会報誌

LIONS CLUB OF NAGOYA HONMARU

2021.7 月

【お知らせ】
8月

3 日 第 1069 回 ZC 訪問例会
17：30～合同委員会・理事会

18：30～例会
8 月 24 日 第 1070 回
18：30～例会

国際会長メッセージ

「心からの奉仕」

３３４A 地区スローガン 「受け継ぐ奉仕 未来へつなげ We Serve!」
名古屋本丸ＬＣスローガン「奉仕に愛を、運営に和を」

合同委員会/理事会報告

7 月 13 日

Ⅰ．審議事項・報告事項
１．会長方針・予算・各委員会（準備理事会議案の承認）【提案】
１）会長方針について
２）計画大会委員会
① 例会・理事会開催日程及び時間
運営・事業委員会は合同委員会とて開催する
運営委員会
・ 計画・大会/財務/会員会則/出席委員会
・ マーケティングコミュニケーション委員会
事業委員会
・LCF・国際関係/五献視聴力保護/YCE・レオ/ライオンズクエスト薬物乱用防止/
アラート・環境保全委員会
合同委員会・理事会 第二火曜日 17：30～18：30（原則）
第一例会

第二火曜日 18：30～20：00（原則）

第二例会

第四火曜日 18：30～20：00（原則）

※別紙、年間予定表参照
例会における各担当について
司会・出席委員１・出席委員２・会報記事担当・会報カメラ担当を決める
※別紙、役割分担表参照
※承認されました
２．第 45 期予算書（案）について【提案】
別紙、第 45 期予算書（案）参照
※承認されました
３．CN４５記念例会実行委員会設置について【提案】
実行委員長：L．髙畑敏彦
副委員長 ：L．鈴木貴雄
委

員 ：L．江本和総 L．瀧川浩司

L．梶田学

上記メンバーで構成したいと思います。
記念例会規模及び予算については今後、検討していきます。
１）ＣＮ４５特別ＡＣＴ【提案】
文化芸術の向上、若手人材の育成を趣旨に企画がなされました「日本の伝統文化を守る」をテ
ーマに、
「夢ＳＡＫＵＲＡ」をＣＮ４５特別ＡＣＴに一つとして取り組んでいきます。
尚、障碍児者支援を兼ね 「ＡＪＵ自立の家」様の 10 名を招待したいと思います。

日

時：8 月 6 日（金） 14：30～

会

場：中村文化小劇場

予

算：4000 円/人×10＝40,000 円

※承認されました
４．マーケティングコミュニケーション委員会（会報）
【報告】
7 月号会報内容について
①

委員会・理事会報告 ・・・・・・・・・・・・・

委員及び幹事

②

例会報告（第 1067 回例会 ）・・・・・・・・・・

L.岩井一義

③

例会報告（第 1068 回例会 ）・・・・・・・・・・

L.江本和総

上記内容で担当を割り振りますのでお願いいたします。
Ⅱ．幹事報告
１．特別例会について
岩倉 LC 合同例会
日

時：2022 年 4 月 2（土）予定

２．ガバナー公式訪問について
１Z2R 合同例会（ガバナー公式訪問）
日時：9 月 13 日（月） 13：00～
会場：名古屋観光ホテル ３F 那古の間
３．ZC 訪問例会について
日程：8 月 3 日（火）
ZC は、理事会より出席予定
４．第 44 期決算報告について
会計監査を受け、次回の例会時に報告します。

第 1067 回例会 ドネーション
2021 年７月 13 日（火）

113704 円 L.岩井一義

18：30～20：00

会場：ホテル名古屋ガーデンパレス
出席者数 本丸会員 18 名 支部会員 1 名
第１０６７回例会は新会長 L 森純哉による４５期スタート例会となりました。L 森会長の開会ゴングで始
まり会長挨拶の中で４５期特別 ACT として庄内緑地公園に花壇と植栽する発表がありました。昨年度は
コロナ渦でほとんど何もできなかった ACT でしたが、今年こそは実行できればいいなと思うところでし
た。現在、コロナによる不況で会員が減り数件のライオンズクラブが解散したと聞いていますが、名古屋

本丸ライオンズクラブはひさしぶりに多くの会員参加があり楽しい雰囲気の中での一時でした。そして、
ワクチン接種が一通りされ抗体ができるころには、より多くの出席者の下、例会・ACT が開催される日
が来ることを願っています。さらには、新会長 L 森には変わりゆく時代に合わせ、良き改革を実行してい
ただけるようお願い申し上げます。

第 1068 回例会 ドネーション

2021 年 7 月 27 日（火）

40871 円 L.岩井一義

18：30～20：00

会場：ホテル名古屋ガーデンパレス
出席者数 本丸会員 12 名 支部会員 0 名
本日 7629 人の新規感染者が出たコロナ禍。愛知県も 174 人と大変増えて参りました。そんな中
第 1068 回例会が始まりました。名古屋本丸 LC メンバーの大半がお歳を召されていますので、ワク
チン接種をされていると思われます。若い人が少ないため無症状の感染者もいないと思いますので安心
して出席できます。新会長の提案により会長指名あいさつとして前幹事 L.梶田学が挨拶されました。新
しい案で非常に良かったと思いました。そしてご来賓あいさつとして、名古屋ガーデンパレス支配人の
ご挨拶の中、ホテル業は大変厳しい状況を聞き、コロナによる影響は深く長い深刻な状況が続いている
ことを実感させれました。例会を開催することもホテルにとっては少しではありますが助けになってほ
しいと感じています。

退任挨拶

【前会長 L.鈴木貴雄】
この一年を振り返りますと、会員数の減少により、クラブ運営が厳しい状況が続いており事
務局の移転を含め皆様のご理解を経て、2Z 合同事務局を出て経費の削減を図ったところで
したが、コロナウィルス感染拡大により年間 16 回の例会開催（1R2Z 合同例会を含む）し
か開催が出来ませんでした。また、ACT は、規模は縮小されましたが、本丸ライオンズ旗
争奪少年野球大会のみ開催がなされ多くが中止となりました。未だにコロナウィルスの感染
拡大は収まらず厳しい状況が続いておりますがその中でもワクチン接種が有効と言われ早
期の摂取が進み、今後、新しい生活様式といわれる中で例会が開催されることを望むところ
でございます。一年間何も出来ず次期に引き継ぐこととなりましたが、次年度は、45 周年
を迎えます。2022 年 3 月 21 日には、感染が収まり記念例会が開催されます事を楽しみ
にしております。一年間ありがとうございました。
【前幹事

L.梶田学】

会員の皆様、初幹事を経験で右も左もわからない中、会長はじめ事務局、そして皆様のお力
添えのおかげで無事に役割を終えることにこの場を借りて厚く御礼申し上げます。新型コロ
ナウイルス感染拡大により ACT 等ほとんど出来ていないまま 1 年が終わってしまった事残
念に思いますが学びも沢山ございました。次期三役になられる皆様には色々と運営等大変と
は存じますが頑張って頂ければと思います。1 年間誠に有難うございました。
【前幹事 L.岡崎正巳】
第 44 期の会計ｗ務めさせて頂きました。若い方々の中へ高齢者が入っても良いのかなぁと
思いましたが、この大変な時期に少しでも会長の力になれるようガンバッテやってゆこうと
思いました。でも、残念なことにコロナウィルスの拡大に伴い、例会も次々と中止になり奉
仕活動も行うこともできなくなりました。今日までコロナウィルスに感染もせず、最終例会
も無事有意義に終わったことに感謝をする次第です。次期 45 周年のためにも一日も早くコ
ロナウィルスが収束するようお祈りをするとともに、この１年間皆様にはたいへんお世話に
なりありがとうございました。

就任挨拶
【会長

L.森純哉】

名古屋本丸ライオンズクラブＣＮ４５周年を迎えるこの年に、会長の大役を努めさせて頂く
ことになりました。
会長基本方針でも掲げました『クラブ改革・総仕上げ』を全うし役員のみで事を決めるので
はなく、伝統を重んじながらも、全員参加型のフレンドリーなクラブをめざして、新時代の
名古屋本丸ライオンズクラブを築いて行く所存でございます。
奉仕活動につきましては、ＣＮ４５周年特別ＡＣＴを庄内緑地公園内にある我がクラブ寄造

国際親善の鐘の周りを取り囲むように花壇を設置いたします。花壇贈呈とお花を植えるＡＣ
Ｔを２０２１年１１月１４日に開催いたします。
また２０２２年３月２１日には、ＣＮ４５周年記念例会を迎えます。実行委員会を設置し皆
様方のお力を頂き、記念例会の成功を目指し取り組んでまいります。
幹事Ｌ長谷清彦、会計Ｌ山本正成と力えを合わせて頑張ってまいりますので、皆様方のご協
力、ご支援をお願い申し上げまして就任のご挨拶とさせていただきます。
【幹事

L.長谷清彦】

第 45 期森会長の下、幹事に推薦されお受けすることにしました長谷です。
私は 2019 年 1 月 22 日の第二回例会に出席するため、
運転中に下行大動脈解離の病魔に 襲
れました。2 愛の手術の後、約 1 年半の休養により、なんとか体力が回復し、幹事をお受けす
ることに致しました。何もわかりませんが、皆さまのご指導の下、できる限りが頑張る所存で
ございます。よろしくお願いいたします。
【会計

L.山本正成】

第 45 期森 純哉会長の下、会計を務めさせていただくことになりました山本でございます。
第 43 期岩井会長の下、会計の務めの「い・ろ・は」をご教授いただき学ばせていただきまし
た。会員数の減少による予算規模の縮小等を余儀なくの事態に至っています。
各委員会の予算など会計業務に関して適正運用を図って参りたいと考えています。皆様のお力
添えを頂きたくお願い致します。

ドネーション名言集

★L.瀧川浩司 森会長、長谷幹事、山本会計、１年間頑張ってください！
★L.竹内良男 森会長、CN45 周年会長として記念に残る１年としてください！
★L.髙畑敏彦 45 周年森会長、長谷幹事、山本会計、大いに期待しております。
頑張ってください！
★L.中村義枝 孫の 20 歳の誕生日で 25 日はお祝しました！
7 月結婚祝★誕生祝
★L.奥村和久
暑い日が続きますが、お体にお気を付けください。

＜7
月結婚祝＞ オリンピック干渉が楽しみの毎日を送っています。
★L.福田守恭
該当者なし
コロナだけは大心配です。
＜７月誕生祝＞
名古屋本丸ライオンズクラブ

7 月 29 日

マーケティング・コミュニケーション委員長

L.梶田学

梶田学

/

会報編集者

村林基彦

