
第９１９号　　　　第１３４１回例会　　　　２０１４年１２月３日（水）　　　　江南商工会議所

３３４Ａ地区スローガン　　　　もういちど　ウイ・サーブ

３３４Ａ地区スローガン    もういちど ウイ・サーブ 

クラブスローガン    真心の絆で結ぶ和の奉仕 

江南労働基準監督署 

所在地〒483-8162 

江南市尾崎町河原101 TEL0587(54)2443 FAX0587(56)1954 

利用時間8時30分～17時15分(土・日・祝祭日を除く)  

１ 労働基準監督官とは？ 

  労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいて、事業所（工場や事務所）に立ち入り、 

  法に定める労働条件や安全衛生の基準を事業主に守っていただくよう、必要な指導を行 

  い、労働条件の確保・向上と働く人の安全や健康の確保を図ります。また、不幸にして労 

  働災害に遭われた方に対する労災補償の業務を行います。各企業が労働基準関係法令 

  の理解を深め、適正な労働条件の定着を図っていくことができるよう努めています。 
 

２ 監督指導 

  労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的に、あるいは働く人からの情 

  報を契機として、事業所に立ち入るなどにより、機械・設備や帳簿などを検査して、関係労 

  働者の労働条件について調査を行います。法違反が認められた場合には、事業主などに 

  対し、その是正を指導するほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用 

  停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。監督指導は、法違反等を是正していただ 

  くことが目的ですので、是正を確認すれば、監督指導は終了となります。 
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第１３３９回   例会  １１月５日（水） 江南商工会議所 開催 



【L牛垣 和博 プロフィール】 

牛垣建設（株） 専務取締役 現在４４歳 

総合建設業  趣味 特になし 

事業所 江南市高屋町西里１５１ 

L柴田 学 

新入会員 入会式 「牛垣 和博」（うしがき かずひろ）   スポンサー会員 L柴田 学  

MEMBER SHIP  ADVANCEMENT KEY 会長挨拶 

L.HISAMITSU  KANEDA  

L伊神 護 L柴田 学 

結婚記念日おめでとうございます！ お誕生日おめでとうございます！ 

市民の集い無事終了ローア！ L石井 公久 

ライオンズクラブバッチ授与 Ｌ柴田 学 



第５３回 東南アジアライオンズフォーラム in 韓国（仁川） 

２０１４年１１月１３日（木）～１６日（日） 

会場：松島コンベンシア 

フォーラムテーマ 

会場 記念撮影！ 

乾杯～！ 

乾杯！ 

乾～杯！ 
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【本社】 〒480-0138　愛知県丹羽郡大口町大御堂1-233-1

TEL：0587-95-6369　FAX：0587-95-4833 

 東南アジアフォーラム 無事終了！ L松井 義晴 会長挨拶 Ｌ柴田 学 

第１３４０回   例会  １１月１９日（水） 江南商工会議所 開催 

エスペックミック（株） 代表取締役 前川 剛司様 講演 

エスペックミック株式会社 

【本社】〒４８０－０１３８ 愛知県丹羽郡大口町大御堂１－２３３－１ 

TEL ０５８７－９５－６３６９ FAX ０５８７－９５－４８３３ 

【特徴】 

●２～８段までの多段式ベンチを採用し、 

 立体的に室内を利用した完全制御型の 

 植物工場です。 

 

●光源には、蛍光ランプを光源に、LEDを 

 組み合わせることも可能です。 

 

●栽培は、養液栽培の他、有機土壌等を 

 利用した栽培方式もご提案しています。 

最近の植物工場 製品寸法・規格図 



第４回麻雀大会 １０月２０日（月） ホームラン市役所店 PM17:30 

 第１３４０回 ドネーション 

Lions  Environmental  PHOTO  CONTEST  （ライオンズ環境写真コンテスト） 

１位 山下 裕史 ９位 佐藤 順一

２位 和田 政明 １０位 山田 武仁

３位 加藤 徳弥 １１位 佐藤 全宏

４位 伊神 　護 １２位 伊藤 善誓

５位 福田 源公 １３位 細川 幸弥

６位 尾関 靖敏 １４位 青山 公明

７位 矢島 丈吉 １５位 渡辺 俊也

８位 大脇正太郎 １６位 青山 元造

写真タイトル  陰影 

六甲の山頂のオブジェの中の写真です。 

外観は鳥かごのようですが、中に入ると 

影が壁に写っていい感じであったので、 

撮影しました。 

写真の簡単な説明 

  ６R 環境保全委員会 

江南ライオンズクラブ出品写真 

L 細川 幸弥 

第1340回 ドネーション
氏　　名 理由 金額

Ｌ 柴田　学 アジアフォーラム無事終了 10,000
Ｌ 杉本　喜彦 アジアフォーラム無事終了 10,000
Ｌ 菅原　勝八 YCE国際Europeforum無事終了 20,000
Ｌ 天野皓次郎 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 加藤　徳弥 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 金田　久光 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 倉知　義治 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 佐藤　全宏 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 柴田　学 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 杉本　喜彦 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 永田　紘一 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 野田　泰義 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 広瀬　大造 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 松井　義晴 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 矢島　丈吉 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 和田　政明 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び
Ｌ 福田　源公 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び 合計 194,180
Ｌ 加藤　徳弥 東洋東南アジアフォーラム参加の喜び 5,000
Ｌ 和田　政明 会報に企業紹介の喜び 3,000

倉知和子様 会葬のお礼 30,000
Ｌ 後藤　正敏 江南市制60周年記念写真展企画の喜び 5,000

277,180合計
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(有)メルヘン 飲食 

Ｌ青山 公明 代表取締役 
 

〒483-8256 

愛知県江南市中奈良町本郷東 189 

TEL 0587-55-6302 

FAX 0587-55-6302 

アサクラ電子(株)ガス器具部品製造 
Ｌ後藤 正敏 代表取締役 

 

〒483-8036 

愛知県江南市山尻町本丸西１４８

TEL 0587-55-1330 

FAX 0587-54-0782 

(有)サカエスポーツ本店 スポーツ用品販売 
Ｌ小塚 善弘 代表取締役 

 

〒483-8207 

愛知県江南市古知野町熱田１０３

TEL 0587-54-8550 

FAX 0587-56-3895 

倉知会計事務所 税理士 
Ｌ倉知 義治 所長 

 

〒483-8037 

愛知県江南市勝佐町東郷１１８ 

TEL 0587-56-1877 

FAX 0587-56-1855 

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 

〒483-8214 

愛知県江南市古知野町日の出１８６

サンライズ１０１ 

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 

 

会 員 企 業 紹 介 



１２月行事予定 

例会出席状況報告 

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い 

江南ライオンズクラブ会報 

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 柴田 学 江南市五明町根場２７３ 

ＴＥＬ（０５８７）５６－２８５７  携帯 ０９０－９９３１－３９８０ 

ＦＡＸ（０５８７）５６－２９２９ 

 

幹 事 杉本 喜彦 江南市赤童子町藤宮１３－１ 

ＴＥＬ（０５８７）５６－４０３９  携帯 ０７０－５３３５－７１９０ 

ＦＡＸ（０５８７）５５－９５７７   

 

ＰＲ委員長 加藤 徳弥 江南市布袋下山町西１５ 

ＴＥＬ（０５８７）５１－５２５３ 

ＦＡＸ（０５８７）５１－５２５４ 

 

同 副委員長 山下 裕史 各務原市緑苑中１－１６７ 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ（０５８３）８５－２２４１    

ｗｅｂ ： http://konanーｌｉｏｎｓ.jp/  
Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp 

例会プログラム 

お誕生日おめでとうございます 

結婚記念日おめでとうございます 

編集余記 

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・ｱｲﾊﾞﾝｸ窓口(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・聴覚 

推進委員長 小塚 善弘 TEL:(080)1620-9973 

 

・上記連絡がつかない場合 

幹 事 杉本 喜彦 TEL:(070)5335-7190 

Ｌ渡辺 俊也 お勧めの食事店 
 

「百葉箱」 イタリア系 旬の創作料理   

江南市小折本町栄２６０ 

０５８７－５３－１３３４ 
 
コース料理がオススメ！ 

雰囲気もいいですよ。 

L 渡辺 俊也 （談） 

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.ラベルピン贈呈 

９.助成金贈呈 

１０．お食事をどうぞ 

１１．スピーチ  

  すいとぴあ江南 館長 小澤 久様 

1２．報告事項 

1３．テールツイスターの発表 

1４．出席状況報告 

1５．また会う日まで  

1６．ライオンズローア 

1７．閉会のゴング 

  
１２月３日（水） １４：３０～ 

交通安全県民運動 

アピタ江南西店 

  
１２月２０日（土） １８：００～ 

第１３４２回 クリスマス例会 

於：名鉄犬山ホテル 

  

１２月２５日(木)  

第３回江南ライオンズクラブ忘年ゴルフ大会 

於：岐阜セントフールドカントリー倶楽部 

  

≪事務局から冬季休業のお知らせ≫ 

１２月２７日（土）から１月４日（日）まで 

 ≪緊急連絡先≫ 

  会長 Ｌ柴田 学 

     携帯 ０９０－９９３１－３９８０ 

  幹事 Ｌ杉本喜彦 

     携帯 ０７０－５３３５－７１９０ 

第１３３９回 第１３４０回

現在の正会員数 ７７名 ７７名

終身会員 ２名 ２名

本日の出席数 ４５名 ４４名

公務による欠席 ２名 ０名

海外出張 ０名 ０名

病欠 ２名 ２名

L野田 政邦 ２日 L佐藤 全宏 ２４日

L石井 公久 ４日 L高田 良弘 ２６日

L矢島 丈吉 ８日 L尾関 靖敏 ２６日

L細野 和久 １日 L青山 公明 １２日

L青山 勝美 ７日 L中嶋 正雄 ２３日
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