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昭和２０年６月２０日生 ６５歳 

住  所 丹羽郡扶桑町柏森 

勤務先（株）沢木設計事務所 代表取締役 

最終学歴 関東学院大学 工学部建築科卒 

クラブ役職 

１９８０年４月 入会 

１９９１年 幹事 

１９９６年 第３副会長 

１９９７年 第１副会長 

１９９９年 会長 

２００４年 ２５周年大会委員長 

２００６年 ６Ｒ ＹＥ副委員 

２００７年 ６Ｒ ＹＥ委員 

Ｌ 澤木 寛 

３ ３ ４ Ａ 地区  

６ Ｒ １ Ｚ  丹羽Ｌ Ｃ  



 

７月６日（水）第１２５９回例会に於いて新

年度がスタートいたしました。例会では会長

Ｌ武馬宏祐が新年度の方針を発表し予算の報

告、バッジの交換が行われました。 

 
メンバーシップキー受賞 Ｌ青山 公明 

 
クラブスローガン表彰 Ｌ祖父江 宏光 

 
７月誕生者の皆さん 

 

７月１日（金）に会長Ｌ武馬宏祐、幹事Ｌ宮

瀬義則、会計Ｌ後藤正敏の三役で表敬訪問を

行いました。 

 
堀元江南市長を表敬訪問 

市民の集い、ポスターコンクールに対する協

力要請を行いました。 

 

 
椙村高光江南警察署長を表敬訪問 

年末の交通安全県民運動の協力要請を行いま

した。 

 

 
大塚祥敬江南商工会議所会頭を表敬訪問 

 

 

表 敬 訪 問 新年度がスタート 



 

 
江南ライオンズクラブ主催の薬物乱用防止教

室を７月１３日（水）に宮田中学の３年生（２

０４名）を対象に、同校体育館で開催しまし

た。１４時０５分からの暑い時間帯にも拘わ

らず、クラブから１３名の会員が出席されま

した。 

 

 

石原校長のご挨拶のあと、武馬会長がライオ

ンズクラブ成立の経緯や名前の由来とか事業

内容などを１０分程度紹介されたあと、ＮＰ

Ｏ法人名古屋ダルク（薬物依存・リハビリ・

センター）の創設者である外山憲治氏が「ダ

ルクからのメッセージ」との演題で、自己体

験を交え、ダルクに参加するようになった経

緯を約４０分間話されました。 

 

水分補給やトイレ休憩のあと、大竹康平ライ

オンが「薬物乱用防止教育について」の演題

で、外山氏の講演を総括しつつ、分かりやす

いお話しをされました。  

中学３年生には外山氏の講演は難解であった

可能性もあり、１１月に北部中学で行う教室

の内容を再考する予定です。  

青少年薬物乱用防止委員長 渡辺 俊也  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬物乱用防止教室の話を聞いて 

 

宮田中学校 ３年 女子 

お話を聞かせて頂く数日前に、友達と「麻薬な

んて絶対やらないよね」「怖いもんね」「出会う

機会なんてなくない？」などと話をしていま

した。私自身、夏の午後に体育館で話を聞くな

んて・・・。と失礼ながら思っていました。自分が

麻薬をやらない自信がありました。しかしお

話を聞かせて頂き、すべてが覆りました。内気

な私は人から声をかけられることなんてはな

いだろうと勝手に思っていっていたけど、友達な

ど身の回りであったり甘い誘いに負けてしま

いそうな気もしました。そして何よりどんな

良い子だってどんな期待されていたって麻薬に

手を染める人がいるんだなって思いました。私

は割と普通でいるつもりだけどルーズだった

りとか引き込まれるところはいくらでも思い

当たりました。今回のお話を通して“誰でも

手を染めることはできる。抜け出すことは誰

もできない”ということを学びました。私に

も可能性はあります。気をつけて生きていこ

うと思います。 

青少年薬物乱用防止教室開催 



 

 第 1260 回例会が元地区ガバナーのＬ鈴木

誓男を迎えて行われました。 

 

プロフィール 

Ｌ鈴木 誓男（すずき ちかお） 

３３４－Ａ地区４Ｒ３Ｚ 

豊田ルネッサンスライオンズクラブ 

地区名誉顧問 元地区ガバナー 

３３４複合地区国際理事立候補者推薦委員会 

同ＬＣＩＦ開発コーディネーター 

同ＬＣＩＦ・国際関係委員長 

講演録 

本日はお招きいただきましてありがとうござ

います。今回は臍帯血のお話をしたいと思い

ます。臍帯血とは白血病の治療に使われるも

ので皆さんもあまり関心が無いと思いますが、

実は私たちの年代に非常に発症率が高くなり、

私の友人もごく最近からだの不調を訴え検査

をしたら白血病になっていました。 

白血病は最初、血液中の血小板がゼロになっ

てしまいます。化学療法で復活しても次に白

血球が異常に増殖して白血病になります。ま

だ原因がわからないことが多いこの病気です

が近年は骨髄移植による治療が行われるよう

になりました。骨髄移植で造血幹細胞を移植

するわけですがこの細胞が赤ちゃんの生まれ

る時のへその緒に含まれていることがわかり

ました。ちなみにこれを見つけたのは日本人

です。すばらしい発見なのですがいまだに国

は正式な治療とは認めていないため中々お金

も出てこない。研究も進まない。成人の骨髄

から移植する骨髄バンクは国に認められ大き

な組織になりました。いままでライオンズク

ラブも骨髄バンクを支援してきたがこれから

は臍帯血バンクにご協力をいただきたい。あ

と１０年もすれば私たちがやらなくても国が

動いてくれると思いますが、しかしそれまで

の間、１年間で１万人の方が白血病で亡くな

っています。早急な仕組みづくりが必要だと

思っています。 

では実際の臍帯血移植とはどのようなものか

紹介します。赤ちゃんが生まれるとへその緒

を切りその中にある臍帯血を集めます。その

ときには最低１３０ｃｃ以上は必要となり、

なかなか技術的にも難しい作業になります。

今年もＬ大脇正太郎の病院である大脇クリニ

ックさんでもお願いいしましたが非常に手間

もかかりボランティアで行うにも医院側に大

変な負担を強いてしまいます。せめて国によ

る買い取り制度でもあればよいと思います。 

また、この臍帯血バンクがうまく機能すれば

皆さん自身も大いに恩恵を受けると思います。 

最近では年間１０００例くらいの移植しか行

っていません。白血病から救うためには骨髄

移植だけではなくたくさんの臍帯血が必要で

す。現在保管されている造血幹細胞の型が３

３０００あります。それを近いうちに１０倍

まで持っていきたいと思います。将来的には

すべての赤ちゃんから臍帯血をもらいたい。

そうすればほとんどの白血病患者を救えると

思います。私自身も政治的な働きかけや行政

にも働きかけているが中々理解をしてもらえ

ません。ぜひ、自分の子供や孫がこのような

病気になったらと考えていただきたい。 

 
江南ライオンズクラブの皆様からもぜひ行政

に働きかけをお願いしたい。またあと数億円

あれば多くの命を救えると思いますので資金

面でのご協力もよろしくお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第 1260 回例会 



 

地区名誉顧問の委嘱状授与 Ｌ大脇 正太郎 

 

ゴルフ部助成金と会長杯授与 Ｌ渡辺 俊也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

ＬＣＩＦ委員長 Ｌ矢島 丈吉 

 

ＬＣＩＦを通じて東日本大震災義捐金として

献金しましたので右記お礼状が届きました。 

（訳文） 

2011 年 5 月 10 日 

菅原 勝八 会長 

江南ライオンズクラブ 334A 地区 

日本国 江南市 

拝啓 菅原 勝八殿 

ライオンズクラブ国際基金を代表して、貴ク

ラブから寄せられました 40,085.37 ドルとい

う多額な寄付金に対し、心から感謝の意を表

します。 

貴殿のご要求に沿って、我々はこの寄付金を

2011 年日本震災／津波（支援）に割り当てま

す。 

 

貴クラブからの寄付金のように用途を限定し

た寄付金は、LCIF が災害によって引き起こさ

れた多くの苦難を速やかにそして効果的に取

り除くことを可能とします。トルコでの地震

やニューヨークでの爆弾テロでも、LCIF は緊

急支援や長期救済に応じてきました。LCIF は

地方のライオンズクラブや他の機関と協同し

て、他の機関ではなしえない人々のニーズに

奉仕しています。 

我々はあなた方の基金へのご支援に感謝いた

します。あなたがたの寛大な行為は間違いな

く多くの命に前向きな影響を与えることでし

ょう。 

敬具 

エバーハード J ワーフス 

受託理事会 委員長 

LCIF よりお礼状が届きました 

LCIF1000 ドル献金 

Ｌ大脇 正太郎 １９回 

Ｌ倉知 康之  １４回 

Ｌ福田 源公  １２回 １３回 

Ｌ武馬 宏祐  ９回 

Ｌ刈谷 一紀  ８回 

Ｌ矢島 丈吉  １回 



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 尾関 和宏 ＴＥＬ（０５８７）５７－８５８７ 

・ 上記連絡がつかない場合 

 幹 事   宮瀬 義則 ＴＥＬ（０５８７）５５－２９３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

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 

ならびにクラブスローガンの唱和 

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  ６Ｒ１Ｚ ＺＣ Ｌ澤木 寛 

10．前年度会計監査 

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 

例会出席状況報告 

 第１２５９回 第１２６０回 

現在の正会員数 ８８名 ８８名

終 身 会 員 数  ４名 ４名

本日の出席者数 ５４名 ５３名

公務による欠席 ３名 １名

海 外 出 張 ０名 ０名

病   欠 ４名 ４名

献眼・献腎・献血・骨髄移植のお願い 

８月行事予定 

 

８月２７日 徳島眉山ＬＣ親善例会 

      犬山ホテル 

８月２８日 徳島眉山ＬＣ親善ゴルフ大会 

      東建塩河カントリークラブ 

８月２８日 少年剣士親善剣道大会 

      江南市武道館 

＜夏期休業のお知らせ＞ 
８月１２日（金）～８月１６日（火） 

緊急連絡先 

武馬 宏祐 ０８０－３６４０－４８９１ 

宮瀬 義則 ０９０－８１５１－１５４２ 

誕生祝 

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 

江南ライオンズクラブ会報 

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 武馬 宏祐  江南市宮田町南東１５７ 

 ＴＥＬ（０５８７）５７－５１５１ ＦＡＸ（０５８７）５２－３２０１

携帯 ０８０－３６４０－４８９１ 

幹    事 宮瀬 義則 江南市安良町宮前１３７ 

 ＴＥＬ（０５８７）５５－２９３４ ＦＡＸ（０５８７）５５－８９１７

携帯 ０９０－８１５１－１５４２ 

ＰＲ委員長 石井 公久 江南市古知野町北屋敷８９ 

 ＴＥＬ（０５８７）５４－０７１０ ＦＡＸ（０５８７）５４－３００４

会報編集者 廣瀬 大造 江南市村久野町瀬頭１３０ 

 ＴＥＬ（０５８７）５７－８００２ ＦＡＸ（０５８７）５７－８８０８

ホームページ http://konan-lions.jp 

メール    info@konan-lions.jp 

退会者の報告 

浅野 敏夫 様  堀尾 正巳 様 

大塚  武 様  村瀬 廣持 様 

岡崎 正剛 様  南條 忠義 様 （５０音順）




