
CN10周年記念式典

五年間の歩み
（第6期～現在）

2022/05/20 於：名古屋東急ホテル



第六期（2016～2017）

クラブスローガン

「笑顔のために」 ～共創～

会長 Ｌ石垣健治



ACT 名養クラブデイキャンプ

日 時：2016年9月13日(日)

場 所：庄内緑地公園



ACT 愛フェス2016

日 時：2016年9月17日(土).18(日)

場 所：愛・地球博記念公園



ACT 職場体験学習
キャリアミーティング

日 時：2016年12月2日(金)

場 所：名古屋市立平田中学校



ACT 薬物乱用防止教室

2016年11月8日

名古屋市立ほのか小学校 ２クラス
2016年12月14日

名古屋市立瀬古小学校 ４クラス

2017年1月20日

名古屋市立城北小学校 ２クラス

2017年1月24日

名古屋市立八社小学校 ２クラス



第2回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」

日 時：2017年3月4日(土)

場 所：パロマ瑞穂ラクビー場

参加対象者
名古屋市内の小学生
在愛知ブラジル人小学生



第2回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」



第2回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」



第七期（2017～2018）

クラブスローガン

『共感と協働』 ～おたがいさま～

会長 Ｌ浅井 薫



ACT 愛フェス2017

日 時：2017年9月16日(土)・17(日)

場 所：愛・地球博記念公園
台風の為縮小開催



ACT 職場体験学習
キャリアミーティング

日 時：2017年12月1日(金)

場 所：名古屋市立平田中学校



ACT 薬物乱用防止教室

2017年12月15日

名古屋市立ほのか小学校 ２クラス

2018年1月19日

名古屋市立城北小学校 ２クラス
2018年1月26日

名古屋市立瀬古小学校 ４クラス



1R合同ACT
ユニファイドリレー・トーチラン

日 時：2018年5月19日(土)

場 所：白川公園中央広場及び外周



第八期（2018～2019）

クラブスローガン

『楽しく、そして明日の為に』

～Ｗe are Lions～

会長 Ｌ野々山卓朗



1R合同ACT
名古屋駅地区打ち水大作戦

日 時：2018年7月20日(金)

場 所：名駅通り



ACT 名養クラブデイキャンプ

日 時：2018年9月9日(日)

場 所：庄内緑地公園



ACT第７回スペシャルオリンピックス日本

夏期ナショナルゲーム愛知

日 時：2018年9月24日(祝)

場 所：名古屋国際会議場 閉会式

スペシャルオリンピックスとは？

知的障害のある人たちに様々なスポーツ
トレーニングとその成果の発表の場である
競技会を、年間を通じて提供している
国際的なスポーツ組織です。



ACT 愛フェス2018

日 時：2018年10月20日(土)・21(日)

場 所：愛・地球博記念公園



ACT 職場体験学習
キャリアミーティング

日 時：2018年12月7日(金)

場 所：名古屋市立平田中学校



ACT ＹＣＥ派遣

日 時：2018/12/20日(木)～2019/1/7 （月）

派遣先：マレーシア



ACT 薬物乱用防止教室

2018年11月20日

名古屋市立ほのか小学校 ２クラス

2019年1月18日

名古屋市立城北小学校 ２クラス
2019年1月29日

名古屋市立瀬古小学校 ４クラス



第4回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」

日 時：2019年3月23日(土)

場 所：パロマ瑞穂ラクビー場

参加対象者
名古屋市内の小学生
在愛知ブラジル人小学生



第4回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」



第九期（2019～2020）

クラブスローガン

『今一度 初心に戻る』

～Remember The Spirit～

会長 Ｌ新田祐士



ガバナー公式訪問
（1R2Z・3Z合同例会）

日 時：2019年8月28日(水)

場 所：キャッスルプラザホテル



ACT 名養クラブデイキャンプ

日 時：2019年9月8日(日)

場 所：庄内緑地公園



ACT 職場体験学習
キャリアミーティング

日 時：2018年12月7日(金)

場 所：名古屋市立一色中学校



ヤンゴンライオンズＣＮ

日 時：2019年12月8日(日)

場 所：ミヤンマー ヤンゴン

ＣＮ10周年記念事業

「図書館及び休日診療所の開設」

ミヤンマー ヤンゴンライオンズ

クラブとの共同事業を企画

ミヤンマー国内の政情不安のため、中止

ヤンゴンライオンズクラブ
メンバーの無事を祈念



第十期（2020～2021）

クラブスローガン

『広げよう奉仕の輪』

～１０年目に何ができるか～

会長 Ｌ原 利和



ＣＮ１０周年記念事業
チャリティ講演会①

日 時：2020年10月13日(土)

場 所：ウインクあいち 小ホール

「名古屋小児がん基金がめざすところ」

講師：名古屋小児がん基金
理事長 小島勢二氏

チャリティ金額 ￥300,000



ACT 薬物乱用防止教室

2020年11月13日

名古屋市立ほのか小学校 ２クラス

2020年11月24日

名古屋市立城北小学校 ３クラス
2021年2月2日

名古屋市立瀬古小学校 ４クラス



第6回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」

日 時：2021年3月13日(土)

場 所：パロマ瑞穂ラクビー場



第6回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」



第6回「オリンピックへのかけはし～リオ to 東京」



第十一期（2021～2022）

クラブスローガン

『 継往開来 』
～つなぐ・めぐる～

会長 Ｌ稲熊曜子



ＣＮ１０周年記念事業
MJF300％クラブ達成記念例会

日 時：2021年7月29日（木）

場 所：名古屋東急ホテル



ＣＮ１０周年記念事業

チャリティ講演会②

日 時：2021年10月22日

場 所：ビアンカーラヒルサイドテラス

「子供たちの夢実現のために」

講師：野球評論家 川上憲伸氏

チャリティ金額 ￥200,000



ACT 薬物乱用防止教室

2021年10月21日

名古屋市立ほのか小学校 ２クラス

2021年11月16日

名古屋市立城北小学校 ３クラス



ACT 職場体験学習
キャリアミーティング

日 時：2022年1月25日(火)

場 所：名古屋市立一色中学校



ＣＮ１０周年記念事業
（ＬＣＩＦシェアリング事業）

「日比津公園ベンチ寄贈」

贈呈式

日 時：2022年1月31日(月)

場 所：日比津公園



CN１０周年記念事業

第7回「オリンピックへのかけはし」

日 時：2022年3月23日(祝)

場 所：パロマ瑞穂ラクビー場

講師：Jリーグマッチコミッショナー 松山吉之氏
前なでしこジャパン監督 高倉麻子氏、
元ガンバ大阪 森岡 茂氏



地区ＧＳＴ事業
プロウォーキング（ゴミ拾いウォーキング）

日 時：2022年3月20日（日）

場 所：日比津公園（南遊具広場)





CN10周年記念式典

五年間の歩み
（第6期～現在）

2022/05/20 於：名古屋東急ホテル


