
３３４Ａ地区スローガン　　　　もういちど　ウイ・サーブ
  

  

  

  

  

ライオンズクラブ国際協会３３４複合地区 

   YCE実行委員長 L菅原  勝八 

例会スピーチ 

所属クラブ   江南ライオンズクラブ    

現職   有限会社 ユニオン機器 取締役会長 

生年月日  昭和１９年６月  SL  伊神慎哉 
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YCE（国際青少年交換プログラムとユースキャンプ・プログラム）  

ライオンズクラブ国際協会 会員キー賞受賞 江南ライオンズクラブ会長挨拶 

１０月 ご結婚記念日おめでとうございます！ １０月 お誕生日おめでとうございます！ 

L松井 義晴  L野田 泰義 

世界中の異なる文化を生活の場で体験 
 
毎年、ライオンズの国際的なユースキャンプ及び交換プログラムは、若者の外国での滞在を支援する 

ことにより、生活の場で異文化に接する機会を提供しています。各ユースキャンプ及び交換プログラム 

には、多数存在するライオンズの国際クラブのいずれかによりホストされる長期滞在も含まれます。 

ユースキャンプ及び交換プログラムに参加する方は、母国とは異なる国でホームステイします。  

世界中からやってくる同年齢の人々と出会います。  

私たちすべてが共有するつながりと、出身がどこであれ互いの違いを尊重することを学びます。  

 
 

国際青少年交換プログラムとユースキャンプ・プログラム 
 
青少年交換プログラムは、ライオンズクラブが存在する数百の国と地域で手配できます。大半の交換 

留学では、参加者（15～21歳）が他国の1つまたは複数のホストファミリーの自宅に4～6週間滞在します。 

キャンプは1週間から2週間の期間で行われ、16～22歳の世界中の若者が集まります。キャンプには 

通常、ホストファミリーの自宅での1～4週間の滞在が含まれます。100以上のライオンズが毎年、約39 

か国でキャンプを実施しています。キャンプの活動には文化または自然の名所への訪問、スポーツ・ 

イベント、キャンプ参加者による各国の紹介が含まれます。 

 

ライオンズクラブ国際協会H.Pより転記 
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１０月８日（木）青少年薬物乱用防止教室 於：江南市立北部中学校 体育館 

１０月３日（土）４日（日）江南市民まつり 献血活動！（すいとぴあ江南会場内）９：００～１６：００ 

ボーイスカウト タープテント贈呈 

 

献血お願いしまーす！ 

岩倉LC L坂本 吉三 応援有難うございます！ 

江南ライオンズクラブ会長挨拶 L野田 泰義 体育館 中学３年生（約１７０名） 

《事業内容》 

献血車２台 ９：００～１６：００ 

骨髄ドナー登録受付 

献血者２００名オーバー！有難うございました♪ 
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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 

１０月１０日（土）第３４回江南ライオンズ旗争奪剣道大会・第６１回江南地区少年剣道大会 於：江南市民体育館 

保護司 L武馬 宏祐 NPO法人 名古屋ダルク 代表 柴 真也 氏 

開会の辞 江南LC第一副会長 

    L小塚 義弘 

司会 江南LC第二副会長 

    L宮瀬 義則 

江南LC会長挨拶 L野田 泰義 江南市剣道連盟理事長挨拶 松本利幸 様 

選手宣誓！ 
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講演 太田光一様 「青色LED ～その開発ストーリー～」 

  

入賞者 記念写真 会場 熱戦試合風景！ 

会長挨拶 Ｌ野田泰義 

豊田合成株式会社 特任顧問 太田光一様 

本日はお忙しい中、有難うございました！ 



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１３６１回、１３６２回 ドネーション 

第４回麻雀大会 １０月２８日(水）ホームラン市役所店 PM17:30～ 

第 １３６1回例会ドネーション
Ｌ野田　泰義 市民まつり献血ありがとうございます。 10,000
６Ｒ献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員
Ｌ坂本　吉三 市民まつり献血応援の喜び 3,000
Ｌ菅原　勝八 例会スピーチの喜び 5,000
Ｌ野田　泰義 会報に写真掲載の喜び 10,000
Ｌ福田　源公 会報に写真掲載の喜び 5,000
Ｌ伊藤　義弘 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ菅原　勝八 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ伊神　　護 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ武馬　宏祐 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ丸尾　　猛 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ天野皓次郎 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ伊藤　善誓 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ青山　勝美 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ佐藤　順一 新社屋完成の喜び 20,000
Ｌ佐藤　順一 新車購入の喜び 10,000
Ｌ和田　政明 子供の結婚の喜び 20,000
Ｌ苅谷　一紀 外孫が誕生の喜び 10,000
Ｌ山下　裕史 江南ＬＣ第３回麻雀大会　優勝の喜び 3,000
Ｌ青山　公明 江南ＬＣ第３回麻雀大会　第３位の喜び 1,000

合計 121,000

大人気！ 市民のつどい 東儀秀樹 コンサート入場者希望者 厳正抽選！ 

第 １３６２回例会ドネーション
太田　光一様 例会スピーチの喜び 10,000
Ｌ野田　泰義 江南ライオンズクラブ剣道大会無事終了の喜び 10,000
Ｌ金田　久光 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

合計 23,000

１位 山田　武仁 ７位 菅原　勝八

２位 佐藤　全宏 ８位 山下　裕史

３位 青山　元造 ９位 和田　政明

４位 野田　泰義 １０位 矢島　丈吉

５位 松田　哲育 １１位 佐藤　順一

６位 伊神　　護 １２位 青山　公明
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例会プログラム １１月行事予定 
  
  
 

１１月４日（水）１２：１５～ 

第１３６３回例会 

  於：江南商工会議所 

 

１１月２２日（日）１０：００～ 

第１３６４回例会 

市民のつどい 

「東儀秀樹 晩秋のコンサート」 

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）５６－０６７６ 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 

What"s New 東儀秀樹 

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．スピーチ  

  講師 いちい信用金庫育英会理事 田中 豊 様 

 「蜂須賀小六よもやま話」                          

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 

2015年6月12日 東儀秀樹(著) 

『白うさぎと天の音 雅楽のおはなし』発売 

 それぞれの楽器を題材に、その由来と、音楽の喜び 

を描いた三つのお話。 

楽しみながら、日本の音楽への関心が高まります。 

 

2015年6月10日 東儀秀樹(著) 

『東儀家の子育て 才能があふれ出す35の理由』発売 

 親もワクワク楽しみながら、子どもがのびのびと多方面 

の才能を伸ばす子育て論とはいったい？ 

東儀家で行われているすべてを公開。 

 

2015年3月2日 東儀秀樹 監修 

『東儀秀樹と雅楽を観よう』発売 

 自然と融合した雅楽を、その歴史から笙、篳篥、龍笛の 

3楽器の演奏方法、舞、教科書に出てくる「越天楽」まで 

解説しております。 

 東儀秀樹H.Pより転記 

第１３６１回 第１３６２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 ４４名 ４２名

公務による欠席 ０名 １名

海外出張 ０名 ０名

病欠 ２名 ２名

Ｌ鈴木　明 ３日 Ｌ奥村　悠二 １３日

Ｌ尾関　正夫 ６日 Ｌ丹羽　義置 ２４日

Ｌ山下　裕史 ６日 Ｌ福田　源公 ２５日

Ｌ大里　芳勝 9日

L田代　勇 １日 L佐藤　順一 １４日

L青山　勝美 ３日 L近藤　真市 ２２日

L高田　真宏 ６日 L細野　和久 ２３日

L永田　紘一 １１日 L苅谷　一紀 ２３日

L鈴木　明 １２日 L尾関　正夫 ２７日
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第1361回 江南ライオンズクラブ会長 L野田泰義 例会スピーチ 

 

皆様、こんにちは、コスモスが、きれいに咲いている季節になりました。 

本日のスピーカーにはライオンズクラブ国際協会334A複合地区YCE実行委員長で前複合地区 

YCE委員長のL菅原勝八にお願いを致しましました。 

YCE生の受け入れ、滞在中の安全管理等、日本国滞在の成果の為に数年に渡り奮闘されていま 

すが、そのご苦労話をお聞きし、理解を深めたく思います。 

L菅原勝八には、快く受け入れて頂きまして、誠にありがとうございました。 

去る、10月3,4日の江南市民まつりにおきましては、江南ライオンズクラブの五献・聴覚委員会の 

石井委員長を中心に献血活動を行いました。 

また、骨髄ドナーの提供者の受付も同時に行いました。 

江南LCメンバーの皆様、ボーイスカウトの方々の協力を頂きまして、お陰様で200名の採血者目 

標をクリヤー致しまして、1日目は100名、2日目は112名の方々から貴い献血を賜りました。 

ありがとうございました。 

話は変わりますが、孫(小学4)を連れて、自衛隊第十師団の定期演奏会に出かけました時の事で 

あります。演奏が始まる前に、全員起立を致しまして「国歌の斉唱」がありました。 

とても厳粛に感じ良いセレモニーでした。ところが、隣にいる孫からは「君が代」を歌う声が聞こ 

えてきませんので、演奏が始まる僅かな時間に、「どうして国歌を歌わないの？」と聞いてみたら 

思いがけない応えだった。「学校で、習っていないから知らない」という訳であります。 

「国歌を教えない学校」「国歌を知らない小学生」信じられない事で衝撃でありました。  

メンバーの皆様はこの現実にどう思われますか。 

我が国は、ありがたい事に永い間、平和が続いて参りました。 

その結果「平和ボケ」との声も聞かれるこの頃であります。 

この国はアメリカが護ってくれる国ではありません。 

いざという時には、援護はしてくれるでしょう。この国は自衛隊だけが護る国でもありません。 

私達、国民が護らねばなりません。 

得と理解するべきだと思います。 

 
第1362回 江南ライオンズクラブ会長 L野田泰義 例会スピーチ 

 

皆様、こんにちは、終日通して、気持ちの良い秋日でございます。 

江南ライオンズクラブ市民の集い「東儀秀樹 晩秋のコンサート」入場整理券の往復ハガキ 

での申し込みの受付は本日の午前中の配達までにて締め切りとさせて頂きました。 

後ほど市民委員長のL高田真宏よりお話しが有ると思いますので宜しくお願いしします。 

前回の例会以後のアクティビティーの報告をいたします。 

10月8日には、北部中学校で、薬物乱用防止教室を愛知さくらライオンズクラブと共同で、名古屋 

ダルク理事長の柴真也氏の講演を頂き、3年生を対象に開催されました。 

保護士の立場と青少年指導薬物乱用防止委員長の立場でL武馬宏祐よりスピーチもして頂きました。 

また、10月10日第30回江南ライオンズクラブ旗争奪剣道大会、第61回江南少年剣道大会が江南武 

道館で早朝より執り行われました。江南剣道連盟の方々、御父兄の皆様、もちろんメンバーの皆様 

の協力を頂きまして大変意義な、熱気あふれる大会でありました。 

皆様のご協力誠にありがとうございました。 本日のスピーカーは太田光一先生です。 

私の30年来の友人で有りまして、LEDで本来であれば日亜化学の中村氏ではなく太田さんこそが 

ノーベル賞を頂けた人だと私は思っています。各地の講演のお忙しいスケジュールの中、気持ちよ 

くスピーチを受けて頂きまして大変嬉しく思っています。太田先生、お忙しいところありがとうござ 

います。弊社のボーラス電鋳の特許も太田さんのお力添えを頂いて取得しています。 

尚、市民まつりのイベントとして定着致しました小学校の生徒を中心に親子夜の凧揚げ大会に使わ 

れていますLEDは全て豊田合成様から地域貢献として頂いておりますが、私が太田さんに頼みまし 

て実現したものです。本日のお話して頂きます時間は、短い時間では有りますが、どうかメンバー 

の皆様には、このタイミングでLEDにつきまして理解を深めて頂ければ幸いであると思います。 

以上で、わたくしの例会の挨拶とさせて頂きます。  

 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2015/01/led_10.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI2on2rczcyAIV4SOmCh2BrQ6F&usg=AFQjCNF6bsCmYFgIFtlMI_ZHmowoPDbtGA

