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江南ライオンズクラブ  ２０１４年～２０１５年の最終例会！ 

役員、関係者の皆様、大変お疲れ様でした☆ そして、有難うございました！ 
 

   ２０１５年～２０１６年へ！ 

   力強くバトンタッチ！ 
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江南市長 L沢田 和延  江南ライオンズクラブ 会長L柴田 学 授与 

ウォー！ 

会長挨拶 L柴田 学 司会進行役 幹事 L杉本 喜彦 

江南市へ寄付目録贈呈（拍子木贈呈） 江南ライオンズクラブへ感謝状贈呈 

運営委員会 活動表彰 事業委員会 活動表彰 

会長表彰 皆出席表彰 

ウォー！ 

みんなで、

ウォー！ 
みんなで、

ウォー！ 
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第１３４６回 ２月１８日（水） ４クラブ合同例会  名鉄犬山ホテル 彩雲の間 

L和田 政明 

YAMAHA エレクトーンデモンストレター 

     「坂本栞菜」講師 

L野田 泰義 

地区名誉顧問・元地区ガバナー L福田源公 

ハッピー☆ L山腰員令ご夫妻 

次期会長挨拶 L野田泰義 次期幹事 司会バトンタッチ 

現会長 ＆ 次期会長 の力強いローア 乾杯！ 

エレクトーン演奏 親睦委員長 司会バトンタッチ  

開場風景  

ウォー！L野田 泰義＆L柴田 学  

乾杯は、ウィ・サーブ！ 

L金田 久光 



L後藤正敏 ウォー! 

ご挨拶 新市長 Ｌ沢田和延 ご挨拶 新市議会議長 Ｌ古池勝英 

６月 お誕生日おめでとうございます！ 

  

６月 結婚記念日おめでとうございます！ 

長期在籍会員賞｛モナーク・シェブロン」受賞者 スピーチ 次期６R・LCIF国際関係委員 L後藤正敏 

最終理事会！お疲れ様でした！ 会長挨拶 L柴田 学 



ドッチビー競技 

第４１回江南ライオンズ杯 友団スポーツ大会 ６月１４日（日）AM9:15集合 

第５回最終ゴルフ大会 ６月１８日（木） グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

表彰式 

優勝 L伊神　護 ２位 L佐藤 全宏 ３位 L青山 公明

優勝旗授与 
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 第１３５２回 ドネーション 

ホームラン 市役６店 

愛知県江南市赤童子町御宿12 

電話 ０５８７－５３－３５１８ 

講演 「ダルクからのメッセージ」 

西部中学校 体育館 中学校３年生 

第１３５３、１３５４回 ドネーション 

第１１回麻雀大会 ６月２４日(水）ホームラン市役所店 PM17:30～ 

青少年薬物乱用防止教室開催 ５月２９日（金）PM13:40～PM15:00 江南市立西部中学校 

NPO法人 名古屋ダルク代表 柴真也氏  

講演 保護司 L武馬 宏祐   江南LC会長挨拶 L柴田 学   

　第1354回 ドネーション
氏　　名 理由 金額

Ｌ 野田　政邦7 銀婚式お祝いの喜び 10,000

Ｌ 杉本　喜彦 初孫の喜び 10,000

Ｌ 後藤　正敏 例会スピーチの喜び 5,000

25,000

１位 和田　政明 ７位 渡辺　俊也

２位 菅原　勝八 ８位 佐藤　順一

３位 佐藤　全宏 ９位 青山　公明

４位 松田　哲育 １０位 山田　武仁

５位 矢島　丈吉 １１位  山下　裕史　

６位 伊神　　護 １２位 伊藤　善誓

　第1353回 ドネーション
氏　　名 理由 金額

Ｌ 高田　良弘 金婚式お祝いの喜び 20,000

Ｌ 福田　源公 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 柴田　学 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 野田　泰義 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 苅谷　一紀 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 渡辺　俊也 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 菅原　勝八 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 武馬　宏祐 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 和田　政明 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ 野田　泰義 年次大会欠席のお詫びとして 10,000

Ｌ 柴田　学 江南市福祉協議会からのお礼 1,000

Ｌ 菅原　勝八 麻雀大会優勝 3,000

Ｌ 加藤　徳弥 麻雀大会２位 2,000

Ｌ 矢島　丈吉 麻雀大会３位 1,000

計 61,000



江南ライオンズクラブ会報 

退会者 

例会出席状況報告 

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い 

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 野田 泰義 江南市寄木町天道６６番地 

ＴＥＬ（０５８７）５４－９０２０  携帯 ０９０－３１５８－２５７９ 

ＦＡＸ（０５８７）５４－９０２０ 

 

幹 事 和田 政明 江南市布袋町北１４９番地 

ＴＥＬ（０５８７）５５－６４５５  携帯 ０９０－９１２６－９６５３ 

ＦＡＸ（０５８７）５５－６４５５   

 

ＰＲ・IT委員長 山下 裕史 各務原市緑苑中１－１６７ 

ＴＥＬ（０５８）３８５－２２４１ 携帯 ０９０－８６７２－５９２９ 

ＦＡＸ（０５８）３８５－２２４１ 

 

同 副委員長 牛垣 和博 江南市高屋町西里１５１ 

ＴＥＬ（０５８７）６－０６７６ 携帯 ０９０－５１０９－６７７０ 

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

お誕生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 石井 公久 TEL:(０９０）３２５３-９３０２ 

 

お勧めのお店  カフェ、フレンチ「Brasserie三幸」   
 

江南市上奈良町豊里98 

０５８７－５３－６０００ 
 
焼き立てパン食べ放題！ 

お洒落な店内 

女性に人気！ 

パーティー出来ます！ 

コスパが良いです！ 

１．開会のゴング 

２．国旗に敬礼 

３．国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 

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．新旧役員バッチ継承 

７．記念品贈呈 

８．会長挨拶 

９．会員慶祝 

10.お食事をどうぞ 

11．審議事項 

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 

７月行事予定 例会プログラム 

Ｌ祖父江宏光 ８日 Ｌ伊藤　善誓 21日

Ｌ佐藤　全宏 １１日 Ｌ柴田    学 ２４日

Ｌ颯田　哲哉　 １６日 Ｌ松田　哲育 ３１日

Ｌ苅谷　一紀 18日

L廣瀬 大造

２００８年 ４月入会 SL金田久光 

第１３５３回 第１３５４回

現在の正会員数 ７５名 ７５名

終身会員 ２名 ２名

本日の出席数 ４８名 名

公務による欠席 ０名 ０名

海外出張 ０名 ０名

病欠 ２名 ２名

 
７月１５日（水） PM12:15～  

第１３５６回 例会 於 ： 江南商工会議所 

最終例会 エレクトーンデモンストレーター 

坂本栞菜講師 

YAMAHA 
ミュージックリテイディング 

自店講師 

毎週、水曜日 

柏森駅そばの 

スナック「花もも」で 

演奏しています！ 

遊びに来て下さいね！ 

（さかもとかんな） 
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