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ありがとう感謝の気持でウィサーブ
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ライオンズクラブ国際協会
３３４－Ａ地区６Ｒ１Ｚ

３ ３ ４ ―Ａ 地区第５ ８ 回年次大会が開催されました

は正に圧巻です、感動を致しました。木の太さが１Ｍ
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位あるおおきな木です。その他に大藤が３本、８０Ｍ
におよぶ白藤のトンネル、非常に珍しい黄花藤等３０
０本余りの藤、それから 同じ時期に咲きます、つつ
じも沢山あり、今は盛りとばかり咲き誇っていました。
私の訪問は平成２０年のゴールデンウイーク明けの丁
度今頃でした。その際は知りませんでしたが、４本の
大藤は平成８年に２０ＫＭ離れた地よりこの公園に移
植されたものです。当時は７２平方メートルしかなか
ったそうですが、約１２年で１０００平方メットルに
成長したとのことで、「塚本 こなみ」先生に監修頂
いた、曼陀羅寺の藤は近い将来素晴らしい藤になると、
確信して居ます。さて、江南ライオンズクラブですが、
今月の第二例会は、第５８回地区年次大会を例会場と
しまして、大会に参加をします。大勢の皆様に参加登

■ Ｌ武馬 宏祐 会長挨拶

録をしていただいていますが、参加出来ない皆様に５

去る４月２８日曼陀羅寺に於いてライオンレディ同伴

月１６、１７の両日の１０：００～１２：００までメ

の藤見例会を開催させて頂きました所、３３４－Ａ地

イクアップをさせて頂きますので宜しくお願い致しま

区より名誉顧問初め１３名の来賓の方々のご出席を頂

す。そして５月２７日の長野で開催されます、第５８

き、盛大に開催する事が出来ました。これは単衣に皆

回複合地区年次大会には、４名の登録が有り、参加致

様方のご支援とご協力のおかげです。厚く御礼申し上

します。５月はこの様な行事に参加をさせて頂きます。

げます。
５月になりまして季節が一気に進み、春を通り過ぎて
冬から夏になった様な暑ささえ感ずる日が有ります。
去る５月６日は２４節気の立夏でして、夏が始まるこ
ろと言われていますが、今年は２５度以上の夏日が数
日有りまして、夏の始まりを実感として、感じて居り
ます。温かさのおかげで、新緑が急速に芽吹きまして、
自然の息吹を感ずる今日この頃でして、ゴルフ場の芝
も青く成ってきまして、緑の絨毯の上でプレーできる
日も近いと思われます。藤の花ですが、先月の例会の
折りは４０cm 位の房でしたが、昨日は１m２０ｃｍ位
に伸びまして、素晴らしい花を付けています。皆様方
のお手元にお配りして有ります、会報の表紙の写真は、
５月８日昨日撮影しました写真で、リアルな今年の藤

■Ｌ髙田 良弘 ３３４―Ａ地区６Ｒ ＹＣＥ委員

で有ります。さて、藤は江南市の花で、曼陀羅寺公園

現在、３３４Ａ地区６リジョンのＹＣＥ副委員をさせ

はメインの施設ですが、１０年程前から、疲弊致しま

頂いて居ります。７月からは委員をさせて頂く事に成

して、全然咲かなくなってしまいました、危機感を持

りますので、よろしくお願い致します。私がＹＣＥの

った江南市は３億３千万円と言う巨費を掛けて改修工

役の依頼を電話受けた時は、お恥ずかしい話ですが、

事を行いました。でも江南市は６千万円のみの出費で

ＹＥと聞きとれましたので、江南ライオンズのＹＥと

のこりは、国と県の補助をえたそうです、がその事は

理解しておりました。何も解っていない状態で引き受

別としまして、監修、指導に足利フラワーパークの園

けた事に成ります。偶然ですが、市会議員に出馬しな

長、「塚本 こなみ」樹木医の先生にご協力をいただ

い事にしておりましたので、助かりました。ＹＣＥに

きました。足利フラワーパークと言いますと、６００

ついては何も理解しておりませんでしたので、日々の

畳、１０００平方メートルの大藤で有名な公園です、

行動の中で理解をしてゆきました、これからは副委員

が約３３Ｍ四方に９尺藤と言いますか、房が１．５Ｍ

の経験を生かし取り組んで参ります。

位伸びまして、広い藤棚に一睡の隙間なく咲き誇る様

ＹＣＥは、ライオンズ３３４Ａ地区の事務所を起点に

して実施されて居ります。この事務所は、名古屋駅前
の大東海ビルデイングの６階にあり、此処で年十回程
の会議が開催されます、関係者全員が集まる場合は、
近くのキャスルプラザホテルの会議室で開催されます。
私達は、外国からの来日生と日本から外国に出かける
派遣生の計画と実施の御世話をする役目で、１６歳か
ら２１歳までの方が対象と成ります。夏季は７～８月、
冬季は１２～１月に実施されます。私達は、国際協会
からの連絡のもとに、来日生、派遣生が無事に役目を
果たし無事に帰国出来るように、プランニングから実
施までを、ライオンズの皆様方のご協力を得ながら進
めるものです。今年度の、夏季Ａ地区からの派遣生は
２３名で有ります。男性は１人で２２名は女性で世界

■Ｌ菅原 勝八 ３３４―Ａ地区 ＹＣＥ副委員長

各国に派遣されます。来日生は３３４複合地区に世界

本日は３３４－Ａ地区の２０１２～２０１３年度、地

の各国から来日し、Ａ地区には１６人が来日します。

区ＹＣＥ副委員長予定者と言う事で

６リジョンには１名で、江南ライオンズと瀬戸ライオ

少しお話させて頂きます。その前に２０１０～２０１

ンズが受け入れ担当に成って居りますので、皆様方で

１年度、クラブ会長の節は役員及び会員の皆様方に御

お迎えして頂きますようお願い致します。

指導、御鞭撻を賜り会長としての責務を果たす事がで

来日生がキャンプを終え、江南と瀬戸の方々に引き継

きました。厚く御礼申し上げます。

がれ、夫々場所で交流が実施され、日本に来て良かっ

さて、次年度は３３４－Ａ地区ＹＣＥ副として活動さ

たと思われ、元気で帰国される事を特に切望するもの

せて頂く予定ですが、私自身ＹＣＥの活動について経

で有ります。他にワイセフと言う組織が有ります。Ｙ

験した事がなく、少し不安ではありますが、今年度次

ＣＥ生の経験者で結成された組織であり、正式にはユ

年度は当クラブよりＹＣＥ委員としてＬ高田良弘が活

ースキャンプ、アンド、エックスチェンジ、フレンズ

躍されており心強く感じております。

と言い、頭文字でＹＣＥＦと書きます。外国から来ら

すでに２０１１～２０１２年度３３４複合地区夏季Ｙ

れた方の会話等を応援して頂く組織です。今回からワ

ＣＥユースキャンプの日程が届いておりますが、７月

イセフ会長に、当ライオンズクラブの柴田学さんの御

１８日～７月２６日までの９日間、東京から始まり、

子息が就任されましたので、支援を受けて頂ければ良

最終は京都まで。参加人員は３０カ国５０名に至ると

いのではないかと考えます。

聞かされております。力不足ではあると思いますが、

派遣生は外国に一カ月近く滞在し色々な事を学ぶ事が

３３４－Ａ地区ＹＣＥ委員長Ｌ神谷光孝の元で汗をか

出来ます。私事ですが２０年ほど前に、２０日間に亘

いてきたいと思います。

り、東ヨーロッパの農業視察に出掛け七カ国を見てき

会員の皆様方におきましても御協力を賜りますようお

ました。農家の個人宅とホテルに宿泊して現地を見て

願い申し上げます。

きました。バスで移動しましたので国境を通過するご
とに、検問に会います。大陸では、国家の在り方や自
然と文化に違いが有り、日本の島国とは大きな違いを
感じます。私の娘も小学生のころ外国に１カ月程送り
出しましたが、社会人に成って、主人の仕事の関係で、
米国に２年ほど滞在しておりましたが、何の支障もな
く、現地で暮らして帰って来ましたので、若い時の経
験が生きたのではないかと思います。
是非、皆様方の関係者の方々が外国に行かれる様、お
願い致しまして、私からのスピーチとさせていただき
ます。

式典の様子
誕生祝いの皆様

大村秀章愛知県知事
結婚祝いの皆様
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５月１９日（土）に豊橋市総合体育館において第５８
回３３４－Ａ地区年次大会が開催されました。当日は
第１２８０回の例会でもあり江南ＬＣから２４名の参
加をいただきました。

次期役員の紹介

代議委員会の様子

ソプラノ歌手 下垣真希さん

青少年健全育成貢献賞を頂きました

第 58 回複合地区年次大会 in 長野

式典の様子

５月２７日（日）に長野市ビッグハットにおいて「羽

例会ドネーション

ばたこう世界に」をテーマに３３４複合地区年次大会
が開催され江南ＬＣより４名が参加しました。

江南ＬＣ参加者一同

Ｌウィンクン・タム国際会長と

第１２７９回例会
Ｌ大脇 正太郎

ダイヤモンド婚式を迎えた喜び

50,000

Ｌ酒井 幹治

金婚式を迎えた喜び

20,000

Ｌ丹羽 愛禮

金婚式を迎えた喜び

20,000

Ｌ武馬 宏祐

藤見例会無事終了の喜び

20,000

Ｌ菅原 勝八

息子さん、新築の喜び

20,000

Ｌ稲波 茂男

母、白寿を迎えた喜び

10,000

Ｌ宮瀬 義則

藤見例会無事終了の喜び

10,000

Ｌ細川 幸弥

銀婚式を迎えた喜び

10,000

L 石井 公久

例会でスピーチさせていただいた喜び

5,000

Ｌ武馬 宏祐

会報に写真掲載の喜び

3,000

Ｌ山田 武仁

会報に写真掲載の喜び

3,000

Ｌ福田 源公

会報に写真掲載の喜び

3,000

Ｌ大島 孝允

会報に写真掲載の喜び

3,000

Ｌ佐藤 順一

会報に写真掲載の喜び

3,000

Ｌ沢田 和延

会報に写真掲載の喜び

3,000

Ｌ武馬 宏祐

企業紹介掲載の喜び

3,000

L 伊藤 善誓

企業紹介掲載の喜び

3,000

Ｌ後藤 正敏

企業紹介掲載の喜び

3,000

Ｌ青山 公明

企業紹介掲載の喜び

3,000

L 倉知 義治

企業紹介掲載の喜び

3,000

Ｌ宮瀬 義則

企業紹介掲載の喜び

3,000

L 石井 公久

企業紹介掲載の喜び

3,000

Ｌ松田 哲育

企業紹介掲載の喜び

3,000

L 磯谷 智

企業紹介掲載の喜び

3,000

Ｌ武馬 宏祐

第四回ゴルフコンペ準優勝の喜び

3,000

Ｌ市川 信行

第四回ゴルフコンペ三位の喜び

2,000

計

215,000

例会プログラム

６ 月行事予定
６月７日（木）江南 LC 最終ゴルフ大会

１．開会のゴング
２．国旗に敬礼
３．国歌並びにライオンズ・クラブの歌斉唱
４．ライオンズの誓いと地区スローガン
並びにクラブスローガンの唱和
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
名古屋大学名誉教授
中島 豊雄様
10．審議事項
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

於：愛岐カントリー倶楽部
６月１６日（土）１７日（日）
第１２８２回最終例会 於：山代温泉「かが楽」

誕生祝い
Ｌ大島 孝允
Ｌ菅原 勝八
Ｌ倉地 一也

１日 Ｌ高田 真宏 １９日
１日 Ｌ永田 紘一 ２７日
１９日

結婚祝い
Ｌ沢田 和延 ７日 Ｌ丹羽
Ｌ小塚 善弘 ８日

誠 １０日

例会出席報告
第１２７９回

第１２８０回

８４人

８４人

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

３人

３人

５０人

４７人

０名

０名

０名

０名

４名

４名

献眼・献腎・献血・骨髄移植のお願い

江南市文化協会様より感謝状を頂きました。

江南ライオンズクラブ会報
発

事 務 局：愛知県江南市古知野町小金１１２
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

目の見えない人たちに愛の光を

携帯 080-3640-4891

病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を
愛知県救急医療情報センター内（献眼受付）

行：江南ライオンズクラブＰＲ委員会

幹

事：宮瀬 義則 江南市安良町宮前１３７

夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 TEL052-262-1100

TEL 0587-55-2934 FAX 0587-55-8917

社会保険 中京病院（献腎受付）TEL052-961-7151

携帯 090-8151-1542

江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植
推進委員長 尾関 和宏 TEL 0587-57-8578
上記連絡がつかない場合
幹 事

宮瀬 義則 TEL 0587-55-2934
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