
目の見えない人たちに愛の光を 

病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 

〈連絡先〉   

・ 愛知県救急医療情報センター内・アイバンク窓口（献眼受付） 

 夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 ＴＥＬ（０５２）２６２－１１００ 

・ 社会保険 中京病院（献腎受付）  ＴＥＬ（０５２）９６１－７１５１ 

・ 江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植  

 推進委員長 渡辺 俊也 ＴＥＬ（０５８７）５５－７４３０ 

・ 上記連絡がつかない場合  

 幹 事   小塚 善弘 ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ 

８月行事予定 例会プログラム 

例会出席状況報告 

献眼・献腎・献血・骨髄移植のお願い 

江南ライオンズクラブ会報 

第８６７号 第１２３７回例会  

２０１０／８／４ 
誕生祝 

 

 

 

３ ３ ４ － Ａ 地区ス ロ ー ガ ン  歴史に学び 明日に向かって 笑顔で We Serve！

ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン  「有難う」奉仕で結ぶ 心の絆 

 第１２３５回 第１２３６回 

現在の正会員数 ９２名 ９３名 

終 身 会 員 数 ５名 ５名 

本日の出席者数 ６５名 ５９名 

公務による欠席 １名 ０名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ３名 ２名 

発   行 江南ライオンズクラブＰＲ委員会 

事 務 局 愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内）

 ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７ ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

会   長 菅原 勝八 江南市飛高町夫見添 148 

 ＴＥＬ（０５８７）５５－２３２３ ＦＡＸ（０５８７）５５－３１４３ 

幹   事 小塚 善弘 江南市古知野町熱田 103 

 ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ ＦＡＸ（０５８７）５６－３８９５ 

ＰＲ委員長 市川 信行 江南市天王町五林３７ 

 ＴＥＬ（０５８７）５６－４６８８ ＦＡＸ（０５８７）５６－４３１４ 

会報編集者 岡﨑 正剛 一宮市栄 3-8-19 

 ＴＥＬ（０５８６）２８－５４７７ ＦＡＸ（０５８６）２８－５４７８ 

ｗｅｂ ： http://konanーｌｉｏｎｓ.ｊｐ/  

Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp 

ライオンズクラブ国際協会 

３ ３ ４ － Ａ 地 区 ６ Ｒ １ Ｚ 

 

８月１８日（水）１２：１５～ 

第１２３８回ＺＣ訪問例会 

   於：江南商工会館 

≪事務局から夏季休業のお知らせ≫ 

８月１３日（金）～１６日（月）まで 

≪緊急連絡先≫ 

会長 Ｌ菅原 勝八 

      自宅 ０５８７－５５－２３９２ 

携帯 ０９０－３２５９－９６０９ 

   幹事 Ｌ小塚 善弘 

      自宅 ０５８７－５５－４６６３ 

      携帯 ０８０－１６２０－９９７３ 

Ｌ山田 武仁   １日 

Ｌ倉知 康之   １日 

Ｌ天野皓次郎   ２日 

Ｌ宮瀬 義則  １０日 

Ｌ稲波 茂男  １２日 

Ｌ杉原 季則  １２日 

Ｌ石井 公久  １２日 

Ｌ古田冨士夫  ２３日 

Ｌ大竹 康平  ２４日 

Ｌ酒井 幹治  ３１日 

１．開会のゴング 

２．国旗に敬礼 

３．国歌並びにライオンズ・ヒムの歌斉唱 

４．ライオンズの誓いと地区スローガンの唱和 

５．物故ライオンに黙祷 

６．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．お食事をどうぞ  

９．前年度会計監査 

10．ゴルフ部助成金授与 

11．報告事項 

12．テールツイスターの発表 

13．出席状況報告 

14．ライオンズローア  

15．閉会のゴング  

第１２３６回例会 

新入会員入会式 

 

L 松田 哲育  

 

江南 LC の仲間に加わりました。 

今後の活躍に期待します。



表敬訪問 

 

 

 

第１２３６回例会  
平成２２年７月２１日

於：江南商工会議所 

第１２３６回例会ローア

Ｌ大脇 一弘 

  

  

  

  

平成２２年１０月３１日（日） 

於江南市民文化会館 大ホール 

第１２３５回例会  
平成２２年７月７日 

於：江南商工会議所 

ＬＣＩＦ1000 ドル献金 

 

Ｌ大脇正太郎 18 回目 

Ｌ倉知 康之 13 回目 

Ｌ福田 源公 11 回目 

Ｌ菅原 勝八 9.10 回目 

Ｌ武馬 宏祐  8 回目 

 

ありがとうございました。

LCIF 委員長 

L 松井 義晴 

平成２２年７月１日 

例会ローア 

江南警察署長 江南商工会議所 会頭 江南市長 

 

 

 

 

江南市観光協会様より 

 

藤まつりの協賛金に対する感謝状

をいただきました。

地区名誉顧問 L大脇正太郎 

３３４－A地区 6RMERL 委員 L永田 紘一 

委嘱状授与

クラブスローガン表彰 

L青山和男のクラブスローガンが 

選ばれました。 

前会長 前幹事 前会計 

L浅野 敏夫 L細川 幸弥 L倉地 一也 

第１２３５回 

例会ローア 

この度、伝統ある江南ライオンズクラブの会長を務めさせて頂くことに

なりました、菅原と申します。その責任と使命の重さを考えると、身の引

き締まる思いが致しております。 

前年度の会長 浅野敏夫 L 幹事 細川幸弥 L 初め各役員、理事の皆様

方、一年間本当に御苦労さまでした。この場をお借りしまして御礼申し上

げます。 

また 51年という長い年月を支えてこられました、歴代会長をはじめ会員

の皆様方に感謝を申し上げるとともに、この伝統ある江南ライオンズクラブを維持・発展すべく一

層の努力をする覚悟です。 

今期は、特別な記念事業はありませんが、私共江南ライオンズクラブと姉妹提携致しております

徳島眉山ライオンズクラブの結成５０周年の年であります。記念式典には皆様方と一緒に参加し、

お祝いしたいと思っております。 

また、今期の当クラブのスローガンは ”「有難う」奉仕で結ぶ心の絆 ”と決まりました。今後、

江南ライオンズクラブが昨今の移り変わりの激しい時代に奉仕団体として、６０周年、７０周年を

迎えることができる基礎固めの年にしたいと考えております。 

 最後になりましたが、今期私を支えて頂きます役員、理事の皆様を始め、会員の皆 

様方の御指導を頂きながら、全力で勤めさせて頂く所存です。皆様の温かい 

御理解と御協力よろしくお願いいたします。 

 簡単ではありますが、会長就任の挨拶とさせて頂きます。 

 



第１２３６回例会　子どもは未来からの留学生

　子どもはさまざまな経験を繰り返して大きくなる。できることなら成長につながる
経験を多く重ねて大人になってほしい。もちろん失敗はある。子どもはそれを決して
恐れず、いろいろなことに挑戦してほしい。子どもにとって、取り返しのつかない失
敗はないのだから。そして私たち大人は、未来を生きる子どものためにどんな環境
が必要かを考えなければならない。
　生まれながらにして全盲の子が、世界的にりっぱなピアニストになっている。片腕
のない子が、そのことを恨まずに精一杯自分の人生を生きている。そうした背景に
は、「かわいそう」という気持ちを捨て、子どもがその障害を乗り越えるために、親が
厳しい経験を子どもにさせていることがあるからである。
　ずいぶん前のことになるが、「鉛筆が削れない子どもが増えた」と言うことが話題
になったことがある。これは、削り器ができてナイフを使う必要がなくなったから、そ
の力がつかなくなったのは、当然である。着物を着なくなった人間が、自分で着物
を着られなくなったことと同じである。科学技術が発達し、生活様式が変わる。今の
子どもには生まれたときからケータイがある。
　しかし、科学技術が発達し、時代がどのように変わろうとも、人が自分の体で身に
付けなければならないことがある。それは人が人とかかわって成長していく力であ
る。かかわると言うことは、良いことばかりではなく、もめることも当然ある。人が生
きていくためにはそういうことが大切である。ケータイ等の進歩に押し流されてしま
うととんでもないことになる。
　江南市では、子どもたちの生活力を高めるために、「人の話を聴く」「あいさつをす
る」「時間を守る」の３つの指導を、どの小中学校でも大切な指導事項として実践し
ている。一緒に生活するもの同士が互いに尊重し合い、学び合って生きていくため
にいずれも重要なことである。毎月１０日は、「あいさつ運動」に設定した。子どもが
地域の皆さんの応援により、心豊かな経験をし、自分の可能性を伸ばし、未来を確
かに生きてほしいと願う。

江南市教育長　石井悦雄様



表敬訪問 

 

 

第１２３６回例会  
平成２２年７月２１日

於：江南商工会議所 

第１２３６回例会ローア
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於江南市民文化会館 大ホール 
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ＬＣＩＦ1000 ドル献金 
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Ｌ倉知 康之 13 回目 

Ｌ福田 源公 11 回目 

Ｌ菅原 勝八 9.10 回目 

Ｌ武馬 宏祐  8 回目 

 

ありがとうございました。

LCIF 委員長 

L 松井 義晴 

平成２２年７月１日 

例会ローア 

江南警察署長 江南商工会議所 会頭 江南市長 

 

 

江南市観光協会様より 

藤まつりの協賛金に対する感謝状 

をいただきました。 

地区名誉顧問 L大脇正太郎 

３３４－A地区 6RMERL 委員 L永田 紘一 

委嘱状授与

クラブスローガン表彰 

L青山和男のクラブスローガンが 

選ばれました。 

 

前会長 前幹事 前会計 

L浅野 敏夫 L細川 幸弥 L倉地 一也 

第１２３５回 

例会ローア 

この度、伝統ある江南ライオンズクラブの会長を務めさせて頂くことに

なりました、菅原と申します。その責任と使命の重さを考えると、身の引

き締まる思いが致しております。 

前年度の会長 浅野敏夫 L 幹事 細川幸弥 L 初め各役員、理事の皆様

方、一年間本当に御苦労さまでした。この場をお借りしまして御礼申し上

げます。 

また 51年という長い年月を支えてこられました、歴代会長をはじめ会員

の皆様方に感謝を申し上げるとともに、この伝統ある江南ライオンズクラブを維持・発展すべく一

層の努力をする覚悟です。 

今期は、特別な記念事業はありませんが、私共江南ライオンズクラブと姉妹提携致しております

徳島眉山ライオンズクラブの結成５０周年の年であります。記念式典には皆様方と一緒に参加し、

お祝いしたいと思っております。 

また、今期の当クラブのスローガンは ”「有難う」奉仕で結ぶ心の絆 ”と決まりました。今後、

江南ライオンズクラブが昨今の移り変わりの激しい時代に奉仕団体として、６０周年、７０周年を

迎えることができる基礎固めの年にしたいと考えております。 

 最後になりましたが、今期私を支えて頂きます役員、理事の皆様を始め、会員の皆 

様方の御指導を頂きながら、全力で勤めさせて頂く所存です。皆様の温かい 

御理解と御協力よろしくお願いいたします。 

 簡単ではありますが、会長就任の挨拶とさせて頂きます。 

≪ 市民の集い ≫ 
 



目の見えない人たちに愛の光を 

病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 

〈連絡先〉   

・ 愛知県救急医療情報センター内・アイバンク窓口（献眼受付） 

 夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 ＴＥＬ（０５２）２６２－１１００ 

・ 社会保険 中京病院（献腎受付）  ＴＥＬ（０５２）９６１－７１５１ 

・ 江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植  

 推進委員長 渡辺 俊也 ＴＥＬ（０５８７）５５－７４３０ 

・ 上記連絡がつかない場合  

 幹 事   小塚 善弘 ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ 
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３ ３ ４ － Ａ 地区ス ロ ー ガ ン  歴史に学び 明日に向かって 笑顔で We Serve！

ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン  「有難う」奉仕で結ぶ 心の絆 

 第１２３５回 第１２３６回 

現在の正会員数 ９２名 ９３名 

終 身 会 員 数 ５名 ５名 

本日の出席者数 ６５名 ５９名 

公務による欠席 １名 ０名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ３名 ２名 

発   行 江南ライオンズクラブＰＲ委員会 

事 務 局 愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内）

 ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７ ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 
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会報編集者 岡﨑 正剛 一宮市栄 3-8-19 
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８月１８日（水）１２：１５～ 

第１２３８回ＺＣ訪問例会 

   於：江南商工会館 

≪事務局から夏季休業のお知らせ≫ 

８月１３日（金）～１６日（月）まで 

≪緊急連絡先≫ 

会長 Ｌ菅原 勝八 

      自宅 ０５８７－５５－２３９２ 

携帯 ０９０－３２５９－９６０９ 

   幹事 Ｌ小塚 善弘 

      自宅 ０５８７－５５－４６６３ 

      携帯 ０８０－１６２０－９９７３ 

Ｌ山田 武仁   １日 

Ｌ倉知 康之   １日 

Ｌ天野皓次郎   ２日 

Ｌ宮瀬 義則  １０日 

Ｌ稲波 茂男  １２日 

Ｌ杉原 季則  １２日 

Ｌ石井 公久  １２日 

Ｌ古田冨士夫  ２３日 

Ｌ大竹 康平  ２４日 

Ｌ酒井 幹治  ３１日 

１．開会のゴング 

２．国旗に敬礼 

３．国歌並びにライオンズ・ヒムの歌斉唱 

４．ライオンズの誓いと地区スローガンの唱和 

５．物故ライオンに黙祷 

６．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．お食事をどうぞ  

９．前年度会計監査 

10．ゴルフ部助成金授与 

11．報告事項 

12．テールツイスターの発表 

13．出席状況報告 

14．ライオンズローア  

15．閉会のゴング  

第１２３６回例会 

新入会員入会式 

 

L 松田 哲育  

 

江南 LC の仲間に加わりました。 

今後の活躍に期待します。


