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次期会計       L青山 公明 

次期第一副会長  L伊神 護 

次期第二副会長  L渡辺 俊也 

次期第三副会長  L伊神 武司 

 

よろしくお願いします！ 

次期第三副会長 

例会スピーチ L伊神 武司 

次期第二副会長 

例会スピーチ L渡辺 俊也 

次期第一副会長 

例会スピーチ L伊神 護 

次期会計 

例会スピーチ L青山 公明 
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次期役員スピーチ 

力強い、ローア！ 会長挨拶 

L野田 泰義 スピーチ者全員による、力強いライオンズローア！ 

４月 ご結婚おめでとうございます！ ４月 お誕生日おめでとうございます！ 

只今、次期会計と言う大役のご指名を賜り、ご紹介いただきました青山公明です。 

正直なところ、老いた私如きが出来るのか、どうも不安な気持ちでいっぱいです。 

まさに身の引き締まる思いでございますが、お引き受けした以上は引き返すことは出来ません。 

一年間やり遂げる決心を致しました。 

私なりに頑張ってまいりますので皆様方にも、格別なご指導とご協力を賜ります様お願い申し上 

げ、簡単ではございますが就任のご挨拶に代えさせて頂きます。 

次期会計 L青山 公明 スピーチ 

次期第一副会長 L伊神 護 スピーチ 

只今、ご紹介いただきました伊神護でございます。 

私は、現在病気療養中の酒井ライオンのスポンサーで１９９５年に入会させていただいて、早や２１ 

年になります。同期には武馬ライオンや菅原ライオンがおみえです。２人とも既に会長を経験され 

ており、お二人にはライオンズマンとして、かなり遅れを取っております。 

私は入会して５年目より１０年間、ライオンズにおいてもお休みをいただきながら、本業の繊維から 

福祉への事業転換を図ってまいりました。おかげ様をもちまして平成２０年に高齢者介護施設を開 

設することができました。 

施設開設後は再びライオンズに出席できるようになり、伊藤会長の下では会計を、柴田会長の下で 

は第三副会長を務めさせていただきました。その務めを無事に果たして、さあこれからはライオンズ 

の仲間と楽しく、ゆっくりと過ごそうと思っていた矢先に、指名委員会より「ぜひ第一副会長を」との 

ご指名をいただきました。私は何度も固辞させていただいたのですが、遂に断りきれずお受けする 

ことになりました。しかしながら、いったんお引き受けした以上は、しっかりと責務を果たす覚悟でご 

ざいます。皆様よりご指導並びにご支援を賜りますことを宜しくお願い致しまして私の挨拶に替えさ 

せていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

（原稿原文掲載） 

（原稿原文掲載） 
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この度、江南ライオンズクラブの次期第３副会長を仰せつかりました伊神武司です。 

私は、２００６年３月に武馬ライオンのスポンサーで入会させていただき、１０年になります。その間、副 

幹事、ＹＣＥ、教育レク等の委員長をしてまいりましたが、毎月発行されているライオンズ誌、ライオン 

ズ必携等、余り目に触れていなかったせいか、ライオンズの活動、運営については、今だ解らない面 

が多々あろうかと思います。 

幸いにも、私の担当する委員会の委員長さんは、経験豊富な方ばかりですので、足を引っ張らない 

ように、一年間職務を全うしたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

最後に、本年度はＬＣＩＦ委員長ですので、高い席ではございますが、１８名の方に協力をしていただき 

まして有難うございます。次期も担当の副会長として宜しくお願い致します。 

 

江南ライオンズクラブ会長挨拶 L野田 泰義 

会場風景 来賓挨拶 地区ガバナー L加藤 史典 

次期第二副会長 L渡辺 俊也 スピーチ 

次年度の第二副会長を仰せつかりました渡辺俊也でございます。 

江南ライオンズクラブには、刈谷ライオンのスポンサーで、２００７年９月に入会させて頂きました。 

入会翌年度の副テールツイスターを初めとして、毎年何らかの役職を仰せつかっており、次年度は 

第二副会長をお引き受けすることになりました。 

私が勤めております特別養護老人ホームでは看取りを行っておりまして、亡くなられた場合には死 

亡診断書の交付が必要となります。嘱託医は私を含めて三名ですが、他の二人は現役の病院勤務 

医のため、現役を引退して一番暇な私が殆どの死亡診断書の交付を行っております。 

また、丸１日以上家を空ける場合には、予め他の嘱託医に死亡診断書交付を依頼しておく必要があ 

り、残念ながら、ライオンズの国際年次大会や東南アジアフォーラムなどには参加できないのが現 

状です。第二副会長の役職を可能な限り勤めますので、これまで同様、ご指導 ・ ご協力下さるこ 

とをお願い致します。 

 
次期第三副会長 L伊神 武司 スピーチ 

（原稿原文掲載） 

（原稿原文掲載） 

司会進行役 幹事 L和田 政明 
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《金婚式の祝い》 

   昭和４１年１ ０月２８日 L青山 和男 

   昭和４１年 ５月  ９日 L菅原 勝八 

ライオンズローア  乾杯！ 元地区ガバナー L福田 源公  

 カンパーイ！ 

 閉会の言葉 次期会長 L小塚善弘 

  熊本震災義援金 ご協力有難うございました！ 

     ２１３，０００円集まりました！ 

《銀婚式の祝い》 

   平成 ３年１ ０月１ １日  L岸 信勝 

   平成 ３年  ３月 ３日 L増田英一郎 

      平成 ３年  6月２2日 L大澤 潤一 

テールツイスター  

 L金田 久光 

 みんなで、また逢う日まで！  美味しそう （＾ｖ＾） 

   ご来賓出席者 

 L竹内 淳一 L栢森 新治 
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第1374回江南ライオンズクラブ藤見例会   

会長挨拶 L野田 泰義 

 
皆様、今晩は、今日は、藤と牡丹がいっぱい咲いております曼陀羅寺様で、 

毎年恒例になっております奥様同伴の藤見例会で有ります。 

また、本日は、地区ガバナーの加藤ふみのりL始め、LCIFステアリング委員  

元国際理事地区名誉顧問のL栢森新治、元国際理事 地区名誉顧問のL竹内淳一 

元ガバナー、地区名誉顧問の皆様、キャビネット幹事、にもご案内をさせて頂きまし 

たましたところ大勢の方々が御出席を頂きまして誠に有難うございます。 

会費までお支払いを頂き、更にはドネーションまでも頂きありがとうございました。 

藤も牡丹も丁度見ごろかと思います。夜もライトアップされますので楽しんで行って頂きたいと 

思っております。 

さて、九州の熊本や大分の方では大変大きな地震が発生して48名の方無くなり、9万人以上の 

方が、避難をされていて、1万1千近くの建物が損壊をしておりますニュースを知りますと、もう 

一刻も早くなんとかしてあげたいと思う気持で一杯で有ります。 

そこで、江南ライオンズクラブと致しましては、何処の機関に贈るか、或いは、どれだけを贈ら 

せて頂くかは6役にお任せ頂くと致しまして、本日は、江南ライオンズクラブと致しまして少しま 

とまった義援金を贈らさせて頂きます事を皆様の御了解を頂きたいと思います。 

改めまして、江南ライオンズクラブのメンバーの皆様にもお計らいをさせていただきます。 

6役に献金額及び何処の機関を通して献金させていただくはお任せ願い、九州地震災害義援金 

を当クラブとして献金させていただく事に対しまして賛成の方は拍手を頂きたいと思います。 

「ハイ」全員の方から賛成を頂きましたので、近々、6役相談を致しまして義援金を贈らせていた 

だく事と致します。 

皆様の温かいご支援、ご協力、ありがとうございました。 

私の会長として余すところ2カ月となりました。 

LCIFの1000ドル献金は24%、19名からご協力頂きました。 

国際協力LCIF委員長伊神武司Lありがとうございます。 

また、新入会員6名が加わって頂くと事が出来ました。 

会則、GMT,FWT委員長伊藤善誓Lご苦労さまでございます。 

役員、準役員、理事力を合わせて残り2カ月頑張って参りますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

開催期間  平成２８年４月２１日（木）〜５月５日（祝）  
 

場  所   曼陀羅寺公園（江南市前飛保町寺町２０２）  
 

見どころ   １４世紀前半、後醍醐天皇の勅願で建立された尾張の名刹曼陀羅寺の隣が、 

           藤の名所「曼陀羅寺公園」です。 

           期間中は、早咲きから遅咲きの中にも、紫・紅・白と様々な色や、房は長く優雅な 

           花房・短く可憐なもの・八重咲きのものと、たくさんの種類があり、園内の約６０本 

           が色鮮やかに咲き誇ります。藤の甘い香りを静かに楽しみたいのであれば、まだ 

      誰もいない早朝がおすすめです。 

      また、昼間は各種イベントが開催され、お祭りの雰囲気をお楽しみいただけます。 

第５１回 江南藤まつり 

http://free-illustrations-ls01.gatag.net/images/lgi01a201401010100.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zv8lABA4cjY/Udy6wq-RSPI/AAAAAAAAWMs/pN0z1-3CQwg/s800/japan_tourou.png
https://gnt000000qant.files.wordpress.com/2014/04/eos_kixx_x2_14-04-27_0020.jpg


  

弔   辞 

 

故 酒井 幹治様のご葬儀が執り行われるにあたりご霊前に江南ライオンズクラブを 

代表致しまして謹んで弔辞を捧げさせて頂きます。 

生あるものは必ず滅するとは申せ、今ここにあなたと幽冥界をことに致します事は、 

誠に筆舌に尽くしがたい哀切極まりない気持ちで一杯であります。 

あなたは一九七四年五月、故、豊田章Ｌのスポンサーによってライオンズマンとなら 

れ、四十二年と言う永期に渡り奉仕活動を積極的に進めてこられました。 

 一九九五年には当クラブ二十七代 会長として二〇〇二年には六リジョン ゾーンチ 

ェアパーソンとして二〇〇四年には三三四複合地区会計をされ、二〇〇八年には、結成 

五十周年記念大会幹事もされました、その他、数え切れないほどのアクティヴィティー 

の委員長として活躍をされました。 

また、当クラブの四十周年記念行事としてペルーの無医村であったアレキバカイバ村に 

診療所を建設し贈呈式には七名のメンバーと共に、遠くペルーまで出かけましたね。 

ペルー軍、音楽隊の演奏の元、両国歌演奏から始まった歓迎の式典、まるで国賓扱いの 

楽しい旅でありましたね。 

大統領邸に行きました折には、藤森大統領が、アメリカに行っていて不在ではありまし 

たが、大統領のお姉さまの手作りのサンドイッチをみんなで頂きましたね。 

あなたは、本当に旅がお好きでした。 

トルコもご一緒いたしましたね、雪降りのカッパドキヤも体験いたしましたね。 

これからは永い眠りの中でたくさんの旅をして下さい。 

最後になりましたが、あなたには、尊い献眼をしていただきました。 

アイバンクの方から連絡を頂きました。 

最後の最後までライオンズマンとしての強いハートを示されました。 

私達、残されたメンバーは、あなたの気持ちを充分汲み取って更に精進に勤めたいと思 

っております。どうぞ、安らかにお眠りください。 

  

               二〇一六年四月十三日 

               江南ライオンズクラブ  第五七代  会長 野田 泰義 

訃報 
  
酒井幹治様（享年８２歳） 
４月１０日ご逝去されました。 
  
心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

  
１９５４年 入会 

１９９５年 第２７代会長 

２００２年 ６Ｒ１Ｚ ＺＣ 

２００４年 334複合地区 地区年次大会 会計 
２００８年 結成50周年特別委員会 幹事 

  



第１３７３回ドネーション 

ライオンズ環境保全写真コンテスト 

第８回麻雀大会 ４月１５日(金）ホームラン市役所店 PM17:30～ 

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 

◆ 地区環境保全委員長より「環境フォトコンテスト」についての結果報告が届きました。 

        ガバナー賞受賞、 江南Ｌ.Ｃ  L細川幸弥「太陽の光」 

１位 L青山　元造 ９位 L山田　武仁

２位 L山下　裕史 １０位 L佐藤　順一

３位 L和田　政明 １１位 L橋本　芳博

４位 L佐藤　全宏 １２位 L松田　哲育

５位 L菅原　勝八 １３位 L青山　公明

６位 L大澤　潤一 １４位 L松岡　信孝

７位 L細川　幸弥 １５位 L伊神　護

８位 L伊藤　善誓 １６位 L加藤　徳弥

地区誌かわらばんＮＯ．５ ４ページに記載されています。 
 

Ｌ河井　　隆 算賀年寿のお祝い 30,000

Ｌ青山　公明 次期会計として例会でのスピーチの喜び 5,000

Ｌ伊神　　護 次期第一副会長として例会でのスピーチの喜び 5,000

Ｌ渡辺　俊也 次期第二副会長として例会でのスピーチの喜び 5,000

Ｌ伊神　武司 次期第三副会長として例会でのスピーチの喜び 5,000

Ｌ松岡　信孝 長女誕生の喜び 5,000

Ｌ野田　泰義 会報に写真掲載の喜び 10,000

Ｌ小塚　善弘 会報に写真掲載の喜び 5,000

Ｌ市川　信行 会報に写真掲載の喜び 5,000

Ｌ柴田    学 会報に写真掲載の喜び 5,000

Ｌ佐藤　全宏 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ加藤　徳弥 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青山　元造 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ森下　栄二 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ青山　元造 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ鈴木　　明 江南ＬＣ第４回ゴルフ大会　優勝の喜び 5,000

Ｌ山下　裕史 江南ＬＣ第４回ゴルフ大会　準優勝の喜び 3,000

Ｌ青山　勝美 江南ＬＣ第４回ゴルフ大会　第３位の喜び 2,000

Ｌ伊神　　護 江南ＬＣ第７回麻雀大会　優勝の喜び 3,000

Ｌ松岡　信孝 江南ＬＣ第７回麻雀大会　準優勝の喜び 2,000

Ｌ山下　裕史 江南ＬＣ第７回麻雀大会　第３位の喜び 1,000

合計 114,000
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５月１４日（土） １１：３０～ 

 第１３７５回例会 

 ライオンズクラブ国際協会３３４－A地区 

 第６２回年次大会 

 於： ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

５月２４日（火） １３：４０～１５：００ 

 青少年薬物乱用防止教室開催 

 於： 江南市立西部中学校 

５月２８日（土）タウンミーティング 

例会出席状況報告 

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 

お誕生日おめでとうございます 

例会プログラム ５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 

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 

８．２０１５～２０１６年度 トップテン・ユースキャンプ 

 及び交換委員長賞 授与 

９．ＬＣＩＦピン 授与 

１０．食事 

１１．スピーチ  

  田中 豊 様 
 続・「蜂須賀小六 よもやま話～墨俣一夜城築城秘話」 

1２．報告事項 

1３．テールツイスターの発表 

1４．出席状況報告 

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。 
 

5月28日（土）午前10時～11時30分  
 

場所 ： 宮田地区学習等供用施設  
 

テーマ ： 江南市の財政状況（仮） 
 

※詳しくは、広報5月号をご覧ください。  

問合せ 地域協働課（内線349） 

※4月1日以降は地方創生推進課（内線349） 

（江南市役所H.P イベントカレンダーより転記） 

第１３７３回 第１３７４回

現在の正会員数 ７８名 ７７名

終身会員 １名 １名

本日の出席数 ４９名 ４４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

Ｌ丸尾　　猛 １日 Ｌ加藤　徳弥 １２日

Ｌ青山　和男 ２日 Ｌ牛垣　和博 １４日

Ｌ後藤　正敏 １１日

Ｌ齋藤二三夫 １日 Ｌ菅原　勝八 ９日

Ｌ伊藤　善誓 ２日 Ｌ奥村　悠二 １５日

Ｌ金田　久光 ４日 Ｌ市川　信行 ２０日

Ｌ大島　孝允 ５日 Ｌ松井　義晴 ２５日

Ｌ天野皓次郎 ６日 Ｌ細川　幸弥 ３１日

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/2kenko_hukushi/2-1seikatsueisei/kenketsu/_33999.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8WDdU-_cJ8Lm8AWY0YKABg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFiNniaqg97Tzw9r1idHRi_1H9iUw
http://azukichi.net/season/month/may0003.html
http://azukichi.net/season/month/may0114.html
http://www.google.co.jp/url?url=http://matome.naver.jp/odai/2139639715848397301/2139639882549102703&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwid-JH84ZTMAhWmHKYKHTsCC_Y4FBDBbggsMAs&usg=AFQjCNF8daJfmelgaL9KxRZqUaUfFSOgLw

