
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

と き 平成28年9月7日（水）12：15 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 

例会担当 財務委員会 

 

お客様のご入場  

開会のゴング  

国旗に礼  

国歌「君が代」斉唱  

「ライオンズクラブの歌」斉唱  

「ライオンズの誓い」唱和  

「クラブスローガン」唱和  

お客様のご紹介  

会長挨拶  

入会式  

委嘱状の伝達  

メルビン・ジョーンズ・フェロー・ピン贈呈  

誕生日のお祝い  

各委員会報告  

幹事報告  

お客様のご挨拶  

アテンダンス報告  

テールツイスター報告 .  

「また会う日まで」斉唱  

ライオンズローア  

閉会のゴング  

お客様のご退場  

 

次の理事会（第6回） 

と  き  平成28年9月20日(火) 11：00 

ところ 一宮商工会議所 402 

 

次の例会（第1439回） 

ガバナー公式訪問合同例会 

と  き  平成28年9月20日(水)14：00 

ところ 名古屋文理大学文化フォーラム  

服 装 制服(クールビズ・ノーネクタイ可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピーカーのご紹介 

 スクエアステップ協会 公認養成員 

角
つの

田
 だ

真
まさ

美
 み

様 
 

◎テーマ 

「自分の姿勢と筋力を知ろう！」 
 

◎プロフィール 

1974年6月生まれ 

2002年より運動指導者となる。 

 現在、東海3県下の市役所・保健所・企業と 

契約し、運動指導に当たる。 

 主に高齢者の運動機能向上の為の教室を開催。 

 スクエアステップ公認養成員として、指導者 

 のスキルアップや資格認定指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

     Ｌ吉
よし

田
だ

日
あき

人
と

 
       S. 38.12.9生（52才） 

  
会社名：㈱AZAI 
役 職：取締役  
業 種：リース・おしぼり業 
スポンサー：L伊藤裕彦 
 所 属：四献推進・アイヘルス・聴覚委員会 

住 所：〒502-0823  一宮市浅井町大野杁先32-3 
TEL（0586）78-4343 FAX（0586）51-2393    

自 宅：〒502-0822  一宮市浅井町大野前田41-1 
TEL・FAX（0586）78-5520 

 

◎ LCIF＄1,000寄付ありがとうございます 

L 田 中 秀 雄（ 1 ） 

 

 
 
 

 
 

LIONS  CLUBS  INTERNATIONAL  DISTRICT  334-A 

ＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ 

一宮ライオンズクラブ 
国際会長テーマ 「次なる山を目指して」  

一宮LCスローガン 「60年 夢と希望に ウィ・サーブ」 
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◎委 嘱 状 

ライオンズクラブ国際協会334－A地区 地区ガバナー 

L垣見正則より委嘱状届く 
 

地区年次大会事務局長 Ｌ坂本  毅 

地区年次大会副事務局長 Ｌ杉山幸紀夫 

地区年次大会式典部会部会長 Ｌ石黒  薫 

地区年次大会式典部会副部会長 Ｌ佐藤  彰 

 

◎メルビン・ジョーンズ・フェロー 

  1000ドル献金ありがとうございます 

13回目（ラベルピンにダイヤモンド7個とエメラルド3個） 

 Ｌ青山吉光    

12回目（ラベルピンにダイヤモンド9個とエメラルド1個） 

Ｌ青山吉光   L松山  栄  

11回目（ラベルピンにダイヤモンド10個） 

   Ｌ青山吉光   L杉山幸紀夫  

10回目（ラベルピンにダイヤモンド9個） 

Ｌ青山吉光   L杉山幸紀夫  

Ｌ坂本   毅    Ｌ下田心一  

Ｌ野村政司  

9回目（ラベルピンにダイヤモンド8個） 

   Ｌ青山吉光   L野村政司  

8回目（ラベルピンにダイヤモンド7個） 

    Ｌ石黒  薫   Ｌ加藤良克  

Ｌ野村政司  

7回目（ラベルピンにダイヤモンド6個） 

 L大山恭範    Ｌ五藤一樹  

6回目（ラベルピンにダイヤモンド5個） 

Ｌ五藤一樹  

5回目（ラベルピンにダイヤモンド4個） 

 Ｌ伊藤裕彦  

4回目（ラベルピンにダイヤモンド3個） 

 Ｌ伊藤裕彦  

2回目（ラベルピンにダイヤモンド1個） 

Ｌ西尾建一郎  

１回目（ラベルピンと楯） 

Ｌ朝比奈純一  

 

◎お誕生日おめでとうございます  

 

 

 

 

 

第 4 回理事会報告 

と き 平成28年8月23日(火)11：00 

ところ 一宮商工会議所 402  

出席者 

L 野村 L石黒 L五藤 L西尾 L大山 

L石川 L佐藤(彰) L佐藤(正)  L中沢 L井尾 

L朝比奈 L 野嵜  L坂本 L日沖 L吉田 

L戸﨑 L松山 L青山 L下田 L山中 

議題 

１．３Ｒ第 1回ＹＣＥ委員長会（8/3）報告 

LCIF・国際関係・YCE委員長L朝比奈純一より 

現在は YCE 派遣生が減少化しており、啓蒙活動が

必要。 

 

２．日帰り親睦納涼例会（8/10）報告 

  親睦委員長L戸崎一豊より 

決算報告が提出され承認された。 

 

３．３Ｒ第1回ＰＲ・ライオンズ情報・ＩＴ委員長会（8/10）

報告 

  PR・ライオンズ情報・IT委員長L井尾公治より 

①ライオンズ誌について 

2018年1月よりWEBになる。 

②各クラブの年間活動計画の発表が行われた。 

③国際平和ポスターについて 

出展の準備を次年度に向けて行う。 

④ホームページについて 

内容の充実含めSNS等、ITを活性化していく。 

 

４．３Ｒ第1回四献推進・アイヘルス・聴覚委員長会（8/12）

報告 

四献推進・アイヘルス・聴覚委員長L吉田憲司より 

①各クラブの年間活動計画の発表が行われた。 

②当クラブの献血方法について質問があった。 

 

５．３Ｒ第 1回環境保全委員長会（8/18）報告 

   市民・環境保全・社会福祉委員長L日沖昇市より 

①各クラブの年間活動計画の発表が行われた。 

②10/22 開催の中央道クリーン大作戦への参加要請が

あった。 

 

６．地区青少年教育健全セミナー（8/19）報告 

青少年教育委員長L野嵜 章より 

①各クラブの年間活動計画の発表が行われた。 

②いじめ防止の講演が二つ行われ、ライオンズクラブ

にはもっと防止に向けての活動を要望された。 

 

７．３Ｒ第 1回LCIF・国際関係委員長会（8/19）報告 

  LCIF・国際関係・YCE委員長L朝比奈純一より 

①LCIF 交付金についての使用方法等より細かい説明

9月7日  L 今 枝 竹 男 

8日 L 長 田  太 

11日 L 三 谷  敦 
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が要望されている。 

②各クラブ目標数を達成できるようお願いがされた。 

 

８．その他 

①愛知県献血運動推進大会（7/29）報告 

今までの功績により感謝状を頂いた。 

②一宮サウス LC「全国中学ガールズカップ in 一宮」

（8/13）報告 

平島公園野球場にて、多数の来賓客を招き盛大に行

われた。 

・当クラブも 60 周年記念年でもあるので、今後の青

少年育成事業には ZC、地区 PR 委員長等を招待す

るかの検討をする。 

③カンボジア王国大使を囲む立食パーティー及び交流

会（8/18）報告 

名古屋市ローズコートホテルにて行われ、L稲川、

L野村、L佐藤（彰）、L西尾の4名が当クラブより

参加し高田領事と親睦を深めた。 

④クラブ100周年記念委員長選出について 

野村会長が兼任にて就任することが承認された。 

 ⑤第3回チャリティ―ゴルフ準備委員会（8/23）報告 

親睦委員長L戸﨑一豊より 

⑴7/28稲口CCにて行われた景品・金額等の打合せ結

果報告。 

⑵現時点で 53 口の協賛があるが引き続きメンバーに

お願いする。 

⑶組合せ表の発送期限を9/20を最終にする。 

⑷他クラブチャリティーゴルフへの参加要請また現時

点でのメンバー振り分けを報告。 

⑸次回準備委員会を9/7 13：30～に開催する。 

  

  第1437回例会アテンダンス報告  

 

会員数 146名   家 族 会 員  49名 

例会出席対象会員数  97名 

出席者 63名 (メーク・アップ  2名) 

出席率 65％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第55回オセアルフォーラム 

と き 2016.11.10～11.13  

ところ 香港 

早期申込締切 9/30まで ＄115 

10/1から ＄130 

国際協会は会則で七 

つの地域(Ａｒｅａ)に 

分けられており、日 

本は「東洋東南アジ 

ア」に含まれている。 

東洋東南アジア・フォーラムは親善を深めること 

を主目的としてこの地域内のライオンズクラブ代 

表の参加によって開催され、この地域に共通の問 

題点を話し合っています。 

●参加ご希望の方は事務局までお申し込み下さい。 

 
 
 

 

 

 私は想う。 

9月20日、稲沢でのガバナー公式訪問 

合同例会 に一宮ライオンズクラブのメ 

ンバーが、全員参列してローアをする情 

景を…。 

きっとその会の何をも圧倒して騒然と 

 なるであろう。このパフォーマンスはい 

 ろいろな意味での刺激。そして、規範となるであろ 

ういえ、ならねばならない。 

出席してもしなくてもという問題ではない。万障 

繰り合わせて、全員に近い人数で意気を上げてはい 

かがでしょう。 
 

コミュニケーション 

力無し能力も欠ける我が身。お弁当だけを頂いて 

帰りますことに、いささか複雑な気持ちになります。 

委員長始め、それに関わった皆様ご苦労様でござ 

いました。新しいポロシャツを着て恰好だけでとい 

うのは毎回のこと。てきぱき動き回るメンバーをた 

だ眺めるだけですけれど、心だけは込めさせて頂い 

ておりますので…。 

でも、こう申しましたら不謹慎な言葉になりまし 

ょうか。毎回の例会には時間がタップリございます。
メンバー同志においての又とないコミュニケーショ 

ンの時間です。いろいろなメンバーからの情報が聞 

けいい時間でした。 

大島八重子 
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第 1437 回例会報告  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数年ぶりに一宮駅での開催となった第40回目の献血

例会、60周年の最初のメインアクティビティー。39回

の受付者数累計が19,335人で後665人にて累計20,000

人ということで700名の受付目標を当初から立てました。  

そのために会場変更をしましたが、例年のバスでの献

血ではなく i－ビル7階シビックホールでの献血がメイ

ン会場と、初めてづくしの献血例会となりました。 

若手メンバーと赤十字血液センターの方は8時に集合

でしたが、i－ビル自体が9時解錠であることを事前に把

握せずに、たくさんの方を外で待たせてしまうというト

ラブルに見舞われました。 

部屋に入り 

次第大急ぎで 

景品の袋詰め 

や受付会場の 

準備をしまし 

て何とか10 

時開始に間に 

合うことが出来ました。午前中は大雨に見舞われてしま

いましたが、今年は施設内の献血活動であったため濡れ

ることもなく、また例年ですと汗だくになるところが、

エアコンが効いた涼しい室内で活動をすることが出来ま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き 平成28年8月24日(水) 9：00 

ところ 一宮駅 i－ビル 7F シビックホール 

 

駅1Fコンコースでのプラカードを持ったライオンズ

メンバーの声掛けの効果もあり、たくさんの人にご来場

していただくことが出来ました。駅1Fコンコースには

ミス七夕を今年度は3名お呼びし受付対応をして頂き、

7Fの献血会場にご案内しました。 

例年ですと 

炎天下の中順 

番をお待ち頂 

く来場者も今 

年は快適な室 

内でお待ち頂 

く事が出来ま 

した。目標の 

700名に到達することは出来ませんでしたが400ml限定

の献血だったにも関わらず480名もの方に受付していた

だき、269名の方に献血をして頂きました。 

結果受付者数累計は19,815人となりました。来年度

の20,000人到達は容易になりました。今年度は19,500

人目の方、その前後の方に記念撮影と記念品をお渡しす

ることが出来ました。 

段取りが至らず皆様にご迷惑をお掛けしてしまいまし

たが、メンバーの方々の熱心なご協力もあり無事終了す

ることが出来ました。ご参加頂いた皆様、協賛を頂いた

皆様、本当にありがとうございました。 
 

四献推進・アイヘルス・聴覚委員長 吉田憲司 

 

 

 

 

一宮市栄4丁目9-5 
TEL 71-3256 FAX 71-3136 

L 加 藤 裕 紀 


