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 ３３ 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

 第 1303 回 第 1304 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 ４８名 ４１名 

公務による欠席 ０名 ０名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 １名 １名 
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ライオンズクラブ国際協会 

３ ３ ４ － Ａ 地 区 ６ Ｒ １ Ｚ 

Ｌ大島 孝允   １日 Ｌ高田 真宏 １９日 

Ｌ菅原 勝八   １日 Ｌ永田 紘一 ２７日 

Ｌ倉地 一也 １９日 

６月６日（木）  

  江南 LC 最終ゴルフ大会 

 於：犬山カンツリー倶楽部 

６月９日（日）集合９：４５(江南商工会議所)

 ライオンズ国際協会 334 複合地区 

 第 59 回年次大会 

於：長良川国際会議場(代議員会・式典) 

 岐阜都ホテル(昼食・晩餐会) 

６月１５日（土） １８：３０～ 

 第１３０６回 ﾗｲｵﾝﾚﾃﾞｨ同伴 最終例会 

 於：名古屋国際ホテル 

６月２３日(日)  ９：００～１４：００ 

  友団スポーツ大会 

  於：江南市立 藤里小学校 

Ｌ沢田 和延 ７日 Ｌ丹羽 誠 １０日 

Ｌ小塚 善弘 ８日  

《編集後記》 
一年間、ご協力いただきまして 

ありがとうございました。 

 

PR・ライオンズ情報・IT 委員会 

会報編集者 

第１３０４回例会  

ライオンズクラブ国際協会３３４－A 地区 第５９回地区年次大会 

平成２５年５月１８日(土)  於：ウェスティンナゴヤキャッスル 

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・聴力  

 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 

 

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．モナークシェブロン伝達 

９．お食事をどうぞ  

10．スピーチ 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副幹事予定者 L小塚 善弘 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副幹事予定者 L宮瀬 義則 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副会計予定者 L倉知 義治 

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 



 

・・・・・・・・・・・・次期 ZC(ｿﾞｰﾝﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ) Ｌ永田 紘一 スピーチ・・・・・・・・・・・・
 

こんにちは。この度、次期 ZC(ｿﾞｰﾝﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ)を仰せつかりました永田

です。ZCとして、これからどうしていけばいいのか、全く分らない未知

の世界におりますが、今日は抱負を語れということですので、とりあえ

ず、私のライオンズの経験からお話し申し上げます。 

私は 1990 年（平成 2年）に、L奥村悠二のスポンサーでライオンズ 

クラブに入会させていただき、今年で 23年目になります。47歳の時の 

入会ですが、来月で満 70歳になります。歳をとったものであります。 

2004 年（平成 16年）7月から 1年間、L福田源公の下で幹事を務め 

させていただき、とても良い勉強になったと思っております。また、 

2008 年度には会長を務めさせていただき、大変光栄に思っています。 

2010 年度には 6Rの MERL 委員もやりました。ここ 9年間、全く休むこ 

とができなくて、リューマチも出てしまいまして、これも L福田源公 

のお蔭と思っております。 

7月からの ZCの仕事については、現時点では何をやったらいいのか 

分かりませんが、前年度の ZCの記録を見ますと 100 回位ライオンズの仕

事をしておられまして、毎日のようにどこかに訪問しているスケジュールのようで、本当に私にできるのかな

と、今でも退会届を出したいくらいですが、それも許されません。とにかく 1 年間、何としても頑張っていく

所存です。 

次期は、江南ライオンズから 2 人目のガバナーが誕生します。これは江南クラブにとって名誉あることであ

ります。次期ガバナーは、キーワードとして「感謝」を挙げておられます。自分の力ではなく、周りの人たち

に助けられて今があるという意味をこめられて、「感謝」と言っておられるのだと思います。「感謝」の気持

があれば何事もできると思います。私も一年間その精神でやっていきたいと思っております。 

次期ガバナーには、当クラブメンバーの皆様の力で応援していくことが一番必要だと思っております。自分

がライオンズに入会した頃は、ガバナーは神のような存在でしたが、今後は身近にガバナーがおみえになると

いうことは、私も少しは成長できたからなのかも知れません。ライオンズでは、勉強させていただいていると

思っております。 

皆様方、7 月からの一年間、次期ガバナーのためにどうかご支援・ご協力くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

第１３０３回例会  

例会ローア 

平成２５年５月８日(水) 

於：江南商工会議所 

次期 ZC 

L 永田 紘一 

４月誕生祝いの皆さん ４月結婚祝いの皆さん 

L伊藤善誓会長の挨拶 左から L波多野 克栄、L永田 紘一、L武馬 宏祐 

去る 5 月 8 日(水)に

第1303回例会が開催さ

れました。 

次期ZC並びに次期キ

ャビネット役員の内、2

名がスピーチを行い、

次期の活動に向けての

抱負を語りました。 

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 

晩餐会の最後は、全員が輪になって「また会う日まで」を斉唱し、再会を誓い合いました。 

＜ガバナー晩餐会＞ 

L柴田富志夫ガバナー挨拶 大村愛知県知事挨拶      次期キャビネット三役によるローア 

 



 
・・・・・・・・・・・・次期キャビネット副幹事 Ｌ武馬 宏祐 スピーチ・・・・・・・・・・・・

 

皆様方、こんにちは。 

只今、幹事の祖父江ライオンよりご紹介を頂きました様に、次期キャ 

ビネットの総務委員長兼副幹事の役職にてキャビネットのお手伝いを 

させて頂くことに成りました武馬です。どうぞ宜しくお願い致します。 

さて、キャビネットの役職についてお話させて頂きます。総務委員長は

当て職・さくらの職と言いましょうか。ライオンズクラブには１部の例 

外を除いて、「副」の職は規約上認められておりません。副幹事では 

「キャビネット会議」等に於いて、議決権を持っておりません。それで 

は困るので議決権の有る委員長の役職を付け、議決権を持ってキャビネ 

ットの仕事をする、これはキャビネットに於いて以前からおこなわれて 

いる手法であります。事実、総務委員会はキャビネットには有りません。

委員長１人の委員会となります。その様な訳で、私の仕事は副幹事で有り

ます。 

去る３月５日に次期キャビネット役員の初顔合わせ会が開催され、その

席で副幹事８名の関係委員会及び書簡業務すなわち仕事の内容が知らさ 

れました。私の関係委員会は「会則委員会、年次大会」です。担当リジョンは１Ｒです。 

まず、最初の「会則委員会」についてお話し致します。この委員長は「Ｌ稲垣清明ガバナー時の幹事だった L

市川 輝雄」(８Ｒ２Ｚ西尾ＬＣ所属)です。聞くところに依りますと、この会則委員長は元キャビネット幹事の

当て職とのことで、代々元幹事が務められております。しかし、毎年時間を掛けて審議する議案は無く、閑職と

の事で、ほとんど仕事は無い様ですので、「市川」委員長がすべてして下さるものと考えています。 

やはり最大の仕事は「年次大会」です。キャビネットはアクティビティを自ら計画実行する組織ではなく、

ガバナー方針及び委員長方針をリジョンを通じて各クラブに伝え、リジョン、ゾーン、単一クラブにおいて、ス

ムーズに活動して頂ける様にお伝えし、支援させていだく事が主な仕事ですが、地区年次大会は、キャビネット

で企画し開催しなければなりません。年次大会委員長は丹羽ＬＣの「Ｌ間瀬 勝」(６Ｒ－ＲＣ経験者)、そして

副委員長は春日井ＬＣの「Ｌ原 誠治」(永草ガバナー時のリサーチ・長期計画委員長)です。そして、大会事務

局長に春日井ＬＣの「Ｌ古田 文男」(永草ガバナー時の副幹事)、副事務局長に同じく春日井ＬＣの「Ｌ大島 猛

司」と、キャビネットの経験豊かな方ばかりですので、私は大船に乗った気持ちで居ります。 

私と致しましては、ガバナーの排出クラブメンバーであり、ガバナー、幹事、会計の意向をしっかりと聞き、委

員会との橋渡し、意思の疎通を図る事が大事な仕事に成ります。 

話が少し年次大会からずれますが、キャビネットには１３役会議が有ります。既に準備会議を３回開催してお

りますが、メンバーはガバナー、第一副地区ガバナー、幹事、会計、副幹事８名、副会計の１３名です。キャビ

ネットの運営の重要な案件を審議、決定する機関です。５月２７日に催行されます三役セミナーはこの会議に於

いて、セミナーの概要が審議、決定され、催行の運びとなっております。年次大会に付いても、審議されるもの

と思っております。この１３役会議の内容を委員会に伝え、執行部の意向に沿った大会にしていかなければなら

ないと考えております。 

私は第５４回大会「永草ガバナー」時の大会の「大会副事務局長」をさせて頂き、大会について色々な経験を

させて頂きました。そして、失敗も沢山しました。この経験を元に学習効果と言いますか、良かった点、失敗し

た点を洗い出して失敗をしない様にしたいと思っています。 

年次大会委員会には、スムーズに計画、運営をする為に委員会の下に７つの部会が置かれます。 

①年次大会登録部会  部会長は犬山ＬＣの「Ｌ北折 健」です。この「登録」が大変でして、大会登録、代議

員登録、晩餐会登録に分けて登録をして頂きますが、代議員登録は、名誉顧問は正規代議員、現元国際理事

も正規代議員です。クラブメンバー大会開催前月１日付の国際本部に記録された会員の内、１年と１日以上

在籍している会員１０名につき１名、１の位は４捨５入の規則に成っております。例えば３５名のクラブは

４名、名誉顧問がみえれば５名に成りますが、３４名のクラブは３名に成ります。前回は１/４位のクラブに

間違いが見られ、電話をして、規約を説明し対応して頂くのですが、時間がかかり、登録作業が遅れた経験が

有ります。そこで、ライオンズクラブには国際協会によってつくられた情報登録システム eＭＭＲサバンナ

（servannＡ）これは各クラブ、地区キャビネットビネットの情報、「会員情報、新入会、退会、アクティビ

ティ、ＬＣＩＦ」等が登録してあるサイトです。個人情報が記載されていますので、ＩＤ，パスワードがな

ければ、開けませんが。 

以前は、それらの情報は、郵送にて「国際協会本部ライオン誌事務局 キャビネット」に送っておりまし

た。 

(次項に続く→) 

次期キャビネット副幹事 

L武馬 宏祐 

去る 5月 18 日(土)に第 1304 回例会(第 59

回地区年次大会)が、ウェスティンナゴヤキ

ャッスルにて盛大に開催されました。 

今期の各クラブの奉仕活動の成果を讃え

合うとともに、7 月から始まる次期の地区体

制が決定されました。 

 いよいよ我らが江南 LC は、次期キャビネ

ットの中核を担い、当地区においてリーダー

シップを発揮していくこととなりました。 

第１３０４回例会 第５９回地区年次大会  
平成２５年５月１８日(土) 

於：ウェスティンナゴヤキャッスル 

会場の様子１ 会場の様子２ 

代議員会にて挨拶する 

L柴田富志夫ガバナー 

次期ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄに選出 

された L福田源公 

大会式典の開始 

次期ｶﾞﾊﾞﾅｰｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｽﾛｰ 

ｶﾞﾝを提案する L佐藤順一 

国際第二副会長候補 

L山田實紘の講演 

L柴田富志夫ガバナーの挨拶 大会委員長の挨拶 河村名古屋市長の挨拶 

次期ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄに選出され、式典にて挨拶するL福田源公とL ﾚﾃﾞｨ実園夫人 

次期ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ代表として、 

式典にて挨拶する L佐藤順一 
次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会計 L佐藤全宏 次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ幹事 L苅谷一紀 平和ポスター 

地区最優秀賞受賞式 



 

・・・・・・・・・・・・次期地区誌編集委員長 Ｌ波多野 克栄 スピーチ・・・・・・・・・・・・
 

若輩者の私にとっては、非常に荷が重い役職をお引き受けすることに

なりましたが、ライオンズクラブ（特にキャビネット）について学ぶ良

い機会ととらえ、精一杯頑張る所存です。 

 来期、４回にわたって発行予定の地区誌については、３３４－A地区

の各クラブ・会員様の現状、積極的なアクティビティ等を紙面を見るこ

とによって共有し、有意義に今後の参考にしていただくという、本来の

目的に重点を置いて活動していきたいと思っております。 

                 次期国際会長、次期地区ガバナーの方針を踏まえた上での紙面づくり

になりますが、その中にも、委員の皆様と共に忌憚のない意見を出し 

合い、楽しく興味深く読んでいただけるような、我々独自のカラーも

出していければと考えます。 

そのためには、明るい雰囲気の中で、委員の皆様がそれぞれの役割

を喜んでこなしていただけるような、楽しい委員会を目指していきた

いと思います。 

 江南ライオンズクラブの会員の皆様におかれましては、多大なるご協力とご指導の程、よろしくお願い申

し上げます。 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ地区誌編集委員長 

L波多野 克栄 

(→前項よりの続き) 

その次にＥメールで送れる様に成りました。そして現在は eＭＭＲサバンナで一括送信出来るよ 

うになっています。そして、このシステムを利用して登録業務を行うソフトが開発され、本年度 

試験的にその登録システムが採用されました。しかし、色々な不都合や各クラブからの要望が有り、 

完成に至って居りません。其の担当に私が任命されました。又一つ仕事が増えました。コンピュー 

ターの知識に疎い私には、荷が重い大役と言わなければなりません。更に三役セミナー本年度は５ 

月２７日に開催されますが、その登録も出来る様にしたいと申し送りが有りますし、ホームページ 

の更新も私の仕事だそうです。どうしましょう。皆様方のご支援とご協力をお願い致します。 

②年次大会式典部会  部会長は小牧ＬＣの「Ｌ加納 勝年」です。この部会は最重要部会です。年次 

大会は式典あっての年次大会です。この部会を成功させる事が、大会評価につながると思っています。 

③年次大会晩餐会部会  部会長は丹羽ＬＣの「Ｌ澤木 寛」(私の会長の時の１ＺのＺＣ)です。式典 

と晩餐会は２大イベントです。華やかにして厳粛に、そして和気あいあいの晩餐会にしなければと思 

っています。参加して頂いた皆様に記憶に残る晩餐会に成ったらいいですね！！ 

④年次大会代議員部会  部会長は尾張旭ＬＣの「Ｌ西井 隆一」です。代議員部会は大会式典の前哨 

戦の様な部会で、この成功は、大会式典の成否に大きく影響するものと思われます。前回「永草ガバ 

ナー」時の大会で、取材に来ていた新聞社の記者(社の名前は忘れましたが)よりライオンズクラブは 

なぜ「代議員会」と「大会式典」と同じような内容の式典を２回開くのですか？？？との質問を受け 

た事が有ります。私は企業の株主総会の様に事前に提案事項を役員会に提案し承認を得られた案件を 

株主総会に提案して、賛同を得る。日本もそうですが、国際的にも同じですね！！ 

⑤年次大会総務・接待部会  部会長は愛知さくらＬＣの「Ｌ社本 さと子」です。世間が広く女性に 

打ってつけの仕事と思います。絶妙の人選と思います。 

⑥年次大会交通・救護部会  部会長は我が江南ＬＣの「Ｌ渡辺 俊也」です。ライオンズクラブメン 

バーは高齢者も多く、突然の体調変化にも対応して頂ける「渡辺先生」に就任して頂きまして、心強 

い限りで有ります。 

⑦年次大会記念誌部会  部会長は春日井中央ＬＣの「Ｌ谷井 外二」です。谷井ライオンは永草ガバ 

ナーの時、地区誌編集委員長を経験されており、そつなくこなして頂けるものと確信を持っておりま 

す。 

どの部会も大変重要で大会の成否を左右するものと思って居ります。 

そして、部会の決定事項を実行していく為に、沢山の人手間が要ります。基本的には、部会長のクラ 

ブから、応援して頂けると思いますし、その様に部会長にお願いするつもりですが、私達は福田源公 

ガバナーの排出クラブです。皆様方には、他クラブに率先してご支援ご協力いただきたいとお願いす 

るものであります。最後に成りますが江南ＬＣ一丸となって、大会の成功をお祈り申し上げ、そして、 

皆様方のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、スピーチを終わらせて頂きます。 



 
・・・・・・・・・・・・次期キャビネット副幹事 Ｌ武馬 宏祐 スピーチ・・・・・・・・・・・・

 

皆様方、こんにちは。 

只今、幹事の祖父江ライオンよりご紹介を頂きました様に、次期キャ 

ビネットの総務委員長兼副幹事の役職にてキャビネットのお手伝いを 

させて頂くことに成りました武馬です。どうぞ宜しくお願い致します。 

さて、キャビネットの役職についてお話させて頂きます。総務委員長は

当て職・さくらの職と言いましょうか。ライオンズクラブには１部の例 

外を除いて、「副」の職は規約上認められておりません。副幹事では 

「キャビネット会議」等に於いて、議決権を持っておりません。それで 

は困るので議決権の有る委員長の役職を付け、議決権を持ってキャビネ 

ットの仕事をする、これはキャビネットに於いて以前からおこなわれて 

いる手法であります。事実、総務委員会はキャビネットには有りません。

委員長１人の委員会となります。その様な訳で、私の仕事は副幹事で有り

ます。 

去る３月５日に次期キャビネット役員の初顔合わせ会が開催され、その

席で副幹事８名の関係委員会及び書簡業務すなわち仕事の内容が知らさ 

れました。私の関係委員会は「会則委員会、年次大会」です。担当リジョンは１Ｒです。 

まず、最初の「会則委員会」についてお話し致します。この委員長は「Ｌ稲垣清明ガバナー時の幹事だった L

市川 輝雄」(８Ｒ２Ｚ西尾ＬＣ所属)です。聞くところに依りますと、この会則委員長は元キャビネット幹事の

当て職とのことで、代々元幹事が務められております。しかし、毎年時間を掛けて審議する議案は無く、閑職と

の事で、ほとんど仕事は無い様ですので、「市川」委員長がすべてして下さるものと考えています。 

やはり最大の仕事は「年次大会」です。キャビネットはアクティビティを自ら計画実行する組織ではなく、

ガバナー方針及び委員長方針をリジョンを通じて各クラブに伝え、リジョン、ゾーン、単一クラブにおいて、ス

ムーズに活動して頂ける様にお伝えし、支援させていだく事が主な仕事ですが、地区年次大会は、キャビネット

で企画し開催しなければなりません。年次大会委員長は丹羽ＬＣの「Ｌ間瀬 勝」(６Ｒ－ＲＣ経験者)、そして

副委員長は春日井ＬＣの「Ｌ原 誠治」(永草ガバナー時のリサーチ・長期計画委員長)です。そして、大会事務

局長に春日井ＬＣの「Ｌ古田 文男」(永草ガバナー時の副幹事)、副事務局長に同じく春日井ＬＣの「Ｌ大島 猛

司」と、キャビネットの経験豊かな方ばかりですので、私は大船に乗った気持ちで居ります。 

私と致しましては、ガバナーの排出クラブメンバーであり、ガバナー、幹事、会計の意向をしっかりと聞き、委

員会との橋渡し、意思の疎通を図る事が大事な仕事に成ります。 

話が少し年次大会からずれますが、キャビネットには１３役会議が有ります。既に準備会議を３回開催してお

りますが、メンバーはガバナー、第一副地区ガバナー、幹事、会計、副幹事８名、副会計の１３名です。キャビ

ネットの運営の重要な案件を審議、決定する機関です。５月２７日に催行されます三役セミナーはこの会議に於

いて、セミナーの概要が審議、決定され、催行の運びとなっております。年次大会に付いても、審議されるもの

と思っております。この１３役会議の内容を委員会に伝え、執行部の意向に沿った大会にしていかなければなら

ないと考えております。 

私は第５４回大会「永草ガバナー」時の大会の「大会副事務局長」をさせて頂き、大会について色々な経験を

させて頂きました。そして、失敗も沢山しました。この経験を元に学習効果と言いますか、良かった点、失敗し

た点を洗い出して失敗をしない様にしたいと思っています。 

年次大会委員会には、スムーズに計画、運営をする為に委員会の下に７つの部会が置かれます。 

①年次大会登録部会  部会長は犬山ＬＣの「Ｌ北折 健」です。この「登録」が大変でして、大会登録、代議

員登録、晩餐会登録に分けて登録をして頂きますが、代議員登録は、名誉顧問は正規代議員、現元国際理事

も正規代議員です。クラブメンバー大会開催前月１日付の国際本部に記録された会員の内、１年と１日以上

在籍している会員１０名につき１名、１の位は４捨５入の規則に成っております。例えば３５名のクラブは

４名、名誉顧問がみえれば５名に成りますが、３４名のクラブは３名に成ります。前回は１/４位のクラブに

間違いが見られ、電話をして、規約を説明し対応して頂くのですが、時間がかかり、登録作業が遅れた経験が

有ります。そこで、ライオンズクラブには国際協会によってつくられた情報登録システム eＭＭＲサバンナ

（servannＡ）これは各クラブ、地区キャビネットビネットの情報、「会員情報、新入会、退会、アクティビ

ティ、ＬＣＩＦ」等が登録してあるサイトです。個人情報が記載されていますので、ＩＤ，パスワードがな

ければ、開けませんが。 

以前は、それらの情報は、郵送にて「国際協会本部ライオン誌事務局 キャビネット」に送っておりまし

た。 

(次項に続く→) 

次期キャビネット副幹事 

L武馬 宏祐 

去る 5月 18 日(土)に第 1304 回例会(第 59

回地区年次大会)が、ウェスティンナゴヤキ

ャッスルにて盛大に開催されました。 

今期の各クラブの奉仕活動の成果を讃え

合うとともに、7 月から始まる次期の地区体

制が決定されました。 

 いよいよ我らが江南 LC は、次期キャビネ

ットの中核を担い、当地区においてリーダー

シップを発揮していくこととなりました。 

第１３０４回例会 第５９回地区年次大会  
平成２５年５月１８日(土) 

於：ウェスティンナゴヤキャッスル 

会場の様子１ 会場の様子２ 

代議員会にて挨拶する 

L柴田富志夫ガバナー 

次期ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄに選出 

された L福田源公 

大会式典の開始 

次期ｶﾞﾊﾞﾅｰｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｽﾛｰ 

ｶﾞﾝを提案する L佐藤順一 

国際第二副会長候補 

L山田實紘の講演 

L柴田富志夫ガバナーの挨拶 大会委員長の挨拶 河村名古屋市長の挨拶 

次期ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄに選出され、式典にて挨拶するL福田源公とL ﾚﾃﾞｨ実園夫人 

次期ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ代表として、 

式典にて挨拶する L佐藤順一 
次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ会計 L佐藤全宏 次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ幹事 L苅谷一紀 平和ポスター 

地区最優秀賞受賞式 



 

・・・・・・・・・・・・次期 ZC(ｿﾞｰﾝﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ) Ｌ永田 紘一 スピーチ・・・・・・・・・・・・
 

こんにちは。この度、次期 ZC(ｿﾞｰﾝﾁｪｱﾊﾟｰｿﾝ)を仰せつかりました永田

です。ZCとして、これからどうしていけばいいのか、全く分らない未知

の世界におりますが、今日は抱負を語れということですので、とりあえ

ず、私のライオンズの経験からお話し申し上げます。 

私は 1990 年（平成 2年）に、L奥村悠二のスポンサーでライオンズ 

クラブに入会させていただき、今年で 23年目になります。47歳の時の 

入会ですが、来月で満 70歳になります。歳をとったものであります。 

2004 年（平成 16年）7月から 1年間、L福田源公の下で幹事を務め 

させていただき、とても良い勉強になったと思っております。また、 

2008 年度には会長を務めさせていただき、大変光栄に思っています。 

2010 年度には 6Rの MERL 委員もやりました。ここ 9年間、全く休むこ 

とができなくて、リューマチも出てしまいまして、これも L福田源公 

のお蔭と思っております。 

7月からの ZCの仕事については、現時点では何をやったらいいのか 

分かりませんが、前年度の ZCの記録を見ますと 100 回位ライオンズの仕

事をしておられまして、毎日のようにどこかに訪問しているスケジュールのようで、本当に私にできるのかな

と、今でも退会届を出したいくらいですが、それも許されません。とにかく 1 年間、何としても頑張っていく

所存です。 

次期は、江南ライオンズから 2 人目のガバナーが誕生します。これは江南クラブにとって名誉あることであ

ります。次期ガバナーは、キーワードとして「感謝」を挙げておられます。自分の力ではなく、周りの人たち

に助けられて今があるという意味をこめられて、「感謝」と言っておられるのだと思います。「感謝」の気持

があれば何事もできると思います。私も一年間その精神でやっていきたいと思っております。 

次期ガバナーには、当クラブメンバーの皆様の力で応援していくことが一番必要だと思っております。自分

がライオンズに入会した頃は、ガバナーは神のような存在でしたが、今後は身近にガバナーがおみえになると

いうことは、私も少しは成長できたからなのかも知れません。ライオンズでは、勉強させていただいていると

思っております。 

皆様方、7 月からの一年間、次期ガバナーのためにどうかご支援・ご協力くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

第１３０３回例会  

例会ローア 

平成２５年５月８日(水) 

於：江南商工会議所 

次期 ZC 

L 永田 紘一 

４月誕生祝いの皆さん ４月結婚祝いの皆さん 

L伊藤善誓会長の挨拶 左から L波多野 克栄、L永田 紘一、L武馬 宏祐 

去る 5 月 8 日(水)に

第1303回例会が開催さ

れました。 

次期ZC並びに次期キ

ャビネット役員の内、2

名がスピーチを行い、

次期の活動に向けての

抱負を語りました。 

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 

晩餐会の最後は、全員が輪になって「また会う日まで」を斉唱し、再会を誓い合いました。 

＜ガバナー晩餐会＞ 

L柴田富志夫ガバナー挨拶 大村愛知県知事挨拶      次期キャビネット三役によるローア 

 



６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９００号 第 １３０５ 回例会  

２０１３／６／５ 

誕生祝 

例会出席状況報告 

結婚祝 

 

 

 ３３ 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

 第 1303 回 第 1304 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 ４８名 ４１名 

公務による欠席 ０名 ０名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 １名 １名 

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 

 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大島 孝允   １日 Ｌ高田 真宏 １９日 

Ｌ菅原 勝八   １日 Ｌ永田 紘一 ２７日 

Ｌ倉地 一也 １９日 

６月６日（木）  

  江南 LC 最終ゴルフ大会 

 於：犬山カンツリー倶楽部 

６月９日（日）集合９：４５(江南商工会議所)

 ライオンズ国際協会 334 複合地区 

 第 59 回年次大会 

於：長良川国際会議場(代議員会・式典) 

 岐阜都ホテル(昼食・晩餐会) 

６月１５日（土） １８：３０～ 

 第１３０６回 ﾗｲｵﾝﾚﾃﾞｨ同伴 最終例会 

 於：名古屋国際ホテル 

６月２３日(日)  ９：００～１４：００ 

  友団スポーツ大会 

  於：江南市立 藤里小学校 

Ｌ沢田 和延 ７日 Ｌ丹羽 誠 １０日 

Ｌ小塚 善弘 ８日  

《編集後記》 
一年間、ご協力いただきまして 

ありがとうございました。 

 

PR・ライオンズ情報・IT 委員会 

会報編集者 

第１３０４回例会  

ライオンズクラブ国際協会３３４－A 地区 第５９回地区年次大会 

平成２５年５月１８日(土)  於：ウェスティンナゴヤキャッスル 

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・聴力  

 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 

 

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．モナークシェブロン伝達 

９．お食事をどうぞ  

10．スピーチ 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副幹事予定者 L小塚 善弘 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副幹事予定者 L宮瀬 義則 

次期ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ副会計予定者 L倉知 義治 

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 




