
１月行事予定 例会プログラム 

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 
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結婚祝 

例会出席状況報告 

１月２３日（水）第１２９６回例会 

       於：江南商工会議所 

≪事務局より≫ 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします 

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．スピーチ 

愛知県 県議会議員 奥村 悠二様 

８．お食事をどうぞ 

９．会員慶祝 

10．報告事項 

11．テールツイスターの発表 

12．出席状況報告 

13．また会う日まで 

14．ライオンズローア   

15．閉会のゴング  

第８９６号 第１２９５回例会  

２０１３／１／９ 

 

算賀年寿のお祝い 

【米寿】８８歳 

Ｌ林  宜嘉 大正１５年 ９月３０日 

【傘寿】８０歳 

Ｌ稲波 茂男 昭和 ９年 ８月１２日 

 

【喜寿】７７歳 

Ｌ鈴木  明 昭和１２年１１月 ３日 

Ｌ河井  隆 昭和１３年 １月１１日 

Ｌ浅井 英雄 昭和１３年 ２月 ３日 

【古希】７０歳 

     Ｌ河合 正猛 昭和１９年 ４月１７日 

     Ｌ菅原 勝八 昭和１９年 ６月 １日 

     Ｌ大竹 康平 昭和１９年 ８月２４日 

     Ｌ伊神  護 昭和２０年 １月 ２日 

     Ｌ武馬 宏祐 昭和２０年 １月１９日 

【還暦】６１歳 

Ｌ倉知 義治 昭和２８年 ９月 ９日 

 第 1293 回 第 1294 回 

現在の正会員数 ８１名 ８１名 

終 身 会 員 数  ３名 ３名 

本日の出席者数 ４７名 ５０名 

公務による欠席 ０名 １名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ０名 ０名 

ｗｅｂ ： http://konanーｌｉｏｎｓ.ｊｐ/  

Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp 

Ｌ松井 義晴 １日 Ｌ河井  隆 １１日 

Ｌ伊神  護 ２日 Ｌ洞地 政秀 １６日 

Ｌ金田 久光 ２日 Ｌ河井 利雄 １９日 

Ｌ宮川 茂樹 ３日 Ｌ武馬 宏祐 １９日 

Ｌ古池 勝英 ５日 Ｌ船戸 和昭 ２５日 

Ｌ後藤 鎭全 ６日 Ｌ加藤 幸男 ２８日 

Ｌ丹羽 愛禮 ８日  

Ｌ古池 勝英  ５日 Ｌ山田 武仁 ２３日 

Ｌ大竹 康平 １５日 Ｌ後藤 鎭全 ２３日 

Ｌ倉知 義治 １５日  
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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 
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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 

３ ３ ４ － 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

冬の曼陀羅寺 

第１２９４回 クリスマス例会 
平成２４年１２月１５日(土) 

於：名鉄犬山ホテル 



 

＜スピーチ要旨＞ 

私は、江南警察署への赴任前には薬物銃器対策課課長でしたので、本日は「麻

薬」についてお話しいたします。 

麻薬は、身近にかなり蔓延しております。愛知県における麻薬常習者検挙者 

数は年間約 1,000人とかなり多く、特に若い人が増えています。江南市でも年 

間 25名位の逮捕者が出ます。麻薬は凶悪犯に結びつき易く、凶悪犯被疑者に 

は麻薬常習者が多いのが現状です。 

しかしながら、警察が取り締まれるものは、対象物を特定することが必要で 

すので、全種類の麻薬を薬事法で規制することには困難を伴います。現在、日 

本では 30数件の店で麻薬が販売されており、神奈川県では学校のそばの自販 

機で売られていたこともありました。名古屋の栄でも自販機で売られていたこ 

ともあり、かなり乱用されています。 

麻薬が蔓延した理由は、以下と考えられます。 

①国際的な麻薬組織が青少年を対象に販売している。愛知県であれば 

セントラルパークなどで販売している。取締りを強化したら、その対抗 

措置として最近ではデリバリー方式も行ってきている。 

②インターネットを使って宅配便で送ってくる。これには取り締りが難しい。 

その中に合法ハーブなどが有る。 

③西アフリカ地域などから、運び屋が日本に麻薬を密輸している。 

そのシンジケートが国連でも問題になっている。 

周囲に覚醒剤常習者がいると、引き込まれてしまうリスクが高まります。 

麻薬(覚醒剤)に手を出してはいけない理由は、１回やってしまったら、 

もう１回やってしまい、ついには、やめられなくなってしまうことです。 

そして、その末路に地獄が待っています。 

以上ですが、本日の私の話が少しでも参考になれば幸いです。 

第１２９３回 例会  
平成２４年１２月５日(水) 

於：江南商工会議所 

 

第１２９４回 例会ローア 
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第１２９４回 クリスマス例会  
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県内一斉飲酒運転撲滅啓発運動 
平成２４年１２月５日(水) 

於：アピタ江南西店 

 

第３回 江南 LC 忘年ゴルフ大会 
平成２４年１２月２７日(木) 

於：犬山カンツリー倶楽部 

去る 12月 5日(水)の第 1293回例会は、江南警察署署長の酒井 紀人様

をお迎えして、スピーチをいただきました。 

L伊藤善誓会長の挨拶 12月結婚祝いの皆様 12月誕生祝いの皆様 

江南警察署 署長 

酒井 紀人様 

 

出席委員長 

L矢島 丈吉 

去る 12月 5日(水)にアピタ江南西店において、年末の

交通安全県民運動として、江南市役所・江南警察署の協力

を得て、『県内一斉飲酒運転撲滅啓発運動』を行いました。 

当日は、来店される方達に対して、チラシや資料を配り、

飲酒運転撲滅を呼びかけました。 

去る 12月 15日(土)に名鉄犬山ホテルにおいて、第 1294回クリスマス例会を開催い

たしました。 

L大脇正太郎 地区名誉顧問による乾杯で始まり、アトラクションには、大道芸人 Kei

さんが出演し、愉快なトークとスリリングな曲芸で会場を沸かせました。最後には、

皆で輪になって「また会う日まで」を斉唱し、L福田 源公 第一副地区ガバナーから

締めのお言葉をいただきました。思い出に残るとても楽しい時間となりました。 

大会及計画委員長 

L宮瀬 義則 

＜大道芸人 Keiさんのパフォーマンス＞ 

L伊藤善誓会長の挨拶 

＜「花の抽選会」でお花を獲得された皆様＞ 

去る 12月 27日(木)に犬山カンツリークラブにおいて第 3回忘年

ゴルフ大会が開催され、快晴の下、熱戦が繰り広げられました。 

＜第３回江南 LC 忘年ゴルフ大会成績＞ 
(順位)   (名 前)    (グロス) (ハンディ) (ネット) 

優 勝 永田紘一   ８９   １７   ７２ 

準優勝 佐藤全宏   ９０   １７   ７３ 

第３位 尾関靖敏   ７７    ２   ７５ 

たくさんのドネーション 

ありがとうございました 

テールツイスター 

L野田 政邦 

 
曼陀羅寺にて 

優 勝 L永田紘一 

準優勝 L佐藤全宏 

第 3位 L尾関靖敏 
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細川一級建築士事務所 建築設計 

Ｌ細川 幸弥 所長 
 

〒483-8402 

愛知県江南市慈光堂町南 100 

TEL 0587-54-1313 

FAX 0587-55-9168 

(有)十一屋本店 和洋菓子販売

Ｌ古池 勝英 代表取締役 
 

〒480-0103 

愛知県丹羽郡扶桑町柏森字長畑 216-1 

TEL 0587-93-4511 

FAX 0587-93-7021 

丹羽内科 医院 

Ｌ丹羽 義置 院長 
 

〒483-8213 

愛知県江南市古知野町朝日 247 

TEL 0587-56-7555 

FAX 0587-56-7550 

(有)中交トラベル 旅行 
Ｌ野田 政邦 役員 

 

〒483-8221 

愛知県江南市赤童子町大堀 64 

TEL 0587-55-7011 

FAX 0587-54-7011 

本郷歯科クリニック 歯科医 
Ｌ杉本  博 院長 

 

〒483-8238 

愛知県江南市木賀本郷町南 122 

TEL 0587-59-7337 

FAX 0587-59-7557 

松井建築㈱ 建築 
Ｌ松井 義晴 代表取締役社長 

 

〒483-8176 

愛知県江南市北野町郷浦 34-3 

TEL 0587-54-6655 

FAX 0587-56-4811 

(有)三八屋本店 飲食 
Ｌ瀬川 茂 取締役 

 

〒480-0127 

愛知県丹羽郡大口町新宮 2-23 

TEL 0587-95-5838 

 

㈱倉衛工業 清掃 

Ｌ倉地 一也 代表取締役 
 

〒483-8272 

愛知県江南市古知野町北屋敷 111 

TEL 0587-54-4356 

FAX 0587-54-5521 

(有)宮瀬新聞店 新聞販売 

L 宮瀬 義則 代表取締役 
 

〒483-8115 

愛知県江南市安良町宮前 137 

TEL 0587-55-2934 

FAX 0587-55-8917 

ソブエシューレ 塾経営 

Ｌ祖父江宏光  
 

〒483-8125 

愛知県江南市小折東町旭 168 

TEL 0587-56-1581 

FAX 0587-56-1581 

 

会 員 企 業 紹 介 
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Ｌ林  宜嘉 大正１５年 ９月３０日 

【傘寿】８０歳 

Ｌ稲波 茂男 昭和 ９年 ８月１２日 

 

【喜寿】７７歳 

Ｌ鈴木  明 昭和１２年１１月 ３日 

Ｌ河井  隆 昭和１３年 １月１１日 

Ｌ浅井 英雄 昭和１３年 ２月 ３日 

【古希】７０歳 

     Ｌ河合 正猛 昭和１９年 ４月１７日 

     Ｌ菅原 勝八 昭和１９年 ６月 １日 

     Ｌ大竹 康平 昭和１９年 ８月２４日 

     Ｌ伊神  護 昭和２０年 １月 ２日 

     Ｌ武馬 宏祐 昭和２０年 １月１９日 

【還暦】６１歳 

Ｌ倉知 義治 昭和２８年 ９月 ９日 

 第 1293 回 第 1294 回 

現在の正会員数 ８１名 ８１名 

終 身 会 員 数  ３名 ３名 

本日の出席者数 ４７名 ５０名 

公務による欠席 ０名 １名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ０名 ０名 

ｗｅｂ ： http://konanーｌｉｏｎｓ.ｊｐ/  

Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp 

Ｌ松井 義晴 １日 Ｌ河井  隆 １１日 

Ｌ伊神  護 ２日 Ｌ洞地 政秀 １６日 

Ｌ金田 久光 ２日 Ｌ河井 利雄 １９日 

Ｌ宮川 茂樹 ３日 Ｌ武馬 宏祐 １９日 

Ｌ古池 勝英 ５日 Ｌ船戸 和昭 ２５日 

Ｌ後藤 鎭全 ６日 Ｌ加藤 幸男 ２８日 

Ｌ丹羽 愛禮 ８日  

Ｌ古池 勝英  ５日 Ｌ山田 武仁 ２３日 

Ｌ大竹 康平 １５日 Ｌ後藤 鎭全 ２３日 

Ｌ倉知 義治 １５日  

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 

３ ３ ４ － 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

冬の曼陀羅寺 

第１２９４回 クリスマス例会 
平成２４年１２月１５日(土) 

於：名鉄犬山ホテル 




