例会プログラム

１２月行事予定

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
「MERL について」
Ｌ永田 紘一
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．また会う日まで
15．ライオンズローア
16．閉会のゴング

１２月１６日（木）
第３回江南 LC 忘年ゴルフ大会
於：犬山カンツリー倶楽部
１２月１８日（土）
第１２４６回クリスマス例会
於：名鉄犬山ホテル

≪事務局から冬季休業のお知らせ≫
１２月２８日（火）～１月４日（火）まで
ライオンズクラブ国際協会
３３４－Ａ地区６Ｒ１Ｚ

≪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

第８７１号 第１２４５回例会
２０１０／１２／１

誕生祝
Ｌ細野 和久 １日 Ｌ浅野 敏夫 １８日
Ｌ青山 勝美 ７日 Ｌ中嶋 正雄 ２３日
Ｌ青山 公明１２日 Ｌ大塚
武 ２７日

結婚祝

例会出席状況報告
現在の正会員数
終 身 会 員 数
本日の出席者数
公務による欠席
海 外 出 張
病
欠

第１２４３回
９３名
５名
５３名
１名
０名
３名

第１２４４回
９３名
５名
５８名
０名
０名
２名

Ｌ野田 政邦 ２日 Ｌ佐藤 全宏 ２４日
Ｌ石井 公久 ４日 Ｌ高田 良弘 ２６日
Ｌ矢島 丈吉 ８日 Ｌ尾関 靖敏 ２６日

江南ライオンズクラブ会報
発
事

務

行

江南ライオンズクラブＰＲ委員会

局

愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内）

献眼・献腎・献血・骨髄移植のお願い
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〉

ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７ ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１
会

長

幹

・ 社会保険 中京病院（献腎受付）

ＴＥＬ（０５２）２６２－１１００

事

推進委員長 渡辺 俊也
・ 上記連絡がつかない場合
幹 事

小塚 善弘

ＰＲ委員長

江南市飛高町夫見添 148

小塚

善弘

江南市古知野町熱田 103

市川

信行

江南市天王町五反林３７

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/
ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０

平成２２年１１月２日於：飛騨古川 お越し太鼓の里

ＴＥＬ（０５８７）５６－４６８８ ＦＡＸ（０５８７）５６－４３１４
会報編集者

ＴＥＬ（０５８７）５５－７４３０

勝八

ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ ＦＡＸ（０５８７）５６－３８９５

ＴＥＬ（０５２）９６１－７１５１

・ 江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植

菅原

ＴＥＬ（０５８７）５５－２３２３ ＦＡＸ（０５８７）５５－３１４３

・ 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

飛騨のおもてなし料理 宗和流本膳くずしの旅
（ライオンレディ初秋バス旅行）

Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp

３３４－Ａ地区スローガン
ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン

歴史に学び 明日に向かって 笑顔で We Serve！
「有難う」奉仕で結ぶ 心の絆

第１２４３回例会

平成２２年１１月５日
於：江南商工会議所

「薬物事犯の現状について」 江南警察署 刑事課 課長代理 伊藤 啓二 様
＝＝＝薬物事犯の現状＝＝＝＝＝
日本は、覚せい剤、大麻等の大きな消費国となっています。
愛知県警で覚せい剤などの薬物で検挙された人は、平成 8 年に 1，000 人
を突破して以来、ずっと 1，000 人を超え高水準が続いています。
この検挙数は、氷山の一角であり実際には取り締まりの手を逃れている、
江南警察署 刑事課
いわゆる潜在的な乱用者、密売人などはこの何倍もいるのです。
課長代理 伊藤 啓二様
また近年、大麻、MDMA といった合成麻薬の検挙や押収量が増加し、２０歳
代を中心とした若年層の乱用拡大が懸念される状況にあります。
最近は、報道でも取り上げられるように芸能人による薬物事犯が続発しており、その影響によ
り若者が薬物に対する好奇心や誤った認識を持つことも懸念されています。
＝＝＝覚せい剤の密輸密売に暴力団、不良外国人が深く関与＝＝＝＝＝＝＝
覚せい剤をはじめ、我が国で乱用される薬物のほとんどは、海外において密造され、国際的な
薬物犯罪組織とそれと結託した暴力団等の関与の下に密輸人や密売がなされています。日本に密
輸入される覚せい剤は、過去は、そのほとんどが中国ルート（香港を含む）のものでしたが、最
近は、密輸入ルートの多様化がうかがえます。
また、依然として暴力団が覚せい剤等の薬物密売に深く関与しているほか、不良外国人によ
る密売組織が、覚せい剤をはじめとする複数の薬物を売りさばいており、密売方法も携帯電話を
利用して密売場所を変えて指定してくるなどして、警察の取締りから逃れるために巧妙な手口に
なっています。
＝＝＝薬物の依存症＝＝＝＝＝＝
薬物乱用の恐ろしさは、何度でも繰り返し摂取したくなる性質、つまり、
“依存症”を持ってい
るということです。乱用しますと、それまでの量では効かなくなる“耐性”というものがあるこ
とから、必然的に量も回数も増え、自制することが限りなく難しくなります。そうしているうち
に、中毒症状になり、妄想や幻覚が現れ、何も関係の無い人々を巻き込む殺人や放火等の２次犯
罪を引き起こし、社会に害を及ぼしたり、家庭の崩壊を招いたり、その悲劇は本人のみにとどま
りません。
＝＝＝薬物に手を出してしまう人は、どういうきっかけが多いでしょうか。＝＝＝＝＝＝
薬物事犯で検挙される人のほとんどが、
「好奇心・興味本位」で手を出したり、何かかっこ良い
もののように錯覚して手を出したりして、特に若者の間に広がっています。薬物乱用者は基本的
に「寂しがりや」
「心の弱い人」が多いようで、最終的には、困難にぶつかるとすぐに薬物に逃げ
てしまう「現実逃避型」の人間が多いと言われています。何れにしても、最初は軽い気持ちで手
を出し、やめられなくなってしまい依存症になり、最後には心も身を滅ぼしてしまうのです。
＝＝＝薬物乱用防止活動について＝＝＝＝＝＝＝＝＝
薬物乱用は、乱用した本人のみならず、家族や知人、あるいは第三者に対しても迷惑をかける
こととなり、また地域の体感治安の悪化にもつながることから、一人でも多くの人が薬物に手を
出さないような社会になるような方策をとる必要があるのです。

ライオンレディ 宗和流本膳くずしの旅

平成２２年１１月２日
於：飛騨古川 八ツ三館

平成２２年１１月１７日

第１２４４回例会

於：江南商工会議所

民生委員を通して、独居老人の方や弱者の方を守り、けんかの仲裁、財
産分与等、中立の立場で判断してやってこられたそうです。ほんとうにご
苦労様です。

秋の叙勲受賞おめでとうございます。
Ｌ中根 元彦 瑞宝単光賞
Ｌ野田 泰義 藍綬褒章

Ｌ中根 元彦

Ｌ三ツ口辰男
中部盲導犬協会へ

ＬＣＩＦ1000 ドル献金
Ｌ丸尾 猛 1０回目

３３，９００円寄付。
ありがとうございました。

ありがとうございました。
LCIF 委員長 L 松井 義晴

例会ローア

第１２４３回
例会ローア
市民委員長
Ｌ波多野克栄

第１２４４回
例会ローア
Ｌ中根 元彦
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2010～2011 年度 江南ライオンズクラブ
第４回 理事会 議事録
日 時
場 所
出席者
議事録作成者
1
2
3
4
5
6
7

2010 年 10 月 6 日（水） 10:00～
江南市民文化会館
24 名（委任状 ７名）
ＰＲ委員長 Ｌ市川 信行、会報編集者

Ｌ岡崎

正剛

開会のことば
定足数の確認
配布資料の確認
会長挨拶
議長選出
前回議事録の承認
議事録作成者の指名

幹事 L 小塚 善弘 により開会
幹事 L 小塚 善弘 により定足数の確認
幹事 L 小塚 善弘 により配布資料の確認
会長 L 菅原 勝八 あいさつ
第一副会長 Ｌ武馬 宏祐
承認
ＰＲ委員長 Ｌ市川 信行
会報編集者 Ｌ岡崎 正剛を指名
8 報告事項
幹事 L 小塚 善弘により報告
① 滝学園市民の集い打ち合わせ
9 月 7 日 10：00～
滝学園
② ＰＲ委員会（尾北ホームニュース校正）
9 月 8 日 13：30～
事務局
③ ６Ｒ１Ｚ親善チャリティーゴルフ大会
9 月 9 日 09：00～
レイクグリーンＧＣ
④ 第 29 回江南ライオンズクラブ杯争奪剣道大会 9 月 11 日 09：00～
江南市民体育館
第 56 回江南地区少年剣道大会
⑤ 平和ポスター選考会
9 月 13 日 10：30～
事務局
⑥ 三献骨髄移植推進委員会
9 月 22 日 10：30～
事務局
⑦ 第 34 回江南市心身障害者（児）スポーツ大会 9 月 25 日 10：00～
江南市民体育館
⑧ ＰＲ委員会
9 月 28 日 10：30～
事務局
⑨ 市民委員会
9 月 28 日 13：30～
事務局
⑩ 愛の献血運動
10 月 2，3 日 08：30～ すいとぴあ江南
⑪ 理事会打ち合わせ
10 月 04 日 13：00～
事務局
9 議題
① 第 49 回東洋・東南アジアフォーラムについて 委員長 Ｌ細川 幸弥より報告
承認
② 第 29 回江南ライオンズクラブ杯争奪剣道大会・第 56 回江南地区少年剣道大会事業並びに
決算報告について
委員長 Ｌ山越 員令より報告
承認
③ 市民の集いについて
委員長 Ｌ波多野 克栄より報告
チケット販売について苦戦しているので販売協力の依頼について議論 承認
④ 薬物乱用防止教室について
委員長 Ｌ伊神 武司より報告
承認
⑤ ブロンズ像清掃事業報告並びに決算報告
委員長 Ｌ南條 忠義より報告
承認
⑥ 徳山眉山ＬＣ50 周年親善訪問について
委員長 Ｌ浅野 敏夫より報告
承認
⑦ ライオンレディー初秋のバス旅行について
委員長 Ｌ宮川 茂樹より報告
承認
⑧ 平和ポスター選考・展示について
委員長 Ｌ市川 信行より報告
承認
⑨ 後日日程
幹事 L 小塚 善弘より報告
承認
⑩ クリスマス例会について
幹事 L 小塚 善弘より報告
承認
10 その他
① 例会スピーカー 幹事 L 小塚 善弘より 第 1245 回例会スピーカーの案内（６ＲＭＥＲＬ委員Ｌ 永田 紘一）
11 閉会のことば
第 1 副会長 L 武馬 宏祐より
閉会

《

江南ＬＣ第２回ゴルフ大会

平成２２年１１月４日
於：富士カントリー可児クラブ 志野コース

》
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優 勝
準優勝
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第３位
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８８ ２２ ６６
９２ １９ ７３
７８
３ ７５

例会プログラム

１２月行事予定

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
「MERL について」
Ｌ永田 紘一
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．また会う日まで
15．ライオンズローア
16．閉会のゴング

１２月１６日（木）
第３回江南 LC 忘年ゴルフ大会
於：犬山カンツリー倶楽部
１２月１８日（土）
第１２４６回クリスマス例会
於：名鉄犬山ホテル

≪事務局から冬季休業のお知らせ≫
１２月２８日（火）～１月４日（火）まで
ライオンズクラブ国際協会
３３４－Ａ地区６Ｒ１Ｚ

≪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

第８７１号 第１２４５回例会
２０１０／１２／１

誕生祝
Ｌ細野 和久 １日 Ｌ浅野 敏夫 １８日
Ｌ青山 勝美 ７日 Ｌ中嶋 正雄 ２３日
Ｌ青山 公明１２日 Ｌ大塚
武 ２７日

結婚祝

例会出席状況報告
現在の正会員数
終 身 会 員 数
本日の出席者数
公務による欠席
海 外 出 張
病
欠

第１２４３回
９３名
５名
５３名
１名
０名
３名

第１２４４回
９３名
５名
５８名
０名
０名
２名

Ｌ野田 政邦 ２日 Ｌ佐藤 全宏 ２４日
Ｌ石井 公久 ４日 Ｌ高田 良弘 ２６日
Ｌ矢島 丈吉 ８日 Ｌ尾関 靖敏 ２６日

江南ライオンズクラブ会報
発
事

務

行

江南ライオンズクラブＰＲ委員会

局

愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内）

献眼・献腎・献血・骨髄移植のお願い
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〉

ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７ ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１
会

長

幹

・ 社会保険 中京病院（献腎受付）

ＴＥＬ（０５２）２６２－１１００

事

推進委員長 渡辺 俊也
・ 上記連絡がつかない場合
幹 事

小塚 善弘

ＰＲ委員長

江南市飛高町夫見添 148

小塚

善弘

江南市古知野町熱田 103

市川

信行

江南市天王町五反林３７

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/
ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０

平成２２年１１月２日於：飛騨古川 お越し太鼓の里

ＴＥＬ（０５８７）５６－４６８８ ＦＡＸ（０５８７）５６－４３１４
会報編集者

ＴＥＬ（０５８７）５５－７４３０

勝八

ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ ＦＡＸ（０５８７）５６－３８９５

ＴＥＬ（０５２）９６１－７１５１

・ 江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植

菅原

ＴＥＬ（０５８７）５５－２３２３ ＦＡＸ（０５８７）５５－３１４３

・ 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

飛騨のおもてなし料理 宗和流本膳くずしの旅
（ライオンレディ初秋バス旅行）

Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp

３３４－Ａ地区スローガン
ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン

歴史に学び 明日に向かって 笑顔で We Serve！
「有難う」奉仕で結ぶ 心の絆

