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              ２０１５～２０１６ 年度会長 基本方針 
江南ライオンズクラブ結成５７年という伝統をクラブ会長として 継承させて頂くことに感謝いたしております。 

国の数々の政策によりまして、効果も感じられ景気が徐々に上向いている現状ではありますが、世界では富む 

国と貧しい国、それぞれの国においても富める人と貧しい人の差が広がりつつ有ることが、現実問題として受 

け止めなければなりません。 

私たち江南ライオンズクラブただ一クラブでは出来ることに限りがありますが、まずは身近なこの地域におい 

て、従来の奉仕活動の継続を図り、新たな「ウイ・サーブ」を皆様と共に掘り出し活動を行い、実現に結び付けた 

いと思っております。活動を通して、うれしさや達成感、時には親睦を図って楽しみを共有できますように進めて 

参りたいと思っておりますので、何卒、ご支援、ご鞭撻、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

私 の基本方針を一言で申しますと、  
 
《 運 営 》 

１．会員増強（家族会員倍増） 

２．出席率の向上（声掛け運動） 

３．退会者の防止（会員相互の触れ合い密に） 

《 事 業 》 

１．市民のつどい 

２．徳島眉山ライオンズクラブ親善事業 

３．薬物乱用防止教室の開催 

４．江南地区少年剣道大会江南ライオンズクラブ旗争奪剣道大会の実施 

５．献腎、献眼、献血、聴覚、骨髄移植ドナー登録を実施 

 

「みんなで、楽しく、ウイ・サーブ」 

会長就任挨拶 L野田 泰義 新旧会長バッチ継承 

新会長 L野田 泰義 

 

《略歴》 

KTX（株） 取締役 

昭和１６年１０月生（７３歳） 

１９８５年１０月入会 

SL 安部一夫 
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新旧幹事 バッチ交換 

新旧役員 力強いローア！  旧役員の皆様 大変お疲れさまでした！ 

L福田源公 地区名誉顧問 委嘱状 

新旧役員 バッチ継承 

新旧会計 バッチ交換 

新旧役員 ローア！ 

ウォー 

委嘱状 贈呈 

L菅原勝八 ３３４複合地区YCE実行委員長 委嘱状 委嘱された皆様で、ローア！ ウォー！ 

L後藤正敏 ６R LICF・国際関係委員 委嘱状 
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２０１４年～２０１５年度 江南ライオンズクラブ幹事 L杉本喜彦 《略歴》 尾張油業（株） 代表取締役社長 

                                昭和２７年９月生（６２歳） １９９８年入会 

                                  

            

  

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 

新幹事 L和田 政明  《略歴》 （株）ミツワ 代表取締役 

                昭和２６年１０月生（６３歳） １９９７年２月入会 SL苅谷 一紀 

                

            

  

新幹事 ご挨拶 

「幹事を拝命して」 

幹事予定者として幹事セミナー等に参加し、クラブ幹事の責務の重さを痛感すればする 

ほど、ぬるま湯に浸かりきっていた自分に対する試練だと考え、取り組んでゆきます。 

ライオンズクラブのモットーである「社会奉仕」は、言うまでもなく、楽しい例会を作り、ゴ 

ルフ同好会・麻雀同好会等を通じて交流の場を拡げ、会員相互の交流の中から出席率の向 

上・会員維持・会員増強につながればと思います。会員の皆様方のご指導、ご協力を頂き、 

クラブ幹事の職務を遂行していく所存です。 

一年間大変お世話になりますが、宜しくお願いします。 

新会計 ご挨拶 

新会計 L倉知 義治  《略歴》 倉知会計事務所 所長（税理士） 

               昭和２８年９月生（６１歳） １９９９年７月入会 SL中村 真寿夫 

            

  

前年度会長 L柴田 学 ご挨拶 

「会計を拝命して」 

この度名誉ある江南ライオンズクラブの会計を拝命しました倉知義治です。 

近年景気の動向もあり会員数が減少し今年度は会員７４名終身会員１名の状態からの船出 

となります。会長・幹事は新入会員の数値目標を５名と掲げて邁進して行くと言って見えま 

すので頼もしい限りです。会員の減少は収入の減少に直接結び付きます。会費を値上げす 

るとか、直ちに資金不足に陥ることは当分の間ありませんが、資金の有効活用が図られる 

よう努力しますので皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

２０１４年～２０１５年度 江南ライオンズクラブ会長 L柴田 学 《略歴》 （有）柴田製作所 代表取締役 

                               昭和２５年７月生（６５歳） １９９８年入会 

                                  

            

  

第５６代江南ＬＣの会長という大役を受け、私の人生において貴重な体験が出来、大変意義 

のある１年でありました。これも一重に幹事Ｌ杉本喜彦はじめ各役員、各委員長、会員諸兄の 

ご指導ご鞭撻によるものと心より感謝申し上げます。 

過ぎてみれば１年は短いもので前会長のＬ佐藤順一が今頃は「にこにこ」されていたのが 

思い出されます。私が苦としております「挨拶」と「文章を書く事」から解放される喜びを 

今感じています。今年のアクテビティの目玉は「さかなクン」の講演とイタリアからのＹＣＥ 

生の受入、尾北の学生のＹＣＥ生の送り出しです。その他に例年の行事等実のある奉仕が 

出来ました。全てが企画から実行まで委員長を中心にやりとげる江南ＬＣメンバーに感謝 

しております。最後になりますが、私の任期中に退会者が数多く出ました事は私の不徳の 

致すところと痛感しております。又、大脇正太郎様、倉知康之様、尾関靖敏様がご逝去され 

ました。心よりご冥福をお祈りします。 

Ｌ野田会長は準備段階も終わり、いよいよ船出となります。色々諸問題がありますが、全て 

克服される事を信じ、門出をお祝い申し上げます。 

１年間、本当にありがとうございました。 

 
前年度幹事 L杉本喜彦 ご挨拶 

一年間有難うございました。 

思えば、L永田とL柴田が直々に私をたずねてこられたのは一昨年の１２月頃だったと思い 

ます。当時私は、ライオンズの幹事という大役はとてもこなせるとは思っていませんでした 

が、お二人はいとも軽く、深く考えることは杞憂だ、などという甘言にその気にさせられた 

のが誤解だったと思います。それからは多くの失敗をしながら、会長、前幹事に助けられ、 

その後快適な走りとは言えませんでしたが、「さかなクン」の講演をはじめ、拍子木の寄付 

などの活動ができ、そして、なんとか去る６月２０日に最終例会終えることができたのは無 

上の喜びです。しかし、皆様の協力により家族会員１３名と、L牛垣和博には入会していただ 

                         ・・・・次ページへ続く・・・・ 
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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 

                                  

            

  

                                ・・・・前ページより・・・・ 

きましたが、L大脇正太郎をはじめ、L倉知、L尾関を失うこともあり、大幅な正会員の減少をとめられなかったのは 

わたしの力不足だと思っています。また、運営やライオンズ活動にしても、L柴田会長により以上に力を発揮しても 

らえるようにできなかったのは、やはりわたしの力不足でしょう。それでも、なんとかここまでやってこられたのは、 

やはり会長、会計はもちろんのこと、理事会メンバーすべての方々、そして会員各位の協力がいただけたからです。 

紙面を借りて御礼申し上げます。 どうも有難うございました。 

今度の野田会長、和田幹事は立派な方々ですので、期待以上に活躍されることと思います。第一例会の進行を拝見 

しても、要領を得たスムーズな運営に感服した次第です。 

７月 お誕生日おめでとうございます！ 新幹事 L和田 政明 ローア！ 

江南市長・江南警察署長・江南商工会議所会頭 表敬訪問 ７月１０日（金）午前９時～ 

江南警察署長 可児賢司様 江南市長 Ｌ沢田和延様 江南商工会議所 滝紀彦専務理事様 

  

                 本日は、日本ボーイスカウト愛知連盟尾張北地区江南第一団と第三団、ガー 

                 ルスカウト日本連盟愛知県第十一団、江南文化協会、江南市スポーツ少年団、 

                 江南市剣道連盟、江南保護区保護司会の代表の方々においで頂いております。 

                 皆様方におかれましては、日頃のボランティア活動誠にご苦労様でございます。 

                 また、ありがとうございます。江南ライオンズクラブは、そうした皆様方のお骨 

                 折りに対しまして毎年、些少では有りますが、助成金を出させて頂いております。 

                 後ほど、お受け取り頂きたく存じます。 

                  話は変わりますが、先日，幕張メッセの展示会におきまして第一回「ドローン」展 

                                  が開催されましたので行って参りました。 

日本では忍者が化ける時に使われる言葉ですが、本当の意味は「蜂の羽音」と似ているところから付けられた名称だそ 

うす。アメリカでは軍事に目的で1970年スタートしていて飛行ロボットと別名言われていて、無人で飛行する、飛行機、ヘ 

リコブターを含めた総称してドローンというそうであります。10,000Kmからの操作も可能だそうで有りまして4箇所プロ 

ペラの一枚が故障すると、徐々に落下するが、5～6枚のプロペラになれば落下はしない。展示会では、8000万円の物が 

展示して有り、能力は、風速25M/sec－35c*,一回の充電で55分OK,だそうであります。4570M/海抜までOK。これからのド 

ローン産業は年率2倍の延びが期待されると業界は期待している。現在民間では、3Dカメラを積んで測量、高度の点検に 

使われる事が多いそうです。大手の製造会社は、中国のDJI社で年間10000機を製造しているそうです。日本の製造メー 

カーの部品は、ほとんどそこから買っていると聞いた。今年の1月に総理大臣官邸で落下して話題になり一昨日「7月12日」 

法による一部掛けられた。福島原発事故の時もいち早く来て上空からの写真を撮っているし、また、弊社の太陽光発電の 

点検も昨年は2名の人が2日間かかっていたものが、今年は、ドローンを飛ばして2時間くらいで点検完了でした。これから 

のドローン産業は楽しみも多いですが反面、武器として使用する事になった時、この上ない危険をはらんでおります。まず 

は、江南市としていち早く、木曽川の河川敷をドローンの遊び場として県に対して手を上げては如何でしょうか？ 

大きな産業誘致も遊びからです。 

 

会長挨拶 Ｌ野田泰義 
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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 

第１３５６回 ドネーション 

第１回麻雀大会 ７月２７日(月）ホームラン市役所店 PM17:30～ 

 江南市文化協会  

副会長 青山碧雲様 
江南市スポーツ少年団  

  河合正猛様 

 江南市剣道連盟  

   柴田学様 

江南保護区保護司会 

   河井隆様 

 江南Ｌ。Ｃゴルフ部長  

   Ｌ丹羽誠 

 江南Ｌ。Ｃ麻雀部長  

   Ｌ佐藤順一 メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
・
キ
ー
贈

Ｌ鈴木明、 Ｌ後藤正敏、 Ｌ青山公明  

助成金贈呈 

 助成金贈呈者 代表して感謝のご挨拶 

日本ボーイスカウト 愛知連盟尾張北地区 

  江南第１団 団委員長 石黒雅之様 

ガールスカウト日本連盟 

  愛知県第１１団 

   阿部真弓様 

江南第３団 副団委員長 

   苅谷有朗様 

Ｌ野田　泰義 開会のゴングを間違えました 10,000
Ｌ高田　真宏 市民委員長就任の喜び 10,000
Ｌ和田　政明 クラブスローガン採用の喜び 5,000
Ｌ柴田    学 剣道連盟へ助成金を頂いた喜び 5,000
Ｌ河合　正猛 スポーツ少年団へ助成金を頂いた喜び 5,000
Ｌ細野　和久 モナークシェブロン受賞の喜び 3,000

合計 38,000

１位 L佐藤順一 ９位 L松田哲育

２位 L佐藤全宏 １０位 L伊神 護

３位 L青山公明 １１位 L柴田 学

４位 L加藤徳弥 １２位 L菅原勝八

５位 L野田泰義 １３位 L青山元造

６位 L和田政明 １４位 L伊藤善誓

７位 L山田武仁 １５位 L丹羽 誠

８位 L矢島丈吉 １６位 L山下裕史
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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．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．お食事をどうぞ 

9．前年度会計報告及び監査報告 

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 

江南ライオンズクラブ会報 

ご結婚記念日おめでとうございます 

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 

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 

 

・上記連絡がつかない場合 

幹 事 和田 政明 TEL:(0９0)９１２６-９６５３ 

８月行事予定 例会プログラム 

第４０回江南市民サマーフェスタ 

平成２７年８月７日（金）～９日（日） 

江南阿波おどり大会 

 

・8月7日（金） 午後7時30分～9時  

 布袋会場（布袋ふれあい会館前） 

・8月8日（土） 午後7時～9時  

 古知野会場（市民文化会館屋外） 

 

  
８月２２日（土）PM１８：００～ 

  第１３５８回例会 徳島眉山ＬＣ親善例会 

    於：名鉄犬山ホテル 

８月２３日（日）  

第３４回江南ライオンズクラブ旗争奪剣道大会 

第６１回江南地区少年剣道大会 

  於：江南市武道館 

８月２３日（日） 

江南L.C・徳島眉山LC親善ゴルフ大会 

  於：東建カントリー塩河倶楽部 

  

≪事務局から夏季休業のお知らせ≫ 

８月１０日（月）～１４日（金）まで 

≪緊急連絡先≫ 

会長 Ｌ野田泰義 携帯 ０９０－３１５８－２５７９ 

幹事 Ｌ和田政明 携帯 ０９０－９１２６－９６５３ 

退会者 

L倉地 一也

Ｌ山田　武仁 １日 Ｌ稲波　茂男 １２日

Ｌ天野皓次郎 ２日 Ｌ石井　公久 １２日

Ｌ宮瀬　義則 １０日 Ｌ酒井　幹治 ３１日
第１３５５回 第１３５６回

現在の正会員数 ７４名 ７４名

終身会員 １名 １名

本日の出席数 ４６名 ４６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
L山下裕史 ２８日
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