
３３４Ａ地区スローガン　　　　もういちど　ウイ・サーブ
  

  

  

  

  

スピーチ 

愛知県副知事 堀井奈津子 様 

 

曼陀羅寺 
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本堂 ご祈祷 
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力強い、ローア！ 江南ライオンズクラブ会長挨拶 

１月 ご結婚記念日おめでとうございます！ １月 お誕生日おめでとうございます！ 

L高田 真宏  L野田 泰義 

曼陀羅寺 庫裡 会場風景/お弁当 

 

堀井奈津子さんは、愛知県江南市で幼稚園まで過ごした。 

東北大法学部を卒業後、１９９０年に旧労働省入省。 

福祉人材確保対策室長や消費者庁消費者制度課長などを歴任し、２０１３年７月から現職。地方勤務も経験した。 

大村知事は記者会見で「多様な視点を取り入れることが重要」と女性登用の理由を説明し、堀井氏について 

厚労省から推薦があり、直接面談して快活な人柄や幅広い行政経験から適任と判断した」と述べた。 

 

                             （２０１５年６月 中日新聞記事より転記） 

 

愛知県副知事 堀井奈津子さんプロフィール 
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幸先の良いスタートとはいえません。 

大きなハンディキャップを背負った2016年スタートとなりました。 

今日は曼陀羅寺様にお参りして無事、平安を願いました。 

今日のスピーカーは愛知県副知事の堀井奈津子様をお迎へして 

県の行政につきましてはお話を受け賜ります。 

1月の第二例会は、澤田市長さんにお願いをして参りまして、 

今からスタートしょうとされているタウンミーティングをされます 

内容を一足早くプロジェクターを使いまして新しい取り組みを説明をして頂くことにしております。 

どうぞ皆様、楽しみにして頂きたいと思います。 

なお、本日スピーチをお願いしておりました奥村悠二Lから新年のご挨拶と 

堀井副知事様にお願いをされました旨の電報が届いていますので、ここで 

御披露させて頂きまして、新年の私からの挨拶とさせて頂きます。 

  

江南ライオンズクラブ 第1367回曼陀羅寺例会 会長挨拶 
 

皆様、明けましておめでとうございます。 

正月のお休みは如何な過ごし方をされましたでしょうか。 

大変暖かく雨もなく過ごしやすい日々でした。 

私は、石川県栃破市庄川町「三楽園」を宿として井波彫刻をくまなく観て参りました。  

新年早々から世界は四件の大事件が発生しています。 

一つは、イランとサウジアラビアとの国交断絶で有りました。 

二つ目は、北朝鮮の「核実験」で有りましす。 

三つ目は、株価の大暴落で有りましす。 

四つ目は、原油価格の10数年ぶりの安値であります。  

  

  

  

 

 

澤田市長が、市民の皆さんと直接お話しをします。良好なコミュニケーションの中で、 

信頼関係を築きながら、皆さんの声を今後の市政運営に活かします。  

ぜひご参加いただき、皆さんの声をお聞かせください。  

 
 
 

◆テーマ 

防災 ・ 企業誘致 

◆出席者 

市長、副市長、危機管理室長、生活産業部長、 

事務局（地域協働課）  

 

スピーチ 

江南市長 L澤田 和延 

 

◆開催日時 

平成28年1月30日（土）午前10時～11時30分 

◆開催会場 

市民文化会館 第1会議室  

 

タウンミーティングを開催します！ 「こうなんだ江南・未来を語ろう」  
 



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野田 泰義 

ゴルフ部会 部長 L丹羽 誠 

L C I F ピン贈呈  会長挨拶  

・公認ガイディング・ライオン認定証 ２０１４－２０１５年度 会員優秀ラペルピン授与  

 L澤田 和延  L柴田 学 

助成金贈呈  

親睦同好会 部長 L佐藤 順一 

ライオンズ ローア！  

 L澤田 和延  L柴田 学 

            会員満足度向上アワード 

          会員増強目標達成パッチ 

          会員増強プログラム 

          勧誘目標達成パッチ授与 

2014-2015年度 
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防犯カメラ感謝状贈呈  於：江南市役所 

YCE 新海日菜さん、１月９日マレーシアより帰国 於：中部国際空港 

江南ライオンズクラブ第1368回例会  会長挨拶 
 

皆様、こんにちは、今日は大変な日になりました。 

この冬初めての雪が積もり足元の悪い中、ご出席頂きありがとうございました。 

本日の例会は、たくさんのアワードが届いていますので、後ほどお名前をお呼び致しますので 

お受け取り頂きたいと思います。 

また、本日のスピーチは、ライオンズメンバーでもあります、澤田市長さんにお願いを致しておりました。 

この度、江南市の方で、新しくブロジェクターを使いましたタウンミーティングを各地域で開催される 

事を計画されておりまして、その手始めにこの例会のスピーカーとしてお願いを致しました。 

たくさんの資料の中から、特に、防災と企業新規誘致につきましてはお話が頂けると思いますが、澤田 

市長さん今日は宜しくお願いいたします。 

少しでも多くお聞きしたいので、これで私の例会のご挨拶とさせていただきます。 

  

  
 

第１３６８回例会  会長挨拶 

第１３６８回例会  

液晶プロジェクターを使用したスピーチ 

江南市長 澤田和延様 



第１３６７回ドネーション 

第 １３６７回例会ドネーション
Ｌ野田　泰義 会報に写真掲載の喜び 10,000
Ｌ和田　政明 会報に写真掲載の喜び 5,000
Ｌ金田　久光 会報に写真掲載の喜び 5,000
Ｌ森下　栄二 会報に写真掲載の喜び 5,000
Ｌ福田　源公 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ伊藤　義弘 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ青山　和男 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船戸　和昭 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ丹羽　愛禮 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ永田　紘一 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ細川　幸弥 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ青山　公明 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ市川　信行 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ大澤　潤一 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ松岡　信孝 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ橋本　芳博 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ山腰　員令 会報に写真掲載の喜び 3,000

会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ伊神　武司 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ高田　真宏 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ丹羽　　誠 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ岸　　信勝 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ山腰　員令 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ中嶋　正雄 江南ＬＣ第３回ゴルフ大会　優勝の喜び 5,000
Ｌ市川　信行 江南ＬＣ第３回ゴルフ大会　準優勝の喜び 3,000
Ｌ伊藤　義弘 江南ＬＣ第３回ゴルフ大会　第３位の喜び 2,000
Ｌ佐藤　全宏 江南ＬＣ第４回麻雀大会　第２位の喜び 2,000

合計 97,000

第 １３６８回例会ドネーション
Ｌ野田　泰義 江南ライオンズクラブ前期を無事終了の喜び 20,000

本日の例会スピーチの喜び 5,000
Ｌ柴田    学 前年度江南ライオンズクラブ会員増強目標満足度向上アワード達成の喜び 5,000
Ｌ金田　久光 江南市民花火大会実行委員会を昨年12月21日に設立しました 5,000
Ｌ中嶋　正雄 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ杉本　　博 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ鈴木　　明 会報に写真掲載の喜び 3,000

合計 44,000

第１３６８回 ドネーション 

たくさんのドネーション 

有難うございました ！！ 



江南ライオンズクラブ会報 

第５０回江南市民駅伝競走大会 

例会出席状況報告 

ご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 

例会プログラム ２月行事予定 

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 

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 

  
２月１７日（水） １２：１５～ 
第１３７０回 四クラブ合同例会 
於：名鉄犬山ホテル 
ホスト：丹羽Ｌ.Ｃ 

  

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．算賀年寿のお祝い 
９．審議事項 
(1)中間決算について 
(2)次期役員について  
10．お食事をどうぞ 

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 

平成28年2月14日（日） 
すいとぴあ江南を起点に市北部のコースで開催 

14.36kmのコースを一般と高校男子が5区間、 

女子と中学校男子は6区間に分けてたすきを 

つなぎます。  

 

 

L細川　幸弥 １日 L岸　信勝 ２１日

L浅井　英雄 ３日 L小塚　善弘 ２３日

L野田　政邦 ３日 L杉浦　功人 ２３日

L橋本　芳博 ９日 L田代　勇 ２３日

L伊神　武司 １７日 L増田英一郎 ２７日

Ｌ中嶋　正雄 ２日

Ｌ颯田　哲哉 ７日

Ｌ浅井　英雄 １６日

第１３６７回 第１３６８回

現在の正会員数 ７８名 ７８名

終身会員 １名 １名

本日の出席数 ４４名 ４８名

公務による欠席 １名 １名

海外出張 ０名 ０名

病欠 １名 １名
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