
８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８９１号 第１２８５回例会  ２０１２／８／１ 

誕生祝(８月) 

 

 

３３４－Ａ地区スローガン  知恵あわせ 力あわせて 感動を！ 

ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン  友愛と ふれあう心で 広がる奉仕 

 第１２８３回 第１２８４回 

現在の正会員数 ８０名 ８０名 

終 身 会 員 数  ３名 ３名 

本日の出席者数 ５３名 ５０名 

公務による欠席 名 名 

海 外 出 張 名 名 

病   欠 名 名 

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 

８月１８日(土) 

第１２８６回例会：徳島眉山訪問例会 

８月１９日(日) 

 徳島にて親善少年剣道大会、親善ゴルフ 

８月２２日(水) １０：３０～１５：００ 

 メークアップ(第１２８６回例会) 

 於：江南ＬＣ事務局 

≪事務局から夏季休業のお知らせ≫ 

８月１３日（月）～１５日（水）まで 

≪緊急連絡先≫ 

会長 Ｌ伊藤 善誓 

      自宅 ０５８７－５８－７７４０ 

携帯 ０８０－３５９１－７３８４ 

   幹事 Ｌ祖父江 宏光 

      自宅 ０５８７－５６－１５８１ 

      携帯 ０９０－３２５６－５２３９ 

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 

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 

  並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森 健二 

10．前年度会計報告及び監査報告 

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  

Ｌ森 健二(もり けんじ) 

３３４－Ａ地区 

６Ｒ１Ｚ 岩倉ＬＣ 

６Ｒ１Ｚ ＺＣ 
 

昭和 29年 4月 21 日生 58 歳 

住所：岩倉市昭和町 

勤務先：森設計室 代表 

最終学歴：県立一宮工業高等学校卒 

クラブ職歴： 

1996 年 2月 岩倉ＬＣ入会 

2002 年 幹事 

2006 年 会計 

2007 年 第二副会長 

2008 年 第一副会長 

2009 年 会長 

2010 年 ６Ｒ環境保全委員 

2011 年 幹事 

Ｌ森 健二 

３３４－Ａ地区 

６Ｒ１Ｚ 岩倉ＬＣ 

例 会 訪 問 

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 伊藤 善誓 江南市宮田町生原９ 

 ＴＥＬ（０５８７）５８－７２３１ ＦＡＸ（０５８７）５８－７２３２ 

幹   事 祖父江 宏光 江南市小折東町旭１６８ 

 ＴＥＬ（０５８７）５６－１５８１ ＦＡＸ（０５８７）５６－１５８１ 

ＰＲ委員長 廣瀬 大造 江南市村久野町瀬頭１３０ 

 ＴＥＬ（０５８７）５７－８００２ ＦＡＸ（０５８７）５７－８８０８ 

会報編集者 磯谷  智 丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東４１ 

 携帯ＴＥＬ（０９０）２４２４－３５６０ 

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 伊神 武司 ＴＥＬ（０５８７）５９－８９０８ 

・ 上記連絡がつかない場合  

 幹 事  祖父江 宏光 ＴＥＬ（０９０）３２５６－５２３９ 



 

江南市長への表敬訪問(7月 12 日) 

歓迎パーティ(7月 12 日) 

会長挨拶 

Ｌ伊藤 善誓 

 7 月 1日より新年度が 

スタートいたしました。 

その最初の例会である 

第1283回例会が7月4日

(水)に開催され、その中

で会長Ｌ伊藤 善誓が新

年度の方針を発表し、新

旧役員のバッジ継承が行

われました。 

前会長 前幹事 前会計 
L武馬 宏祐 L宮瀬 義則 L後藤 正敏 

バナーの交換 

YCE 生 Sophie De Coninck さん 

のスピーチ(左記和訳をご参照) 

第１２８４回例会  
平成２４年７月１７日 

於：江南商工会議所 

YCE 委員長 Ｌ倉知 義治 

第１２８３回例会  
平成２４年７月４日 

於：江南商工会議所 

酒井 江南警察署長 大塚 江南商工会議所会頭 堀 江南市長 

地区名誉顧問 

L大脇正太郎 委嘱状授与 

クラブスローガン表彰 L大島 孝允 

334－A地区 YCE 副委員長  

Ｌ菅原 勝八 委嘱状授与 

334－A地区 6R1Z YCE 委員 

L高田 良弘 委嘱状授与 

7 月誕生日の皆さん 

新旧役員のバッヂ継承 

ゴルフ部助成金と会長杯授与

ゴルフ部長Ｌ青山 公明 

第１２８４回 例会ローア 
ＬＣＩＦ1000 ドル献金 

 

Ｌ大脇正太郎 ２０回目 

Ｌ福田 源公 １４回目 

Ｌ伊神 護   ６回目 

Ｌ伊藤 善誓  ４回目 

Ｌ尾関 和宏  ４回目 

 

ありがとうございました。 

LCIF 委員長 L 尾関 和宏 

7 月 3 日(火)に会長 L 伊藤 善誓、幹事 L 祖父江宏光、会計 L 伊神 護の三役で、江南

市長、江南警察署長、江南商工会議所会頭を表敬訪問し、三役就任のご挨拶とライオンズ

クラブへの変わらぬ協力を要請いたしました。 

会長挨拶並びに方針発表 

L伊藤 善誓 

第１２８3 回 例会ローア 

7月17日(火)第1284回例会

において、YCE 生の Sophie De 

Coninck さんにスピーチいた

だき、母国ベルギーでの生活や

来日の抱負などをお話しいた

だいた後、バナーの交換を行い

ました。 

 

また、7 月 12 日(木)には、

三役とともに江南市長へ表敬

訪問し、その夜にはホームステ

イ先ホストファミリーの宮川

様御一家もお招きして、歓迎パ

ーティを開催いたしました。 

新三役 表敬訪問 平成２４年７月３日 



 

江南市長への表敬訪問(7月 12 日) 

歓迎パーティ(7月 12 日) 

会長挨拶 

Ｌ伊藤 善誓 

 7 月 1日より新年度が 

スタートいたしました。 

その最初の例会である 

第1283回例会が7月4日

(水)に開催され、その中

で会長Ｌ伊藤 善誓が新

年度の方針を発表し、新

旧役員のバッジ継承が行

われました。 

前会長 前幹事 前会計 
L武馬 宏祐 L宮瀬 義則 L後藤 正敏 

バナーの交換 

YCE 生 Sophie De Coninck さん 

のスピーチ(左記和訳をご参照) 
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平成２４年７月１７日 

於：江南商工会議所 

YCE 委員長 Ｌ倉知 義治 

第１２８３回例会  
平成２４年７月４日 

於：江南商工会議所 

酒井 江南警察署長 大塚 江南商工会議所会頭 堀 江南市長 

地区名誉顧問 
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クラブスローガン表彰 L大島 孝允 

334－A地区 YCE 副委員長  

Ｌ菅原 勝八 委嘱状授与 

334－A地区 6R1Z YCE 委員 

L高田 良弘 委嘱状授与 

7 月誕生日の皆さん 

新旧役員のバッヂ継承 

ゴルフ部助成金と会長杯授与

ゴルフ部長Ｌ青山 公明 

第１２８４回 例会ローア 
ＬＣＩＦ1000 ドル献金 
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Ｌ福田 源公 １４回目 

Ｌ伊神 護   ６回目 

Ｌ伊藤 善誓  ４回目 

Ｌ尾関 和宏  ４回目 

 

ありがとうございました。 

LCIF 委員長 L 尾関 和宏 

7 月 3 日(火)に会長 L 伊藤 善誓、幹事 L 祖父江宏光、会計 L 伊神 護の三役で、江南

市長、江南警察署長、江南商工会議所会頭を表敬訪問し、三役就任のご挨拶とライオンズ

クラブへの変わらぬ協力を要請いたしました。 

会長挨拶並びに方針発表 

L伊藤 善誓 

第１２８3 回 例会ローア 

7月17日(火)第1284回例会
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だき、母国ベルギーでの生活や

来日の抱負などをお話しいた
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また、7 月 12 日(木)には、

三役とともに江南市長へ表敬

訪問し、その夜にはホームステ
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2012 年 7 月 17 日 

Sophie De Coninck(ソフィー ドゥ コニンチ) 

皆さん、はじめまして。 

私は、ソフィー ドゥ コニンチと申します。 

 

私はベルギー人であり、ベルギーの首都ブリュッセルの近郊グリンバーゲンに自宅があります。 

私は家族と一緒に住んでおり、ティボーという名の 14 歳になる弟がおります。私たちは時々喧嘩をいたし

ますが、彼のことが大好きです。 

私は今月 17 歳になりました。マリアアサンプタカレッジで 11 年間勉強して参りました。英語の他にフラン

ス語、オランダ語、ドイツ語、スペイン語を勉強しております。私達学生は青と白の色の制服を着ておりま

す。私にはたくさんの友達がおり、いつも笑いが絶えません。私たちは一緒に買い物やダンスをいたしま

す。私はクラブで週に 2 回ダンスを行い、8 年間クラシックダンス、ジャズダンス、モダンダンス、ファンキ

ーダンスなどを習って参りました。そして、今度は新しくサンバを習うつもりです。ダンスはリフレッシュに

もとても効果があります。 

また、フランス料理を作ることも好きです。本や時々は漫画を読んだり、旅行をしたり、クラシックやロック

ミュージックを聞くことも好きです。私の家族は、海岸沿いにあるオステンデに別荘を持っており、夏休み

にはよくそこに出かけます。 

 

私は日本という国が大好きです。そこには見ること、体験できることがたくさん有り、日本を訪問できて

とても嬉しいです。日本の文化を学んだり、日本の友達をたくさん作りたいと思っており、大変わくわくして

おります。また、日本の人たちはとても親切であり、本当に尊敬しております。私のホストファミリーは、私

を彼らの子どもの一人として扱ってくださっています。太陽が燦々としている暑い季節ですが、私はこのよ

うな気候も大好きです。 

 

ここ数日間でたくさんのことを体験いたしました。ホストファミリーのお友達の家族とも花火をいたしまし

た。買い物にも参りました。日本の食事についても、色々なことを発見いたしました。犬山城やモンキーパ

ークへも参りました。また、数日前に江南市長にもお会いいただきました。江南での生活を本当に楽しん

でおります。そしてホストファミリーと一緒に過ごす時間はとても幸せです。 

江南にお招きいただきまして、本当にありがとうございました。 

第 １２８４ 回　ドネーション

氏　　名 理　　由 金　額

Ｌ 丹羽　　誠 副ライオンテーマ就任の喜び 10,000

Ｌ 岸　　信勝 環境保全委員長就任の喜び 10,000

Ｌ 大脇　一弘 副ライオンテーマ無事終了の喜び 5,000

Ｌ 高田　真宏 ライオンレディ委員長無事終了の喜び 5,000

Ｌ 岸　　信勝 ＹＣＥ委員長無事終了の喜び 5,000

Ｌ 高田　真宏 事業委員会表彰の喜び 3,000

Ｌ 岸　　信勝 事業委員会表彰の喜び 3,000

Ｌ 大脇　一弘 会長表彰の喜び 3,000

Ｌ 青山　和男 皆出席表彰の喜び 3,000

Ｌ 山田　武仁 モナークシェブロン受賞の喜び 3,000

Ｌ 福田　源公 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 伊藤　善誓 ＹＣＥ生を迎えて　の喜び 10,000

小計 63,000

1,553,000

1,616,000合計

前回までの累計

第１２８４回例会 YCE 生スピーチ(和訳) 

たくさんのドネーション 

ありがとうございました。 

Ｌ野田 政邦 
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３３４－Ａ地区スローガン  知恵あわせ 力あわせて 感動を！ 

ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン  友愛と ふれあう心で 広がる奉仕 

 第１２８３回 第１２８４回 
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終 身 会 員 数  ３名 ３名 
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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 

８月１８日(土) 

第１２８６回例会：徳島眉山訪問例会 

８月１９日(日) 

 徳島にて親善少年剣道大会、親善ゴルフ 

８月２２日(水) １０：３０～１５：００ 

 メークアップ(第１２８６回例会) 

 於：江南ＬＣ事務局 

≪事務局から夏季休業のお知らせ≫ 

８月１３日（月）～１５日（水）まで 

≪緊急連絡先≫ 

会長 Ｌ伊藤 善誓 

      自宅 ０５８７－５８－７７４０ 

携帯 ０８０－３５９１－７３８４ 

   幹事 Ｌ祖父江 宏光 

      自宅 ０５８７－５６－１５８１ 

      携帯 ０９０－３２５６－５２３９ 

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 

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 

  並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森 健二 

10．前年度会計報告及び監査報告 

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  

Ｌ森 健二(もり けんじ) 

３３４－Ａ地区 

６Ｒ１Ｚ 岩倉ＬＣ 

６Ｒ１Ｚ ＺＣ 
 

昭和 29年 4月 21 日生 58 歳 

住所：岩倉市昭和町 

勤務先：森設計室 代表 

最終学歴：県立一宮工業高等学校卒 

クラブ職歴： 

1996 年 2月 岩倉ＬＣ入会 

2002 年 幹事 

2006 年 会計 

2007 年 第二副会長 

2008 年 第一副会長 

2009 年 会長 

2010 年 ６Ｒ環境保全委員 

2011 年 幹事 

Ｌ森 健二 

３３４－Ａ地区 

６Ｒ１Ｚ 岩倉ＬＣ 

例 会 訪 問 

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 伊藤 善誓 江南市宮田町生原９ 

 ＴＥＬ（０５８７）５８－７２３１ ＦＡＸ（０５８７）５８－７２３２ 

幹   事 祖父江 宏光 江南市小折東町旭１６８ 

 ＴＥＬ（０５８７）５６－１５８１ ＦＡＸ（０５８７）５６－１５８１ 

ＰＲ委員長 廣瀬 大造 江南市村久野町瀬頭１３０ 

 ＴＥＬ（０５８７）５７－８００２ ＦＡＸ（０５８７）５７－８８０８ 

会報編集者 磯谷  智 丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東４１ 

 携帯ＴＥＬ（０９０）２４２４－３５６０ 

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 伊神 武司 ＴＥＬ（０５８７）５９－８９０８ 

・ 上記連絡がつかない場合  

 幹 事  祖父江 宏光 ＴＥＬ（０９０）３２５６－５２３９ 




