
 

 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

と  き  平成30年2月14日(水)12：15 

ところ  一宮商工会議所  ３階 

例会担当  四献推進・アイヘルス・聴覚委員会 

 

お客様ご入場  

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  

お客様ご紹介    

会長挨拶  

メルビン・ジョーンズ・フェロー・ピン贈呈  

誕生日のお祝い 

幹事報告  

スピーカーの時間  

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 

お客様ご退場  

 

次の理事会（第16回） 

と  き  平成30年2月28日(水) 11：00 

ところ 一心 

 

次の例会（第1473回） 

と  き  平成30年2月28日(水) 12：15 

ところ 一心 

スピーカー 新会員スピーカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スピーカーのご紹介 

タップダンサー 

サカイダ コージ 様 
◎テーマ 「タップダンスで地元に恩返しを」 

◎プロフィール 
一宮市出身 
18歳より名古屋にて市川ミサオ氏にタップを 
学ぶ。 
その後２６歳で上京、タップダンサーＨＩＤＥ 
ＢＯＨ氏に師事。 
映画「座頭市」タップシーン出演を初めその他 
舞台コンサート多数出演。 
タップコンテスト優勝。 
タップの醍醐味であるアカペラでの単独タップ 
を得意とし、即興高速タップから情感あふれる 
タップまで幅広いスタイルを持つ。 
現在はダンススタジオ等で講師を務めつつパフ 
ォーマンスグルプ PUPPETION(パペッション) 
での活動を中心に展開し、2017年にはラスベガ 
スにてフェスティバル公演を果たす。 
名古屋文化短期大学 ダンスコース 非常勤講師  

 

 

≪ お客様 ≫ 

岡崎南ライオンズクラブ 

会  長     L牧野  守  （まきの  まもる）  

幹  事     L山本 隆義  （やまもと たかよし） 

第一副会長  L渡邊 征勝  （わたなべ まさかつ） 

第二副会長  L太田 利男  （おおた としお） 

友好接待・長期計画委員長（前会長） 

L大河原信夫 （おおかわら のぶお）  

指導力育成・GLT委員長 

  L原  孝広 （はら たかひろ）  

指導力育成・GLT副委員長   

 L近藤 信行 （こんどう のぶゆき） 

指導力育成・GLT委員 

L山下 博之 （やました ひろゆき） 

 

◎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 

11回目（ラベルピンにダイヤモンド１0個） 

Ｌ山中一史 

 

LIONS  CLUBS  INTERNATIONAL  DISTRICT  334-A 

ＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡ ＬＩＯＮＳ ＣＬＵＢ 

一宮ライオンズクラブ 
国際会長スローガン 「ウィ・サーブ」 

一宮LCスローガン 「健全な心と身体
からだ

、感謝の気持ちで ウィ・サーブ」 
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◎お誕生日おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 回理事会報告  

と き 平成30年1月24日(水)11：00 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 

出席者 

L伊藤 L野村(政) L五藤 L佐藤(彰) L立川 

L野嵜 L杉山 L 川合 L佐藤(正) L 中沢 

L 大

山 

L田中(幸)

男 

L 坂本 L青山 L石黒 

L山中 L 松山 L 中川 L田中(秀) L小川  

 

 

 

L高橋 L御子柴  L吉田 L浅野    

 

議題 

１．一宮青年会議所賀詞交歓例会（1/15）報告 

  会長L伊藤裕彦より 

i－ビル シビックホールにて開催され OB など含

む120名程の参加があり、伝統を守りながら盛大に

行われた。 

 

２．３R7LC体育委員長会（1/16）報告 

親睦委員長Ｌ中川幸男より 

①7LCチャリティーゴルフ大会が4/12、レイクグリー

ンCCにて行われる。 

②ホストは一宮中LC、一宮LCは7～8組エントリー

予定。 

 

３．ユニファイドリレー・トーチラン会議（1/17）報告 

ZC  L大山恭範より 

  5月20日開催、9時集合、雨天決行、Tシャツは無

料配布します。 

  中学生、高校生にて併走者を募集（一宮高校・中部

中学校等） 
 

４．7LC会長・幹事会（1/17）報告  

会長L伊藤裕彦より 

  松閣にて新年会が開催された。 

  第46回真清田神社献書大会10000円協賛 
 

５．指名委員会（1/24）報告 

  指名委員長L野村政司より 

  第2副会長選出、後日発表予定。 

６．その他 

①複合地区年次大会及び地区年次大会のおける代議員会

提出議案募集について 

②3Rリジョン会議は2月16日、稲沢商工会議所開催 

③3R会員セミナーは2月16日、稲沢商工会議所開催 

④3R1Z第3回ガバナー諮問委員会は2月20日、一宮商

工会議所開催 

⑤地区若手リーダー育成研修会は 2 月 24 日～25 日、L

西尾建一郎とL佐藤 彰出席 

 

第 1471 回例会報告  

と  き 平成30年1月24日(水)12：15 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会は今季最強寒波襲来の中、ザ・グランドテ

ィアラ一宮にて次期会長幹事招待例会が行われました。 

 前会長 L 野村政司先導のもと本日のお客様 Dream 

Citrine 女子ソフトボールチーム監督、大國香奈子様は

じめチームメンバーの方々、3R1Z6クラブの次期会長幹

事が入場されました。ライオンテーマーL佐藤 彰の司会

で開会のゴング、国歌「君が代」「ライオンズヒム」斉唱

後「ライオンズの誓い」「クラブスローガン」の唱和を本

日の例会担当の私に指名が

有り先導させて頂きました。 

伊藤裕彦会長挨拶ではお

客様へのお礼と昨年の招待

例会時の心境をお話しされ

ました。 

スピーカーの時間では監

督の大國香奈子様よりチームのメンバー紹介、結成まで

の経緯、成績等をお話しされ、チームの維持・メンバー

育成のためのスポンサーのお願いがありました。我こそ

はと思われる会員各位は立川智浩幹事に連絡してくださ

い。 

最後にライオンズローア

の発声を一宮サウスライオ

ンズクラブ次期会長L野村

一磨が感謝と希望の意を込

めまして力強く声高らかに

発声され閉会となりました。 

 

例会担当 会員増強・会則・FWT委員会副委員長 山中一史 

2月6日  L杉 本  敦  

7日 L柴 垣 幹 生  

12日 L岡 﨑 正 剛  

15日 L加 藤 良 克  

15日 L新 谷 匡 人  

17日 L奥 田 昌 治  

18日 L立 川 智 浩  

28日 L 川 合 充 恭  



 - 3 - 

 

 

 

 

≪革新：私たちは百獣の王≫ 

 
過去の鎖に縛られず、自由の気風にあふれていた 1
世紀前のアメリカは、革新を育むゆりかごでした。ジ
ャズがあり、ブロードウェイ・ミュージカルがあり、そし
て社会的な動きもありました。地域社会奉仕に献身
する組織の草分けとして誕生したライオンズクラブが
それです。 
その規模と影響力を高めていく中で、ライオンズは新
しいアイディアや手法を積極的に取り入れました。ラ
イオンズ自身が思いついた興味深い独創的なアイデ
ィアだけでなく、盲導犬、アイバンク、白い杖などもい
ち早く取り入れ、その普及に手を貸しました。目指す
ところに到達するため、効率よく広範囲に奉仕するた
め、それまでと違ったやり方や創造的な方法を試して
みることを、ライオンズがためらったことはありませ
ん。 

革新の精神は今も、クラブ、地区、ライオンズクラブ
国際協会に息づいています。ホームレス施設の子ど
もたちに職業訓練を提供すること、トラッシュ・ファッシ
ョン・ショーを通してリサイクルの必要性への認識を
高めること、資金獲得の方法を工夫し、どんな奉仕事
業であっても、ライオンズは単に使い古された方法を
繰り返すことをせず、他者を支援する行事や活動を
楽しくて気の利いた魅力的なものにすることで、地域
社会に活気をもたらしています。 

現代はデジタルの時代であり、私たちの革新はソー
シャルメディアやスマートフォンに及んでいます。世
界最高水準のモバイルアプリMyLionは、私たちが
奉仕し、情報を交換する方法を劇的に変えています。
それは驚くべき新世界であり、ライオンズは果敢に新
しいデジタルの道を切り開いています。世界はますま
す加速し、回転を速め、真の「地球村」になりつつあり
ます。 

そこで改めて考えてみてください。皆さんのクラブで
はどうでしょうか？現在行っている活動に効果がある
なら、それを続けてください。やり方を改善出来ると分
かったら、勇気を持って革新に乗り出してください。勇
敢さはライオンとしての
DNAに組み込まれている
のです。決まり文句ですが、
私たちは百獣の王であり、
恐れることなく突き進む勇
気がその証明です。どうぞ
すばらしい奉仕の 1年をお
迎えください。ライオンズク
ラブの 1世紀にわたる成功が、皆さんがそれぞれの
目標を達成されることを裏付けています。 

 

 

こんなぜいたくしていいのかな。 

格差の波及により貧困家庭が増えている。 

特に片親世帯においてその現状がいちじるしい。 

10人に一人 あるいは5人に一人が日々の食事 

に苦労する。 

一宮サウスライオンズクラブがその世界における 

アクティビティを大きく展開し、その為協力を求 

め我がクラブを訪れた。 

神妙なる気持ちで、私達はその説明を聞き入った。 

その日の例会食事はザ・グランドティアラ一のご 

ちそう・・・。 

二段重ねの器を開けると盛り沢山な料理が並ぶ。 

脇の器にはおすし、茶わん蒸し、赤だし、そし 

てデザート、コーヒーまでも 

となりのL後藤洋一が言う 

「こんなぜいたくしていいのかな。」 

他に並ぶ同席のメンバー達もそれぞれ同感の意志 

を表しうなずき合う。 

そしてフードドライブの 

世界はライオンズクラブに 

密着した奉仕活動であるこ 

とを確と思った。      

              大島八重子 

 

 

  第1471回例会アテンダンス報告  

 

会員数 184名   （家族会員  85名） 

例会出席対象会員数  99名 

 出席者 59名 (メーク・アップ 0名) 

  出席率 60％ 

 

 

第1471回例会ドネーション・ファイン 

    

◎ドネーション                    30,000 

 

◎ファイン                                  0 
  

ドネーション・ファイン累計          1104,100 

 

L 伊藤裕彦 次期会長幹事・大國香奈子様をお迎えできた 10,000 

L 新垣憲勝 銀 婚 式 の お 祝 い 10,000 

L 立川智浩 

 

次期会長幹事・大國香奈子様をお迎えできた 5,000 

L 森  雅也 会 場 利 用 の お 礼 5,000 

合 計 30,000 

2017～2018年度 

国際会長メッセージ 

国際会長 ナレッシュ・アガワル 
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7月 濃尾大橋花火大会協賛金 20,000   

 一宮七夕祭り協賛金 10,000   

 薬物乱用防止教室開催（今伊勢中学校） （5校分）70,694   

 薬物乱用防止教室開催（丹陽中学校） 労力奉仕   

 薬物乱用防止教室開催（南部中学校） 労力奉仕   

 薬物乱用防止教室開催（葉栗中学校） 労力奉仕   

 薬物乱用防止教室開催（浅井中学校） 労力奉仕   

 日の丸会賛助会費 10,000   

 ＬＣＩＦ $1000献金 3名 5口 548,800   

 社会を明るくする運動協賛金 25,000   

8月 献血運動実施 339名（400ml 225名） 412,514   

 献血累計昭和52年～平成29年（41年間） 累計 20154名   

 リジョン役員活動費 55,000   

 ３R YCE活動費 250,000   

 日本宇宙少年団一宮分団 賛助会費 100,000   

９月 「ダメ、ゼッタイダメ」国連支援募金 薬物乱用防止センターに寄付 61,100   

 一宮市へ時刻/温度LED表示機寄贈 1,424,520   

 九州災害義援金拠出MD337へ寄付 100,000   

 ＬＣＩＦ $1000献金 3名 330,000   

10月 一宮LCチャリティーゴルフ大会開催 収益金  590,200   

 ３Ｒ合同「薬物乱用防止キャンペーン」 101,960   

 ＬＣＩＦ $1000献金 2名  226,000   

 子どもの家「ともいきまつり」焼きそば具材等 108,000   

 3Ｒ合同「ゴミ０運動西尾張中央道クリーン作戦」 労力奉仕   

11月 国際平和ポスター応募者参加賞 2,000   

 一宮市オールスター選抜学童野球祭開催 252,620   

 ＬＣＩＦ $1000献金 2名  226,000   

12月 赤い羽根共同募金 10,000   

 ＬＣＩＦ $1000献金 1名  112,000   

     

 


