会報誌

LIONS CLUB OF NAGOYA HONMARU

2022.6 月

【お知らせ】
7 月１2 日 第 1091 回 例会及び 7 月度理事会
17：30～合同委員会・理事会

18：30～例会
7 月 26 日 第 1092 回 例会
18：30～例会

国際会長メッセージ
３３４A 地区スローガン

「心からの奉仕」
「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

6 月 14 日

Ⅰ．会長挨拶

会長

L．森 純哉

Ⅱ．審議事項・報告事項
1. 計画大会委員会

L.三口 大登

1） 最終例会（CN45 記念例会）について【提案】
① アトラクションを下記内容にて提案致します。
・鍵盤＆バイオリン演奏
予算：66,000 円
クリスマス家族会の時に演奏していただいた L.長谷のご親族の方です。
② 予算
別紙、ホテルからの見積り参照
③ 会費
お一人あたり 5,000 円を予定
④ 開催時間
18：30～20：30（通常例会より 30 分延長します。
）
＊②会費は本会員は会費なし、支部会員は 2000 円／人で承認されました
＊①③④は承認されました。
追記
２）次期「名古屋駅前地区うち水」について
【実施日】２０２２年７月２９日(金)
16:45 各エリア集合 17:00～打ち水開始
雨天予備日：8 月５日（金）同時刻
【場 所】JR セントラルビルタワーズガーデン、
ミッドランドスクエア前、大名古屋ビルヂング前
2. 表彰委員会【提案】
1） クラブ内表彰について

L.江本 和総

別紙内容を提案いたします。
＊承認されました
3. マーケティングコミュニケーション委員会【報告】

L.梶田 学

６月号会報について
① 合同委員会・理事会報告

・・・・・

委員及び幹事

② 例会報告（1089 回例会リハーサル例会） ・・・・・

L.瀧川 浩司

③ 例会報告（1090 回例会最終例会）

L.長谷 清彦

④ 現三役退任挨拶
上記内容で担当が割り振られました。

・・・・
・・・・・

現三役

4. キャビネット報告
1） 次年度「ガバナー公式訪問（1R2Z 合同例会）」
日程：2022 年 8 月 24 日（水）12：15～14：00
会場：名古屋観光ホテル 3F 那古の間
名古屋市中区錦 1-19-30
＊8 月の第二例会は上記に振替例会となります。
2） 国際協会 334-A 地区 第 68 回年次大会
2020 年 7 月１日～2021 年 6 月 30 日（前年度）及び
2021 年 7 月 1 日～2021 年 12 月 31 日（半期分）の決算報告
報告通り承認されました
次年度地区アクティビティ・スローガンの選定
「幸せのわかち合いで We serve」
上記で承認されました。
3） 334-A 地区 地区誌「The LION of Aichi」の WEB 版発行のお知らせ
334-A 地区ホームページに掲載されております。閲覧には下記ユーザー名・PASS が
必要です。
「ユーザー名」 2021
「パスワード」 LCID334a
追記
名古屋本丸ライオンズクラブ旗争奪野球大会報告
参加チーム１１チーム・１８０名で無事開催されました。
参加賞を 116640 円を指定ドネーションより支払いすることが承認されました。

Ⅲ. 閉会挨拶

L.江本 和総

第 1089 例会 ドネーション
2022 月 6 月 14 日（火）

88,000 円 L.瀧川浩司

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 16 名 支部会員 2 名
第１０８９回例会は次期役員リハーサル例会が行われました。次期会長のＬ江本より開会宣言並びに開会ゴ
ングが鳴らされ例会がスタートしました。次期会長挨拶では、新型コロナウィルスやウクライナ情勢など明
るい話題が少ない中、来期は楽しい例会を作っていきたいとの抱負が語られました。本日の例会では、今期
のアクティビティの一つである少年野球「名古屋本丸ライオンズ旗争奪大会」事務局の荒川達也様をご来賓

でお招きし、少年野球贈呈式と活動内容のご報告をして頂きました。テールツイスターの活躍では次期 T.T
のＬ福田が先日のゴルフ例会取り切り戦において断トツ優勝を飾った想いを述べられ和やかな雰囲気とな
りました。出席率報告は次期出席委員長のＬ梶田、つづいて会計報告は次期会計Ｌ奥村、ライオンズ・ロア
ーは現幹事であるＬ長谷にて行われまして、最後に次期会長のＬ江本によって閉会宣言並びに閉会ゴングで
閉会となりました。

第 1090 例会 ドネーション
2022 月 6 月 28 日（火）

123,000 円

L. 長谷清彦

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 16 名 支部会員 3 名
第 1090 回例会が 6 月 28 日にナゴヤガーデンパレスに於いて行われました。今期予定されていた、cn45
記念例会が中止なりましたので、この最終例会を cn45 記念例会としても開催しました。
18 時 35 分開会宣言並びに開会コングを会長森ライオンによって行われました。続いて国旗に敬礼し、君
が代とライオンズクラブの歌 2 番を斉唱しました。
次にライオンズの誓いを鈴木貴雄ライオンによって行われ、続いて結婚祝い誕生祝いが会長森ライオンより
手渡されました。
次に 2021 年ー2022 年度クラブ内表彰と現三役から次期三役に引継かれる引き継ぎ式が行われました。
そして 19 時から高畑ライオンにより、次期役員を励ます会及 cn45 記念例会について大変有意義なお話が
ありました。お話の後高畑ライオンより、ウィ・サーブが高らかに行われ盛り上がりました。
続いて会食となり 19 時 20 分ごろから、
アトラクション(シンセサイザー及びバイオリンの演奏の始まりで

す。約 30 分のシンセサイザー、バイオリンのコラボ演奏の後、20 時 15 分ごろからいよいよテールツイ
スター、中村ライオン、梶田ライオンの名調子の中発表されました。
そして、福田ライオンより出席率報告があり、続いて山本ライオンより会計報告ありました。
そして現三役、次期三役によってライオンズ、ローアが行われ、20 時 30 森会長により閉会宣言並びに閉
会ゴング鳴らされ終了しました。
私個人の意見で申し訳ないのですがですが、今期の例会の中最も盛り上がり楽しく出来た例会だと思いまし
た。

三役退任挨拶
【会長：L.森純哉】

第 45 期会長を始めさせていただく時は CN４５周年の年であり大変な１年間だと思いましたがあっという
間の１年間でした。コロナ禍の中でも、８月にＣＮ４５周年協賛の夢 SAKURA と１１月のＣＮ４５周年庄内
緑地国際親善の鐘を取り囲むように整備した花壇と花を植えるＡＣＴが会員の皆様のご協力で無事開催され
たことに感謝申し上げます。クリスマス家族会もたくさんの子供達の参加で盛り上がりました。しかしながら
ＣＮ４５周年記念例会・西区民祭り・マラソン大会などが中止になり本当に残念でなりません、５月に名古屋
本丸ライオンズ旗争奪少年野球大会の開催、６月の最終例会にて会員のみのＣＮ４５周年記念例会を開催でき
たことが、なによりの救いでありました。次年度は、例会・ＡＣＴ全てが開催されます事をお祈りいたしまし
て私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

【幹事：L.長谷清彦】

第 45 期幹事を務めさせていただき、有難うございました。
今期一番大きなイベント 45 周年記念例会がコロナ禍の為中止になり本当に残念でしたが、何とか
クリスマス会が開催出来て良かったと思いました。
何も幹事らしい事ができませんでしたが、一年間頑張らせていただきました。ありがとうございました。
【会計：L.山本正成】

第 45 期の会計として、会長・幹事・事務局そして皆様の御協力をいただき、1 年間務めさせて頂きました。
今期に於いても、第 6 次までの新型コロナ感染症の流行により、45 周年大会の事業中止を始め、年次計画の
多くを完結できなかったこと、残念でなりません。それでも、青少年健全育成を目的とした ACT が実施できた
ことは意義あることでした。三役の務め、道半ばの感を強く感じつつの退任となり、皆様には申し訳なく思っ
ています。一年間ありがとうございました。

ライオンズ用語・略語【か・き】
スローガン（Slogan）
国際協会のスローガンは Liberty、Intelligence、Our Nation's Safety である。また、複合地区大会や地区大
会においてアクティビティの統一的目標を示すスローガンが採択されることが多い。

ゾーン（Zone）
地区ガバナーは、地区管理のため、地区をいくつかのリジョンに分け、さらに、そのリジョンを 4 ないし 8 の
クラブから成るゾーンに分ける。ゾーンごとにゾーン・チェアマン（Zone Chairman）が地区ガバナーによって
任命される〔ガバナー諮問委員会の項参照〕

ドネーション名言集

★L.山本正成

本日本会に出席いただきました、愛知県西支部事務局長、荒川達哉様
ありがとうございました。少年野球の運営を中心になり、たずさわっ
ていただいています事、敬意を表します。来期、第 6 回大会も本会が
ホストします。よろしくお願いします。

★L.岡崎正巳

ご来賓の荒川様、ごくろうさんです。

★L.奥村和久

荒川様ようこそお越しいただきました。

★L.福田守泰

来期テールツイスターで一年間頑張ります。宜しくお願い致します。

★L.三口大登

雨はキライです。夏よコイコイ早くコイ

★L.瀧川浩司

リハーサル例会おつかれ様でした。荒川様、本日は例会のご参加あり
がとうございました。

★L.村井三雄

今日は無理な予定をつめ込み御迷惑をおかけして申し訳ありません。
反省しております。

6 月結婚祝★誕生祝

★L.鈴木綾太

この度高畑様よりご紹介いただきました鈴木と申します。勤務先は日

＜6 月結婚祝＞
6月

本生命です。右も左も分からない状況ですが、先輩方に教えていただ

2 日 L.岩井一義・眞由美様
きながら活動できればと思っています。

★L.高畑敏彦
＜6 月誕生祝＞
名古屋本丸ライオンズクラブ

江本次期会長リハーサル例会、大成功でした。来期は楽しみです。荒
マーケティング・コミュニケーション委員長 梶田学 / 会報編集者
村林基彦
川様少年野球の報告ありがとうございました。また来期も宜しくお願

6 月 21 日 L.江本和総
い致します。

