
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  
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４月行事予定 例会プログラム 
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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１２５１回 第１２５２回 

現在の正会員数 ９３名 ９３名 

終 身 会 員 数 ４名 ４名 

本日の出席者数 ５４名 ５５名 

公務による欠席 ５名 ０名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ４名 ４名 
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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．物故会員に黙祷 

６．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．お食事をどうぞ  

９．スピーチ 

次期第一副会長 L伊藤 善誓 

次期第ニ副会長 L青山 公明 

次期第三副会長 L倉知 義治 

13．報告事項 

14. テールツイスターの発表 

15．出席状況報告 

16．また会う日まで 

17．ライオンズローア 

18．閉会のゴング 

Ｌ滝 不二樹  ４日 Ｌ村瀬 廣持 ２３日 

Ｌ稲島  豊  ９日 Ｌ鈴木 四郎 ２７日 

Ｌ澤田 和延 １０日 Ｌ波多野克栄 ３０日 

Ｌ高田 良弘 １３日 Ｌ川瀬 和生 ３０日 

Ｌ河合 正猛 １７日  

Ｌ林  宣嘉  ３日 Ｌ後藤 正敏 １８日 

Ｌ服部 俊彦  ７日 Ｌ滝 不二樹 ２１日 

Ｌ福田 源公  ７日 Ｌ大脇正太郎 ２５日 

Ｌ稲波 茂男 １３日 Ｌ丹羽 愛禮 ２５日 

Ｌ酒井 幹治 １５日 Ｌ河井 利雄 ３０日 

Ｌ武馬 宏祐 １８日  

４月７日（木）第５回江南ＬＣゴルフ大会 

        於：富士可児カントリー倶楽部 

４月２３日（土）ＰＭ６：００～ 

第１２５４回藤見例会 

     於：曼陀羅寺 



 

江南厚生病院 ～開院後の歩みと課題～    江南厚生病院 院長 加藤幸男

江南厚生病院は、江南市にあった愛北病院と昭和病院を統合し、平成 20 年 5

月に開院いたしました。一般病床624 床・療養型 54床の 678 床の大型病院です。

現在、一日外来患者数 1,500 人 一日入院患者数 640 人程です。又、時間外救急

患者数も年間3万人を超え、救急車も年間 5,000 台程受け入れています。 

お産は月に 50～60 件程度です。市町村別では、入院・外来とも尾北の３市２町

で80％を超えています。 

 さて、開院して、もうすぐ３年になりますが、まだまだ医師が不足し、常勤のいない科や開設で

きない科があります。これは、医師の絶対数が不足していることが最大の原因で、その責任は歴代

の政府・厚労省にあります。その長年にわたる間違った医療費抑制政策と医師数抑制政策のためで

あり、その解決にはこれから10～20 年はかかると思います。次いで医師の偏在で、 

西日本に多く東日本は少なく、愛知県は平均の9割しかいません。 

このような状況のなかで救急医療をはじめ、この尾北地域医療を守り抜く 

覚悟ですので、どうか温かいご支援をお願いいたします。 

 

≪愛知さくら LC より感謝状・記念品≫

 

≪徳島眉山 LC より感謝状・記念品≫ 

 

・・・・・次期会計 L後藤 正敏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

簡素清浄を守り、怠惰放漫を戒しむ。陽明学の権威者であるとともに、平成

元号の命名を下した著名な師、安岡正篤の五つの箴言の一節を引用させていた

だきました。私なりに都合のいいように解釈し、日常、すべてに於いて簡素化

を図り、兎に角働けをテーマにし、明日を造ってきました。 

次期会計を指名していただきました名誉に恥じないように諸氏の 

指導の下、全力を尽くしたいと思います。 

・・・・・次期幹事 L宮瀬 義則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 入会後７年経過していますが、委員長の経験もなく、理事会の進め方もわから

ないので、固辞しましたが、どうしても引き受けて欲しいと頼まれましたので、

やむなく引き受けることになりました。 

 幸いにも、次期会長はクラブの事をよく知ってみえますので、後を付いていけ

ばいいのかなとも思います。いずれにしても、これからライオンズクラブを勉強

しながら一年かけて覚えていきたいと思います。このような幹事は 

今までみえなかったと思いますが、寛容の精神で見守っていただき 

たいと思います。 

・・・・・次期会長 L武馬 宏祐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 この度は、歴史と伝統が有ります江南 LC の次期会長という大役にご指名を頂

き、大変緊張して居る次第です。会員手帳を開いてみますと、歴代の会長様のお

名前が記載されて居ります。いずれのお方も当クラブのリーダーとして、ふさわ

しい方ばかりで、その方々の末席に私の名前が記載されますことは、場違いな気

がし、恐れ多いと思います。が皆様方にご指導、ご鞭撻を賜りながら、会長職を

全うしたいと思って居ります。 

         私は１９９５年に入会させて頂きまして以来、１５年に成りますが、この間グ

ッドスタンディングな会員では在りませんでしたが、次期会長を務めさせて頂く事により、今まで

お世話になり、又ご指導下さいました先輩の皆様にご恩返しが出来るのでは、と思って居ります。

 又、江南ＬＣメンバーの皆様には「友愛と相互理解の精神」と「寛容の精神」で、お付き合いを

下さり、私はライオンズクラブに入会させて頂きました事に喜びを感じ、今は誇りに 

思っております。 

 浅知短才の私では在りますが、皆様方にご指導、お助けを頂きながら、 

一生縣命頑張らせて頂く覚悟ですので、よろしくお願い致します。 

第１２５１回例会  
平成２３年３月２日 

於：江南商工会議所 

第１２５０回四クラブ合同例会（ホスト江南 LC）  
平成２３年２月１６日 

於：名鉄犬山ホテル 

例会ローア 

 平成２３年３月１９・２０日 

於：徳島市立体育館 

第1251 回 

例会ローア 

第 1252 回 

例会ローア

 

次期会計   次期会長   次期幹事 

L後藤 正敏 L武馬 宏祐 L宮瀬 義則 

徳島眉山LC結成５０周年記念として世界剣

道選手権大会等で活躍する選手に指導をうけ

ました。また、2日間に渡り、徳島・江南の剣

士たちは交流しました。 

徳島眉山 LC 結成５０周年記念第 40 回小学生・中学生剣道大会

徳島眉山 LC 江南 LC 親善少年剣道大会 
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《 徳島眉山 LC・江南 LC 親善ゴルフ大会》

（江南ＬＣ第４回ゴルフ大会併用） 

≪徳島眉山 LC・江南 LC 親善ゴルフ大会≫ 

グロス  ＨＰ  NET 

優 勝 L 比松 秀勝  83 10.8 72.2 

準優勝 L 武馬 宏祐  88 15.6 72.4 

第３位 L 岡﨑 正剛  100 27.6 72.4 

 

≪江南 LC 第 4 回ゴルフ大会≫ 

グロス  ＨＰ  NET 

優 勝 L 武馬 宏祐   88 15.6 72.4 

準優勝 L 岡﨑 正剛  100 27.6 72.4 

第３位 L 尾関 靖敏   77  3.6 73.4 

平成２３年３月２０日 

 於：徳島カントリー倶楽部 

徳島眉山 LC 結成５０周年 第１２５２回例会  
平成２３年３月 19 日 

於：ホテルクレメント徳島
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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．物故会員に黙祷 

６．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．お食事をどうぞ  

９．スピーチ 

次期第一副会長 L伊藤 善誓 

次期第ニ副会長 L青山 公明 

次期第三副会長 L倉知 義治 

13．報告事項 

14. テールツイスターの発表 

15．出席状況報告 

16．また会う日まで 

17．ライオンズローア 

18．閉会のゴング 

Ｌ滝 不二樹  ４日 Ｌ村瀬 廣持 ２３日 

Ｌ稲島  豊  ９日 Ｌ鈴木 四郎 ２７日 

Ｌ澤田 和延 １０日 Ｌ波多野克栄 ３０日 

Ｌ高田 良弘 １３日 Ｌ川瀬 和生 ３０日 

Ｌ河合 正猛 １７日  

Ｌ林  宣嘉  ３日 Ｌ後藤 正敏 １８日 

Ｌ服部 俊彦  ７日 Ｌ滝 不二樹 ２１日 

Ｌ福田 源公  ７日 Ｌ大脇正太郎 ２５日 

Ｌ稲波 茂男 １３日 Ｌ丹羽 愛禮 ２５日 

Ｌ酒井 幹治 １５日 Ｌ河井 利雄 ３０日 

Ｌ武馬 宏祐 １８日  

４月７日（木）第５回江南ＬＣゴルフ大会 

        於：富士可児カントリー倶楽部 

４月２３日（土）ＰＭ６：００～ 

第１２５４回藤見例会 

     於：曼陀羅寺 


