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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１４33回例会
2月3日（金）於 興正寺
第１４３4回例会
2月１7日（金）於 ガーデンパレス
理事会
2月3日（金）於 興正寺



2022年12月4日（日）13：00～14：00
安保ホール

12月4日(日）安保ホールにおいて12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山田で行い、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伴野が行い、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山田が行う

司会のL磯輪 LCIFアワードの贈呈

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1429回例会
12月4日（日）
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 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0名
出席率 82 ％
ファイン・ドネーション

159,000円
累計 1,566,000円



幹事報告を行うL宮本一 委員長報告を行うL近藤 委員長報告を行うL景山

本日の会計報告を行うL加藤(洋）

委員長報告を行うL布施 委員長報告を行うL森戸 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伴野







CBC 歳末助け合い募金
2022年12月4日（日）10：00～12：00

１２月４日（日）１０：００～、名古屋駅周辺にて、恒例のCBC歳末助け合開い募金

を実施しました。当日は、ボーイスカウト名古屋第６７団、ガールスカウト愛知第
７９団の皆様、またファミリーライオンの皆様にもご協力を頂き、沢山の募金が集
まりました。

会長挨拶L宮地
BS名古屋第６７団の皆様 募金風景

チャリティ募金
ーごはんでつながる 子どもの笑顔ー

募金を呼び掛ける

着ぐるみを着て募金をアピール



第1430回例会報告(クリスマス家族会）
2022年12月18日（日）17：15～17：45

名古屋マリオットアソシアホテル17階コスモス

開会のゴングを会長Ｌ宮地 会長挨拶 会長L宮地 誕生日祝いの贈呈
L宮本・L加藤（洋）

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景山

１２月18日（日）１７時１５分より、マリオットアソシアホテル１７Ｆ コスモスに於 い
て第１430回の例会が開催されました。 当日はクリスマス家族会の準備もあ
り、3時に集合でクリスマスの飾付けの終わった後に行われました。 会長Ｌ宮地
の挨拶の後、誕生日祝いは７日Ｌ舟橋重利、22日Ｌ宮本（一）、25日Ｌ加藤
（洋）に記念品の贈呈が有りました。幹事報告・委員長報告続き、テールツイス
タータイム、本日の出席率の報告、会計報告と続き、 ライオンズローアはL景
山が行い、閉会しました。

出席率の報告L近藤

CBCからの感謝状

誕生日祝いの贈呈 L舟橋

出席率の報告
第1430回例会
12月18日（日）
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 7名
内出張 ０名
病気 ０名
メーキャップ済み0名
出席率 75 ％
ファイン・ドネーション

153,000円
累計 1,741,000円



家族会の司会はL加納

クリスマス家族会

毎年恒例のクリスマス家族会がマリオットアソシアホテル17階 コスモスで開催されました。 司会
進行は 計画副委員長Ｌ加納が行い、大会委員長L磯輪の開会宣言と同時にイルミネー ションの点灯
式が行われ、 家族会は一気にクリスマスの雰囲気に変わりました。会長Ｌ宮地の挨拶に続き、
オープニングは「子供 達と歌うジングルベル♪」ジャンブルカルテットさんと子供達でクリスマス
の歌を歌いました。クリスマスの歌が終わった後はL 小泉のサンタクロースとL 宮本（一） のトナ
カイの登場で子供達一人ひとりにクリスマスプレゼントを渡しました。
Ｌ松本の乾杯で食事の時間 と なりました。
アトラクション1部はジャンブルカルテット＆ボーカルに依る「ミュージック」、2部はミステリッ
ク SHINYAに依る「マジックショー」で楽しい時間を作 りました。後半では毎年恒例のラッキー
カード抽選会を楽しみ、最後に手を繋がず、その場にて「また会 う日まで」を合唱し閉会しまし
た。

会長挨拶会長L宮地開会宣言及び点灯式を
Ｌ磯輪が行う。

子供達と歌うジングルベル

ド派手にサンタクロースの登場 乾杯の発声はL松本

会長Ｌ宮地・次期会長Ｌ小泉の
「白い恋人達」を熱唱

ジャンブルカルテット＆ボーカルサンタ・トナカイの登場

ミステリック SHINYAさんのマジックショー



ラッキーカード商品抽選会

閉会の挨拶は計画委員長L景山「また会う日まで」をソーシャルディスタンスを取って行いました。



ドネーション寸言（第二例会） 

Ｌ宮地 和彦 メリークリスマス！本日はたくさんご参加頂きありがとうございます！又、各

委員の皆様、会場設営等ご尽力頂きありがとうございます。今日は一日楽しん

で下さい！ 

Ｌ宮本 一正 クリスマス会、楽しみましょう。 

Ｌ加藤 洋司 メリークリスマス。今年のクリスマスで５０歳になります。 

Ｌ森戸 尉之 今年も小さな怪獣サンタを２匹連れてきました。去年よりパワーアップしてい

ます。騒がしくなると思いますが、皆様よろしくお願いします。 

Ｌ西尾 恒 章 クリスマス会、夫婦で楽しみに来ました。 

Ｌ太田賢太郎 １２月１日にポリープ（大腸）２ケ取り、来年からゴルフ良く回れそうです。

ドネーションの希望有り？ 

Ｌ柴田 安晧 今日はクリスマス会、孫夫婦と４人で参加しました。 

Ｌ伊藤 民彦 クリスマス家族会、姪夫婦がコロナに罹り、急に欠席となりましたが、その子

供２人は出席してくれました。 

Ｌ伴野  功 クリスマス家族会、皆で楽しみましょう。 

Ｌ景山 清一 今日のクリスマス家族会、楽しんで下さい。メリークリスマス。 

Ｌ近藤 裕秋 感謝。 

Ｌ杉原 幸子 今年も一年が終わろうとしています。一年間お世話になりました。無事終えら

れる事に感謝！！可愛いゲストの皆さん、楽しんで下さいネ！ 

Ｌ郷司 朋明 今日は奥様と、息子夫婦と孫３人がお世話になります。楽しんで帰ります。 

Ｌ小泉 安弘 MerryChristmas楽しんでますか～ 

Ｌ布施 一明 コロナの感染が拡大している中ですが、クリスマス会が行われる事はとてもう

れしく思います。一年もあっという間に過ぎてしまい、ひとつ年をとるなあと

思うと少し落ち込みます。来年は良い一年になりますことを願います。宜しく

お願いします。 

Ｌ山田 茂雅 メリークリスマス！ 

Ｌ磯輪 明宏 先輩方、お疲れ様です！今年もあとわずかですね！２０２２年は皆様にとっ

てどんな一年でしたか？私個人的には本年も散々な一年でした（笑）来年こ

そは飛躍の年にしたいものですね(^O^)あ、でも前厄なんですがｗｗｗ 

Ｌ加納 宏久 クリスマス家族会、頑張って司会を務めさせていただきます。 

Ｌ松本 慶洋 メリークリスマス！クリスマス家族会楽しみましょう！宮地会長、前期大変お

疲れ様でした。 



CN60周年記念ACT 晴光学院での軽自動車譲渡式
2022年12月20日（火）13：00～14：00

１２月２０日（火）１3：００～、晴光学院におき
まして、軽自動車の譲渡式を行いました。

学院内で暮らす児童の通院、また職員の方
の交通手段等に、役立てて頂きたいと思いま
す。

この事業は、ＬＣＩＦシェアリング交付金を使用
しました。

晴光学院から感謝状を頂く会長Ｌ宮地

軽自動車に入れたロゴ
LCIF交付金を使用しました。

会長L宮地から晴光学院へキーの贈呈

晴光学院から感謝状を頂く会長Ｌ宮地



CN60周年記念ACT 時計寄付除幕式
2022年12月20日（火）10:45～

１２月２０日（火）１０：４５～ 中村区役所等複合庁舎におきまして、時計寄付除幕式を行いました。
中村区役所等複合庁舎新築記念に際し、寄贈させて頂きました。

除幕式（左から中村区長、L小出、河村市長、会長L宮地、
第一副会長L小泉、大会委員長Ｌ伴野

除幕前の時計

除幕された時計

中村区役所等複合庁舎完成記念式典 名古屋太閤LCに感謝状の贈呈 会長L宮地

名古屋市長共に記念撮影



順 位 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 宮地 和彦 42 49 91 19 72

2位 嘉和知 星人 51 47 98 24 74

3位 森戸 尉之 40 46 86 11 75

4位 小泉 安弘 43 46 89 11 78

5位 柴田 安晧 51 49 100 21 79

BB 杉原 幸子 58 58 116 32 84

ナガシマカントリークラブ

2022年12月度第一部会報告
ナガシマカントリークラブ

12月13日（火）第一部会１２月度定例会が、ナガシマカントリークラブで開催され
ました。会長L宮地が今期3回目の優勝を飾りました。2位にはL嘉和知、3位はL森戸、
4位はL小泉と若手が上位を占めました。寒い季節になり、十分に体を温め、柔軟体
操等をしてゴルフを楽しみましょう。
夕刻には木曽路錦店にて、忘年会を行いました。

L加納のティーショット

ベスグロ86 L森戸
NP 北4 L森戸

北8 L森戸
南2 L加藤
南5 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/

菓子卸商
（株）丸重 舟橋商店

舟橋重利
〒451-0043 西区新道2-5-10 
TEL: 561-3601 FAX:571-0380

学校法人
中部大学 名誉教授

L松尾直規
〒487-8501 春日井市松本町1200

TEL:0568-51-9498 FAX:0568-51-1495

建設業、警備業、不動産業
（株）創立建設

Ｌ宮本一正
〒 453-0855 中村区烏森町6-77-2 

TEL: 482-0282 FAX: 483-1541

総合人材サービス業
㈱コムスタッフ

L松本慶洋
〒460-0003 中区錦1-20-25

広小路YMDビル1006号
TEL: 220-5444 FAX:222-5455

◎２月のお誕生日祝
７日 Ｌ西尾 恒章
１１日 Ｌ嘉和知星人
１３日 Ｌ布施 一明
１５日 Ｌ磯輪 明宏
１７日 Ｌ太田賢太郎

おめでとうございます！

編集後記
寒季節が続きますがお体にはお気
をつけお過ごしください。
今月もありがとうございました。

会報編集者 L嘉和知

mailto:nagoya-taiko@lions-c.jp
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