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例会出席状況報告 

 

 第 1295 回 第 1296 回 

現在の正会員数 ８１名 ８０名 

終 身 会 員 数  ３名 ３名 

本日の出席者数 ５３名 ４１名 

公務による欠席 ０名 １名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ０名 ４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 

Ｌ中嶋 正雄 ２日  Ｌ磯谷 智  １１日 

Ｌ倉知 康之 ２日  Ｌ浅井 英雄 １６日 

Ｌ颯田 哲哉 ７日  Ｌ古田冨士夫 ２５日 

Ｌ細川 幸弥  １日 Ｌ岸  信勝 ２１日 

Ｌ浅井 英雄  ３日 Ｌ杉浦 功人 ２３日 

Ｌ野田 政邦  ３日 Ｌ小塚 善弘 ２３日 

Ｌ伊神 武司 １７日 Ｌ増田英一郎 ２７日 

２月２１日（木）１２：１５～ 

第 1298 回例会 四クラブ合同例会 

     於：名鉄犬山ホテル 

     ホスト：犬山ＬＣ 

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．算賀年寿のお祝い 

９．審議事項 

(1)中間決算について 

(2)次期役員について 

10. お食事をどうぞ   

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 

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

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 

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 
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＜スピーチ要旨＞ 

スピーカー  ：愛知県県議会議員 L奥村悠二 

スピーチ演題：「愛知県の経済について」 

１．愛知県は、オーストリアやアルゼンチンの GDP に匹敵する総生産を持つ県。 

工業製造品出荷額は 38兆円(全国 1位、昭和 52年以来 34年連続日本一)と実力はダントツ。近年、円高

の中で生産拠点を海外に移す企業が増えているが、トヨタは、岡崎・豊田間で、650 ヘクタールのテスト

コース付研究施設を建設中である。平成 38年に完成予定。経済発展への寄与が期待される。 

２．これからの成長産業に、三菱を頂点とした航空宇宙産業も有る。ボーイング社製 B787 の世界分担率 35％

を愛知県が担う。三菱 MRJ ジェット旅客機も開発開始。平成 25 年に試験機を初飛行、平成 27 年から供

給開始予定。320 機の製造が採算ラインだが、既に 250～260 機を受注済み。産業への寄与が期待できる。

３．花き(キク・バラ)の生産も 50年間日本一である。 

４．愛知県は、企業利益からの税金が主要財源。景気に左右されやすい。 

ちなみに、江南市の税収は、固定資産税が大半。景気による変動は少ない。市街化区域は 24％のみ。市

街化区域を増やし、住宅を増やし、大勢の人が住むようにすることが江南市の財政安定につながる。 

５．法人県民税 450 億円の 10％相当である約 50億円を「産業空洞化対策減税基金」に積み立てて、これを研

究開発などに使っていただきたく、是非、このような制度が有ることを憶えておいていただきたい。 

６．来年、消費税が 8％に上がる予定(景気が良くなったら)。同時に個人の県民税の減税もやりたい。 

これからも景気を良くするための政策が色々と打ち出される。 

７．平成 25年は県税が増える見込み。企業業績の好転により税収が改善。 

８．景気回復を目的として打ち出した自民党政策の３本柱は、①金融政策 ②公共事業の拡大 ③成長戦略。

金融政策については、金融がいくら緩和されても、国内の実態経済が伴わなければ、単なる資産インフ 

レになるだけであり、発展性有る事業に対して銀行が資金を貸していってほしい。公共事業拡大につい 

ても、社会資本の傷んだところを直していき、住宅に関する政策も打ち出されると良いと考える。 

９．生活も良くならなければならない。減税・福祉などの政策を打ち出し、生活が良くなるよう要求する。 

10．教育は長期戦略が必要。本質的に教育を考え直し、国を伸ばすことを考えていかなければならない。 

去る 1月 9日に第 1295 回例会(曼陀羅寺例会)が、 

曼陀羅寺庫裏にて開催されました。L伊藤 善誓会長の

年頭挨拶に続き、愛知県県議会議員である L奥村悠二 

がスピーチを行いました。 

第１２９５回例会 (曼陀羅寺例会) 
平成２５年１月９日 

於：曼陀羅寺 庫裏 

L 細野 和久 

15,061 円 

アイバンクへ寄付されました。 

ありがとうございました。 

例会ローア 

L 奥村悠二のスピーチ L 伊藤善誓会長の挨拶 

1 月結婚祝いの皆様 

1月誕生祝いの皆様 

334-A 地区 YCE 副委員長 L菅原 勝八 

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 
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スピーカー   ： L 苅谷 一紀 

スピーチ演題 ：「次期キャビネット幹事予定者を受けて」 
 

皆さん、こんにちは。次期キャビネット幹事予定者を拝命いたしまし 

た苅谷 一紀です。どうかよろしくお願いいたします。こうして皆さん 

の前でスピーチするのは、会長を終わってから７年ぶりで、少々緊張し 

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

さて、私たち三役が正式デビューするのは、来月２月５日に地区名誉 

顧問会議があり、その後２月８日に第３回キャビネット会議があります 

が、そこで承認されれば正式に次期キャビネット構成員予定者となるわ 

けです。 

今後の予定としては、第一副地区ガバナー、次期幹事、次期会計Ｌ佐 

藤全宏の三役で２月１２日より１５日まで６リジョンの各クラブを表敬訪問いたします。 

そして２月１８日に、主に６リジョンの各委員長、副幹事、副会計、地区年次大会の関係では副委員

長始め各部会長、地区誌編集委員など総勢４０名ほどで初顔合わせ会を開催いたします。 

５月２７日(月)は三役セミナーの予定です。現在、第一副会長のＬ佐藤順一、次期幹事、次期会計は

この時にご出席いただくこととなります。この三役セミナーが終わるまでが、キャビネット副幹事にも

いろいろとお手伝いをお願いしなければならないと思います。 

そして、７月５日から９日までが、ドイツ、ハンブルグでの国際大会です。日本で２人目となる国際

会長の誕生に立ち会える数少ない機会かと思いますので、ハンブルグへは一人でも多くの人に参加して

いただきたいと思います。 

その他、日程は決めてありませんが、キャビネット副幹事の研修会や引継ぎ、委員長方の引継ぎ等が

あります。 

特に副幹事は２週間に一度くらいの割で１３役会を開催しますし、曜日により担当を決めて、キャビ

ネット事務局に詰めていただくこととなります。また、担当委員会の司会進行、議事録を作成していた

だけねばなりません。今後は、忙しくなると思いますのでよろしくお願いいたします。 

＜中 略＞ 

(次ページに続く) 

去る 1月 23日に第 1296回

例会が開催され、次期キャビ

ネット役員のスピーチが行

われました。 

 

 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ幹事予定者 

L 苅谷 一紀 

例会ローア 

親睦委員長 

L 松井 義晴

第１２９６回例会  

LCIF バッヂ授与 

L 丸尾 猛 

L 伊藤 善誓会長の挨拶 

キーバッヂ授与 

L 武馬 宏祐 

平成２５年１月２３日 

於：江南商工会議所 

ゴルフ部助成金贈呈 

L 青山 公明 

江南警察署からの感謝状 
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㈱川瀬業務店 左官業 

Ｌ川瀬 和生 代表取締役 
 

〒483-8214 

愛知県江南市古知野町日の出 164 

TEL 0587-54-1625 

FAX 0587-54-1626 

ダイヤ印刷（資） 印刷業 

Ｌ波多野克栄 代表社員 
 

〒483-8271 

愛知県江南市古知野町桃源 7 

クラチセンタービル２Ｆ 

TEL 0587-54-4048 

FAX 0587-59-7207 

（医）おおわきレディスクリニック 医師 

Ｌ大脇 正哉 理事長 
 

〒483-8155 

愛知県江南市南山町中 225-2 

TEL 0587-56-3556 

FAX 0587-56-0732 

伊神工業㈱ 建設業 
Ｌ伊神 武司 代表取締役 

 
〒483-8005 

愛知県江南市草井町宮西 206 

TEL 0587-59-8908 

FAX 0587-59-6155 

㈱高田建材店 建築材料販売工事全般 
Ｌ高田 真宏 代表取締役 

 

〒483-8254 

愛知県江南市木賀町新開５４ 

TEL 0587-56-4325 

FAX 0587-56-4363 

鈴木工業所 不動産貸付業 
Ｌ鈴木 明  

 

〒483-8228 

愛知県江南市赤童子町桜道 31 

TEL 0587-56-2321 

FAX 0587-56-1608 

㈱テクノアーツ 製造業 
Ｌ大里 芳勝 代表取締役 

 

〒483-8183 

愛知県江南市今市場町高根 96-2 

TEL 0587-51-0550 

FAX 0587-51-0556 

きむらや 飲食業 

Ｌ稲嶋  豊 代表 
 

〒483-8157 

愛知県江南市布袋町北 71 

TEL 0587-56-3041 

FAX 0587-53-3434 

(有)アイコー 自動車販売・修理 

Ｌ山腰 員令 取締役 
 

〒483-8046 

愛知県江南市高屋町花戸 12 

TEL 0587-53-5878 

FAX 0587-53-5877 

後藤農園 花き園芸 
Ｌ後藤 鎭全 代表者 

 

〒483-8037 

愛知県江南市勝佐野本郷 28 

TEL 0587-55-2723 

FAX 0587-59-7628 

 

会 員 企 業 紹 介 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スピーカー ： L 菅原 勝八 

スピーチ演題：「次期キャビネット YCE 委員長予定者を受けて」 
 

皆さん、こんにちは。 

只今ご紹介いただきました 2012～2013 年度ライオンズクラブ 

国際協会 334-A 地区 地区 YCE 副委員長をいたしております菅 

原勝八です。 

私は当クラブに 1995 年に入会し、18 年になろうとしておりま

す。その間、YCE 事業に携わった事がありませんでしたが、皆様

のご支援を頂きながら大任を全うしたいと思います。 

YCE 事業とは、ライオンズクラブの支援で海外へ留学する事が

出来る交換制度ですが、私からは YCEF の紹介と活動の内容をお 

話させて頂きます。 

YCEF とは“Youth Camp and Exchange Friends”の略で、YCE 事業で海外に留学した

OB 生による団体です。留学してから 3 年以内の帰国生が「ライオンズクラブへの恩返し」と

して、ライオンズクラブからの拠出金をもとに YCE 活動のサポートを行っています。 

 

YCEF の主な活動として、以下がございます。 

・YCE 派遣生への英語研修会 

 派遣生のためのオリエンテーションです。自己紹介の練習やディスカッション、他己紹介、

質疑応答などの企画、運営。YCE 派遣生の英語勉強の助けになる内容や、派遣前の不安な

どにも OB 生ならではのアドバイスをしてもらっています。 

 

・リジョン英語研修会 

 単一リジョンもしくは複数のリジョン毎に行われる研修会で、派遣生 5～10 名に対して例

年 3 名前後の YCEF が会を取り仕切ります。一斉の英語研修会より派遣日に近く、また小

規模で行われるため、派遣生に対する具体的なアドバイスや質疑応答の場になり、派遣生

同士の交流の場ともなっています。 

 

・来日生個別サポート 

 2007 年度より、YCE 事業による来日生を受け入れられるご家庭のサポート活動も始めまし

た。依頼を頂いたリジョン、クラブでの行事や例会などに参加するだけでなく、空港への

お出迎えに同行したり、名古屋周辺の観光地等への案内を行ったりしております。 

 

・ユースキャンプへのスタッフとしての参加 

 来日生を迎えて日本各地を周るユースキャンプに日本人スタッフとして参加してもらっ

ています。 キャンプメンバーとして、来日生と同世代の日本人という立場から国際交流

を図る一方、スタッフとしてキャンプの企画から携わっております。 

 

これらの活動を円滑に進めるべく、毎月の理事会、4 ヶ月に 1 回の運営会議を開き、準備

を進めて行きます。このことからもわかるように、YCE 事業を遂行するには、YCEF の協力

が欠かせないものとなっております。 

 私も、こうした方々の協力や、皆様方の御指導をいただき、責任をもって業務に邁進いた

して参りたいと思います。                        (おわり)

 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ YCE 委員長予定者

L 菅原 勝八

スピーカー ： L 佐藤 全宏 

スピーチ演題：「次期キャビネット会計予定者を受けて」 
 

こんにちは。ただいまご紹介いただきましたように、次期キャビネット

              会計という、大変大きな大きな役職のご指名を受けまして、その責務の重

大さに身の引き締まる思いをいたしておるところでございます。 

当初、この役職のご依頼があった折には、私もキャビネットのことに関

              していろいろと意図するところもありましてお断りを申し上げておったと

ころであります。意図するところは、ここでお話できることもあれば、お

話できないこともあります。お話できることのひとつの例を挙げて申し上

げますと、私は若い頃より現在もそうでございますが、お金を持たせて 

使わせたら、人より長けたものを持っております。一見金持ちそうに見え

ますが、今でも貧乏いたしております。私の友人で大先輩でもあります大池剛太郎という方がおみえにな

りました。もう六年ほど前に他界されており、ここにご参加のほとんどの方が知ってみえると思いますが、

生前私は彼に「会計職はお金持ちにやらせるのが鉄則である」と何度も言われました。そんなことで私は、

過去において一度も会計職をしたことがありません。そんなこともお断りさせていただいた要素の一つで

す。そのような私にこの役職を務めさせていただいて良いのか悩みました。 

また、一方においては、江南ライオンズクラブに入会をさせていただき足掛け 22 年、年齢は 72 歳です

が、認知症の一歩手前です。友人の中にはすでに数人の方が認知症に入っていると言っておられる方もみ

えます。私も最近そうなのかなと思うこともございます。昨晩食べたおかずを翌朝になるとなかなか思い

出せないことがございます。また、忘れ物をして自分の部屋に取りに戻りますが、部屋に入って、何を取

りにきたのか忘れてしまっていることが度々ございます。きっと今日ご出席の皆さんの中にも数人の方は

おみえになると思います。それが認知症なのか、一歩手前なのかは医者ではありませんので分かりません。

そんなことで、『これが私のライオンズマンとしての最後の大きな仕事だと思って一年頑張ってみよう』

と一旦決心をいたしますが、一晩眠り翌朝起きると『体調の悪い私が毎日キャビネット事務局に足を運ん

だり、連日ガバナーのお供をしたり、とても大変だ。それよりも好きなゴルフを時々したり、残る人生、

家内と旅行などして一日一日を大切に楽しい余生を送った方がよいのではないか。』と、そのような気持ち

の繰り返しの日々を送る中、L 福田源公より連日の強い要請があり、結果的にはお引き受けすることにな

りました。 

334－A 地区 122 クラブの拠出金の運営に携わっていくことは分かりますけれども、本当のところは、ど

のようなことをするのかなど、全く分かりません。 

 しかしながら、私といたしましては、当ライオンズクラブからも前回の理事会において拠出金を出して

いただくことになっておりますので、それについては資金使途の仕分けをしっかりと精査し、皆様方に分

かりやすくご報告をしていきたいと思っております。幸いにも副会計に L 倉知義洽が就いて頂いておりま

すので大変心強く思っております。 

 微力な私にどこまで出来るか分かりませんが、L 福田源公の任期満了までしっかりと補佐して参りたい

と思います。まだまだお願いしたいことがございますが、本日は時間の制限もございますので、次の機会

にお願いすることにいたしまして、メンバーの皆様には何卒ご理解をいただき、格別のご指導、ご協力を

賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶に代えさせて頂きます。         (おわり)

(前ページからの続き) 

現在、次期キャビネット幹事を引き受け、何でも知っているように思われがちですが、大まかな流れく

らいしかわかりません。１９９９年より２０００年まで、現 地区名誉顧問の大脇先生のキャビネット副幹

事を勤めましたが、全般を把握しているわけではなく、年次大会と YE の担当でしたのでそれ以外の細かい

委員会の流れはわかりません。私もやってみないとわからない部分は相当あると思います。何が起こるか

分らないのが現状です。 

また、その頃と今では先程話しました幾多のルールも変わってきているでしょうし、運営については相

当変わってきていると聞いています。 

いずれにしても、何が起こるか分らない私ですが、引き受けた限りは、精一杯勤めたいと思いますので、

皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようにお願いいたしましてご挨拶といたします。 

どうもありがとうございました。                          (おわり) 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会計予定者 

L 佐藤 全宏 

P５ P４ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スピーカー ： L 菅原 勝八 

スピーチ演題：「次期キャビネット YCE 委員長予定者を受けて」 
 

皆さん、こんにちは。 

只今ご紹介いただきました 2012～2013 年度ライオンズクラブ 

国際協会 334-A 地区 地区 YCE 副委員長をいたしております菅 

原勝八です。 

私は当クラブに 1995 年に入会し、18 年になろうとしておりま

す。その間、YCE 事業に携わった事がありませんでしたが、皆様

のご支援を頂きながら大任を全うしたいと思います。 

YCE 事業とは、ライオンズクラブの支援で海外へ留学する事が

出来る交換制度ですが、私からは YCEF の紹介と活動の内容をお 

話させて頂きます。 

YCEF とは“Youth Camp and Exchange Friends”の略で、YCE 事業で海外に留学した

OB 生による団体です。留学してから 3 年以内の帰国生が「ライオンズクラブへの恩返し」と

して、ライオンズクラブからの拠出金をもとに YCE 活動のサポートを行っています。 

 

YCEF の主な活動として、以下がございます。 

・YCE 派遣生への英語研修会 

 派遣生のためのオリエンテーションです。自己紹介の練習やディスカッション、他己紹介、

質疑応答などの企画、運営。YCE 派遣生の英語勉強の助けになる内容や、派遣前の不安な

どにも OB 生ならではのアドバイスをしてもらっています。 

 

・リジョン英語研修会 

 単一リジョンもしくは複数のリジョン毎に行われる研修会で、派遣生 5～10 名に対して例

年 3 名前後の YCEF が会を取り仕切ります。一斉の英語研修会より派遣日に近く、また小

規模で行われるため、派遣生に対する具体的なアドバイスや質疑応答の場になり、派遣生

同士の交流の場ともなっています。 

 

・来日生個別サポート 

 2007 年度より、YCE 事業による来日生を受け入れられるご家庭のサポート活動も始めまし

た。依頼を頂いたリジョン、クラブでの行事や例会などに参加するだけでなく、空港への

お出迎えに同行したり、名古屋周辺の観光地等への案内を行ったりしております。 

 

・ユースキャンプへのスタッフとしての参加 

 来日生を迎えて日本各地を周るユースキャンプに日本人スタッフとして参加してもらっ

ています。 キャンプメンバーとして、来日生と同世代の日本人という立場から国際交流

を図る一方、スタッフとしてキャンプの企画から携わっております。 

 

これらの活動を円滑に進めるべく、毎月の理事会、4 ヶ月に 1 回の運営会議を開き、準備

を進めて行きます。このことからもわかるように、YCE 事業を遂行するには、YCEF の協力

が欠かせないものとなっております。 

 私も、こうした方々の協力や、皆様方の御指導をいただき、責任をもって業務に邁進いた

して参りたいと思います。                        (おわり)

 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ YCE 委員長予定者

L 菅原 勝八

スピーカー ： L 佐藤 全宏 

スピーチ演題：「次期キャビネット会計予定者を受けて」 
 

こんにちは。ただいまご紹介いただきましたように、次期キャビネット

              会計という、大変大きな大きな役職のご指名を受けまして、その責務の重

大さに身の引き締まる思いをいたしておるところでございます。 

当初、この役職のご依頼があった折には、私もキャビネットのことに関

              していろいろと意図するところもありましてお断りを申し上げておったと

ころであります。意図するところは、ここでお話できることもあれば、お

話できないこともあります。お話できることのひとつの例を挙げて申し上

げますと、私は若い頃より現在もそうでございますが、お金を持たせて 

使わせたら、人より長けたものを持っております。一見金持ちそうに見え

ますが、今でも貧乏いたしております。私の友人で大先輩でもあります大池剛太郎という方がおみえにな

りました。もう六年ほど前に他界されており、ここにご参加のほとんどの方が知ってみえると思いますが、

生前私は彼に「会計職はお金持ちにやらせるのが鉄則である」と何度も言われました。そんなことで私は、

過去において一度も会計職をしたことがありません。そんなこともお断りさせていただいた要素の一つで

す。そのような私にこの役職を務めさせていただいて良いのか悩みました。 

また、一方においては、江南ライオンズクラブに入会をさせていただき足掛け 22 年、年齢は 72 歳です

が、認知症の一歩手前です。友人の中にはすでに数人の方が認知症に入っていると言っておられる方もみ

えます。私も最近そうなのかなと思うこともございます。昨晩食べたおかずを翌朝になるとなかなか思い

出せないことがございます。また、忘れ物をして自分の部屋に取りに戻りますが、部屋に入って、何を取

りにきたのか忘れてしまっていることが度々ございます。きっと今日ご出席の皆さんの中にも数人の方は

おみえになると思います。それが認知症なのか、一歩手前なのかは医者ではありませんので分かりません。

そんなことで、『これが私のライオンズマンとしての最後の大きな仕事だと思って一年頑張ってみよう』

と一旦決心をいたしますが、一晩眠り翌朝起きると『体調の悪い私が毎日キャビネット事務局に足を運ん

だり、連日ガバナーのお供をしたり、とても大変だ。それよりも好きなゴルフを時々したり、残る人生、

家内と旅行などして一日一日を大切に楽しい余生を送った方がよいのではないか。』と、そのような気持ち

の繰り返しの日々を送る中、L 福田源公より連日の強い要請があり、結果的にはお引き受けすることにな

りました。 

334－A 地区 122 クラブの拠出金の運営に携わっていくことは分かりますけれども、本当のところは、ど

のようなことをするのかなど、全く分かりません。 

 しかしながら、私といたしましては、当ライオンズクラブからも前回の理事会において拠出金を出して

いただくことになっておりますので、それについては資金使途の仕分けをしっかりと精査し、皆様方に分

かりやすくご報告をしていきたいと思っております。幸いにも副会計に L 倉知義洽が就いて頂いておりま

すので大変心強く思っております。 

 微力な私にどこまで出来るか分かりませんが、L 福田源公の任期満了までしっかりと補佐して参りたい

と思います。まだまだお願いしたいことがございますが、本日は時間の制限もございますので、次の機会

にお願いすることにいたしまして、メンバーの皆様には何卒ご理解をいただき、格別のご指導、ご協力を

賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶に代えさせて頂きます。         (おわり)

(前ページからの続き) 

現在、次期キャビネット幹事を引き受け、何でも知っているように思われがちですが、大まかな流れく

らいしかわかりません。１９９９年より２０００年まで、現 地区名誉顧問の大脇先生のキャビネット副幹

事を勤めましたが、全般を把握しているわけではなく、年次大会と YE の担当でしたのでそれ以外の細かい

委員会の流れはわかりません。私もやってみないとわからない部分は相当あると思います。何が起こるか

分らないのが現状です。 

また、その頃と今では先程話しました幾多のルールも変わってきているでしょうし、運営については相

当変わってきていると聞いています。 

いずれにしても、何が起こるか分らない私ですが、引き受けた限りは、精一杯勤めたいと思いますので、

皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようにお願いいたしましてご挨拶といたします。 

どうもありがとうございました。                          (おわり) 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会計予定者 

L 佐藤 全宏 

P５ P４ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

スピーカー   ： L 苅谷 一紀 

スピーチ演題 ：「次期キャビネット幹事予定者を受けて」 
 

皆さん、こんにちは。次期キャビネット幹事予定者を拝命いたしまし 

た苅谷 一紀です。どうかよろしくお願いいたします。こうして皆さん 

の前でスピーチするのは、会長を終わってから７年ぶりで、少々緊張し 

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

さて、私たち三役が正式デビューするのは、来月２月５日に地区名誉 

顧問会議があり、その後２月８日に第３回キャビネット会議があります 

が、そこで承認されれば正式に次期キャビネット構成員予定者となるわ 

けです。 

今後の予定としては、第一副地区ガバナー、次期幹事、次期会計Ｌ佐 

藤全宏の三役で２月１２日より１５日まで６リジョンの各クラブを表敬訪問いたします。 

そして２月１８日に、主に６リジョンの各委員長、副幹事、副会計、地区年次大会の関係では副委員

長始め各部会長、地区誌編集委員など総勢４０名ほどで初顔合わせ会を開催いたします。 

５月２７日(月)は三役セミナーの予定です。現在、第一副会長のＬ佐藤順一、次期幹事、次期会計は

この時にご出席いただくこととなります。この三役セミナーが終わるまでが、キャビネット副幹事にも

いろいろとお手伝いをお願いしなければならないと思います。 

そして、７月５日から９日までが、ドイツ、ハンブルグでの国際大会です。日本で２人目となる国際

会長の誕生に立ち会える数少ない機会かと思いますので、ハンブルグへは一人でも多くの人に参加して

いただきたいと思います。 

その他、日程は決めてありませんが、キャビネット副幹事の研修会や引継ぎ、委員長方の引継ぎ等が

あります。 

特に副幹事は２週間に一度くらいの割で１３役会を開催しますし、曜日により担当を決めて、キャビ

ネット事務局に詰めていただくこととなります。また、担当委員会の司会進行、議事録を作成していた

だけねばなりません。今後は、忙しくなると思いますのでよろしくお願いいたします。 

＜中 略＞ 

(次ページに続く) 

去る 1月 23日に第 1296回

例会が開催され、次期キャビ

ネット役員のスピーチが行

われました。 

 

 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ幹事予定者 

L 苅谷 一紀 

例会ローア 

親睦委員長 

L 松井 義晴

第１２９６回例会  

LCIF バッヂ授与 

L 丸尾 猛 

L 伊藤 善誓会長の挨拶 

キーバッヂ授与 

L 武馬 宏祐 

平成２５年１月２３日 

於：江南商工会議所 

ゴルフ部助成金贈呈 

L 青山 公明 

江南警察署からの感謝状 

P３ P６ 

 

㈱川瀬業務店 左官業 

Ｌ川瀬 和生 代表取締役 
 

〒483-8214 

愛知県江南市古知野町日の出 164 

TEL 0587-54-1625 

FAX 0587-54-1626 

ダイヤ印刷（資） 印刷業 

Ｌ波多野克栄 代表社員 
 

〒483-8271 

愛知県江南市古知野町桃源 7 

クラチセンタービル２Ｆ 

TEL 0587-54-4048 

FAX 0587-59-7207 

（医）おおわきレディスクリニック 医師 

Ｌ大脇 正哉 理事長 
 

〒483-8155 

愛知県江南市南山町中 225-2 

TEL 0587-56-3556 

FAX 0587-56-0732 

伊神工業㈱ 建設業 
Ｌ伊神 武司 代表取締役 

 
〒483-8005 

愛知県江南市草井町宮西 206 

TEL 0587-59-8908 

FAX 0587-59-6155 

㈱高田建材店 建築材料販売工事全般 
Ｌ高田 真宏 代表取締役 

 

〒483-8254 

愛知県江南市木賀町新開５４ 

TEL 0587-56-4325 

FAX 0587-56-4363 

鈴木工業所 不動産貸付業 
Ｌ鈴木 明  

 

〒483-8228 

愛知県江南市赤童子町桜道 31 

TEL 0587-56-2321 

FAX 0587-56-1608 

㈱テクノアーツ 製造業 
Ｌ大里 芳勝 代表取締役 

 

〒483-8183 

愛知県江南市今市場町高根 96-2 

TEL 0587-51-0550 

FAX 0587-51-0556 

きむらや 飲食業 

Ｌ稲嶋  豊 代表 
 

〒483-8157 

愛知県江南市布袋町北 71 

TEL 0587-56-3041 

FAX 0587-53-3434 

(有)アイコー 自動車販売・修理 

Ｌ山腰 員令 取締役 
 

〒483-8046 

愛知県江南市高屋町花戸 12 

TEL 0587-53-5878 

FAX 0587-53-5877 

後藤農園 花き園芸 
Ｌ後藤 鎭全 代表者 

 

〒483-8037 

愛知県江南市勝佐野本郷 28 

TEL 0587-55-2723 

FAX 0587-59-7628 

 

会 員 企 業 紹 介 



２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 

第８９７号 第１２９７回例会  

２０１３／２／６ 

誕生祝 

結婚祝 

例会出席状況報告 

 

 第 1295 回 第 1296 回 

現在の正会員数 ８１名 ８０名 

終 身 会 員 数  ３名 ３名 

本日の出席者数 ５３名 ４１名 

公務による欠席 ０名 １名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ０名 ４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 

Ｌ中嶋 正雄 ２日  Ｌ磯谷 智  １１日 

Ｌ倉知 康之 ２日  Ｌ浅井 英雄 １６日 

Ｌ颯田 哲哉 ７日  Ｌ古田冨士夫 ２５日 

Ｌ細川 幸弥  １日 Ｌ岸  信勝 ２１日 

Ｌ浅井 英雄  ３日 Ｌ杉浦 功人 ２３日 

Ｌ野田 政邦  ３日 Ｌ小塚 善弘 ２３日 

Ｌ伊神 武司 １７日 Ｌ増田英一郎 ２７日 

２月２１日（木）１２：１５～ 

第 1298 回例会 四クラブ合同例会 

     於：名鉄犬山ホテル 

     ホスト：犬山ＬＣ 

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．算賀年寿のお祝い 

９．審議事項 

(1)中間決算について 

(2)次期役員について 

10. お食事をどうぞ   

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 

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

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 

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 
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