
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 

１０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８６９号 第１２４１回例会  

２０１０／１０／６ 

誕生祝 

結婚祝 

地区ガバナーL 榎本 舜治 公式訪問 
平成２２年９月２１日（火） 

於：名鉄犬山ホテル 

ホスト 小牧 LC 

第２９回江南ライオンズクラブ旗争奪剣道大会

第５６回江南地区少年剣道大会 
平成２２年９月１１日（土）

於：江南市民体育館  

 

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１２３９回 第１２４０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 ５２名 ５２名 

公務による欠席 １名 ３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 

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．スピーチ  

江南市長 堀 元 様 

10．報告事項 

11．テールツイスターの発表 

12．出席状況報告 

13．また逢う日まで 

14．ライオンズローア  

15．閉会のゴング  Ｌ野田 泰義   １日 Ｌ岸  信勝 １１日 

Ｌ杉原 季則   ２日 Ｌ中根 元彦 １２日 

Ｌ稲島  豊   ３日 Ｌ川瀬 和生 １５日 

Ｌ浅野 敏夫   ４日 Ｌ船戸 和昭 １７日 

Ｌ青山 公明    ５日 Ｌ杉本 喜彦 １９日 

Ｌ河合 正猛   ８日 Ｌ丹羽 義置 １９日 

Ｌ伊神 武司   ８日 Ｌ加藤 幸男 ２１日 

Ｌ宮川 茂樹   ９日 Ｌ山田 和徳 ２２日 

 Ｌ青山 和男 ２８日

Ｌ大里 芳勝 １０日 Ｌ柴田    学 ３０日 

Ｌ山腰 員令 １０日 Ｌ丸尾  猛 ３１日 

           Ｌ村瀬 廣持 ３１日 

Ｌ野田 泰義   ４日 Ｌ山腰 員令 １２日 

Ｌ丹羽  誠   ４日 Ｌ和田 政明 １４日 

Ｌ佐藤 順一   ５日 Ｌ瀬川  茂 １４日 

Ｌ大脇 一弘 １０日 Ｌ杉本  博 ２６日 

１０月２・３日（土・日） 

  愛の献血 １０：００～１６：００ 

於：すいとぴあ江南 

１０月３１日（日）１２：１５～ 

  第１２４２回例会  

     於：江南商工会館 

  江南 LC市民の集い 

     於：江南市民文化会館 



 

 
第１２４０回ＺＣ訪問例会  

平成２２年９月２１日

於：名鉄犬山ホテル 
第１２３９回例会  

平成２２年９月１日 

於：江南商工会議所 

ＬＣＩＦ1000 ドル献金 

 

L 細野 和久  ４回目 

 

ありがとうございました。 

LCIF 委員長 

L 松井 義晴 

《 江南 LC入賞 》 

最優秀賞 

古知野南小学校 安藤沙希子様 ６年生 

優秀賞 

草井小学校   渡辺 梨乃様 ６年生 

古知野南小学校 三ツ口寛太様 ６年生 

古知野東小学校 松浦  翔様 ６年生 

古知野西小学校 武田ひなの様 ６年生 

宮田小学校   泉  汐美様 ６年生 

PR 特別賞 

古知野西小学校 渡邊菜々子様 ５年生 

第１２４０回例会ローア 

 

第１副地区ガバナー 

   L 鈴木  均 

例会ローア 

 

 

例会ローア 

《６Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会》 

            OUT  IN NET 

優 勝 Ｌ中原 喧次（小牧ＬＣ） ４７ ４３ ７０．８

準優勝 Ｌ尾関 靖敏（江南ＬＣ） ４３ ４６ ７２．２

第３位 Ｌ大迫喜一郎（小牧ＬＣ） ４３ ４２ ７３．０

《江南ＬＣ第１回ゴルフ大会》 

グロス  ＨＰ  NET 

優 勝 Ｌ渡辺 俊也  ９５ ２５ ７０ 

準優勝 Ｌ小塚 善弘  ９４ ２２ ７２ 

第３位 Ｌ鈴木  明  ８１  ８ ７３ 

平成２２年９月９日 

 於：レイクグリーンゴルフ倶楽部 

《 ６Ｒ１Ｚ親善チャリティＬＣ親善ゴルフ大会》 

（江南ＬＣ第１回ゴルフ大会併用） 

団 体 戦 成 績 

 小学生の部 中学生男子の部 中学生女子の部

優 勝 江南武道館（桜） 古知野中学校Ａ 布袋中学校Ａ

準優勝 江南武道館（藤） 布袋中学校Ａ 江南西部中学校Ａ 

第３位 江南武道館（梅） 宮田中学校 滝中学校 

 江南武道館（椿） 扶桑北中学校 古知野中学校 

 

 

第２９回江南ライオンズ旗争奪剣道大会 

第５６回江南地区少年剣道大会 

平成２２年９月１１日

於：江南市民体育館 

《入賞ポスターの提示 》 

 すいとぴあ江南 １０月２日～３日  

江南市役所   １０月１４日～２２日 

 江南市文化会館 １０月３１日 

 江南西アピタ １１月 １日～９日 

第２３回国際平和ポスターコンテスト 

第１２３９回 

例会ローア 

 

環境保全委員長

Ｌ南條 忠義 

地区ガバナー 榎本 舜治 

・ 地区ガバナーキーワード 

変化への対応―勇気ある決断と実行― 

・ 地区ガバナーアクテビティ・スローガン 

歴史に学び 明日に向かって笑顔でｗｅ Ｓｅｒｖｅ 

最優秀賞 

安藤沙希子様

優秀賞 

武田ひなの様

優秀賞 

松浦 翔様 

 

Ｌ小塚 善弘 お嬢様 

ご結婚 おめでとうございます。 

 

江南ＬＣ市民の集い 

 劇団四季ミュージカル 

「エルコスの祈り」 
 

日時 平成２２年１０月３１日（日） 

開場 １６：４５  

場所 江南市民文化会館 大ホール 

日本ボーイスカウト愛知尾張北地区江南第１～４団 

(社)ガールスカウト日本連盟愛知県第３６団 

江南市文化協会・江南市スポーツ少年団・ 

江南市県道連盟 

 



 

 

第１２３９回例会ドネーション 

 Ｌ小塚 善弘  長女結婚の喜び 20,000 

 Ｌ菅原 勝八  ブロンズ清掃無事終了の喜び 10,000 

 Ｌ細野 和久  モナ－クシェブロン表彰の喜び 3,000 

 Ｌ福田 源公  会報に写真掲載の喜び 3,000 

 Ｌ菅原 勝八  会報に写真掲載の喜び 3,000 

 Ｌ大脇 一弘  会報に写真掲載の喜び 3,000 

 Ｌ小塚 善弘  会報に写真掲載の喜び 3,000 

 Ｌ宮瀬 義則  会報に写真掲載の喜び 3,000 

 Ｌ松田 哲育   会報に写真掲載の喜び 3,000 

 Ｌ青山 和男  会報にＰＲ記事掲載の喜び 3,000 

 Ｌ浅井 英雄  会報にＰＲ記事掲載の喜び 3,000 

 Ｌ細野 和久  会報にＰＲ記事掲載の喜び 3,000 

  小計 60,000 

第１２４０回例会ドネーション 

 Ｌ大脇 一弘  運営委員会活動表彰の喜び 3,000 

 Ｌ野田 泰義  モナ－クシェブロン表彰の喜び 3,000 
 Ｌ永田 紘一  会報に写真掲載の喜び 3,000 
 Ｌ野田 泰義  会報にＰＲ記事掲載の喜び 3,000 
  小計 12,000 
  累計 1,379,000 

第１２４０回ＺＣ訪問例会  
平成２２年９月２１日

於：名鉄犬山ホテル 
第１２３９回例会  

平成２２年９月１日 

於：江南商工会議所 

ＬＣＩＦ1000 ドル献金 

 

L 細野 和久  ４回目 

 

ありがとうございました。 

LCIF 委員長 

L 松井 義晴 

《 江南 LC入賞 》 

最優秀賞 

古知野南小学校 安藤沙希子様 ６年生 

優秀賞 

草井小学校   渡辺 梨乃様 ６年生 

古知野南小学校 三ツ口寛太様 ６年生 

古知野東小学校 松浦  翔様 ６年生 

古知野西小学校 武田ひなの様 ６年生 

宮田小学校   泉  汐美様 ６年生 

PR 特別賞 

古知野西小学校 渡邊菜々子様 ５年生 

第１２４０回例会ローア 

 

第１副地区ガバナー 

   L 鈴木  均 

例会ローア 

 

 

例会ローア 

 

《６Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会》 

            OUT  IN NET 

優 勝 Ｌ中原 喧次（小牧ＬＣ） ４７ ４３ ７０．８

準優勝 Ｌ尾関 靖敏（江南ＬＣ） ４３ ４６ ７２．２

第３位 Ｌ大迫喜一郎（小牧ＬＣ） ４３ ４２ ７３．０

《江南ＬＣ第１回ゴルフ大会》 

グロス  ＨＰ  NET 

優 勝 Ｌ渡辺 俊也  ９５ ２５ ７０ 

準優勝 Ｌ小塚 善弘  ９４ ２２ ７２ 

第３位 Ｌ鈴木  明  ８１  ８ ７３ 

平成２２年９月９日 

 於：レイクグリーンゴルフ倶楽部 

《 ６Ｒ１Ｚ親善チャリティＬＣ親善ゴルフ大会》 

（江南ＬＣ第１回ゴルフ大会併用） 

団 体 戦 成 績 

 小学生の部 中学生男子の部 中学生女子の部

優 勝 江南武道館（桜） 古知野中学校Ａ 布袋中学校Ａ

準優勝 江南武道館（藤） 布袋中学校Ａ 江南西部中学校Ａ 

第３位 江南武道館（梅） 宮田中学校 滝中学校 

 江南武道館（椿） 扶桑北中学校 古知野中学校 

 

 

第２９回江南ライオンズ旗争奪剣道大会 

第５６回江南地区少年剣道大会 

平成２２年９月１１日

於：江南市民体育館 

《入賞ポスターの提示 》 

 すいとぴあ江南 １０月２日～３日  

江南市役所   １０月１４日～２２日 

 江南市文化会館 １０月３１日 

 江南西アピタ １１月 １日～９日 

第２３回国際平和ポスターコンテスト 

第１２３９回 

例会ローア 

 

環境保全委員長

Ｌ南條 忠義 

地区ガバナー 榎本 舜治 

・ 地区ガバナーキーワード 

変化への対応―勇気ある決断と実行― 

・ 地区ガバナーアクテビティ・スローガン 

歴史に学び 明日に向かって笑顔でｗｅ Ｓｅｒｖｅ 

最優秀賞 

安藤沙希子様

優秀賞 

武田ひなの様

優秀賞 

松浦 翔様 

 

Ｌ小塚 善弘 お嬢様 

ご結婚 おめでとうございます。 

 

江南ＬＣ市民の集い 

 劇団四季ミュージカル 

「エルコスの祈り」 
 

日時 平成２２年１０月３１日（日） 

開場 １６：４５  

場所 江南市民文化会館 大ホール 

日本ボーイスカウト愛知尾張北地区江南第１～４団 

(社)ガールスカウト日本連盟愛知県第３６団 

江南市文化協会・江南市スポーツ少年団・ 

江南市県道連盟 

 



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 

１０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８６９号 第１２４１回例会  

２０１０／１０／６ 

誕生祝 

結婚祝 

地区ガバナーL 榎本 舜治 公式訪問 
平成２２年９月２１日（火） 

於：名鉄犬山ホテル 

ホスト 小牧 LC 

第２９回江南ライオンズクラブ旗争奪剣道大会

第５６回江南地区少年剣道大会 
平成２２年９月１１日（土）

於：江南市民体育館  

 

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１２３９回 第１２４０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 ５２名 ５２名 

公務による欠席 １名 ３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 

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．スピーチ  

江南市長 堀 元 様 

10．報告事項 

11．テールツイスターの発表 

12．出席状況報告 

13．また逢う日まで 

14．ライオンズローア  

15．閉会のゴング  Ｌ野田 泰義   １日 Ｌ岸  信勝 １１日 

Ｌ杉原 季則   ２日 Ｌ中根 元彦 １２日 

Ｌ稲島  豊   ３日 Ｌ川瀬 和生 １５日 

Ｌ浅野 敏夫   ４日 Ｌ船戸 和昭 １７日 

Ｌ青山 公明    ５日 Ｌ杉本 喜彦 １９日 

Ｌ河合 正猛   ８日 Ｌ丹羽 義置 １９日 

Ｌ伊神 武司   ８日 Ｌ加藤 幸男 ２１日 

Ｌ宮川 茂樹   ９日 Ｌ山田 和徳 ２２日 

 Ｌ青山 和男 ２８日

Ｌ大里 芳勝 １０日 Ｌ柴田    学 ３０日 

Ｌ山腰 員令 １０日 Ｌ丸尾  猛 ３１日 

           Ｌ村瀬 廣持 ３１日 

Ｌ野田 泰義   ４日 Ｌ山腰 員令 １２日 

Ｌ丹羽  誠   ４日 Ｌ和田 政明 １４日 

Ｌ佐藤 順一   ５日 Ｌ瀬川  茂 １４日 

Ｌ大脇 一弘 １０日 Ｌ杉本  博 ２６日 

１０月２・３日（土・日） 

  愛の献血 １０：００～１６：００ 

於：すいとぴあ江南 

１０月３１日（日）１２：１５～ 

  第１２４２回例会  

     於：江南商工会館 

  江南 LC市民の集い 

     於：江南市民文化会館 


