-0032 東区出来町1-1-8 
グランドメゾン徳川B-3 

TEL: 932-5628 FAX:932-5628

中日新聞他新聞発送

（有）加藤新聞 烏森 加藤
Ｌ加藤史典

〒453-0855 中村区烏森町6-55
TEL: 471-7011 FAX:471-7013

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp
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