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　本日は、暑い中、例会にご出席いただきまして有難うございます。
私は、2017年6月30日まで江南ライオンズクラブ第58代会長を務めさせて頂く事になりました

新年度を迎え、あらためて緊張を覚え身の引き締まる思いでございます。
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ＳＬ河合正猛

新年度を迎え、あらためて緊張を覚え身の引き締まる思いでございます。
　さて、1917年6月7日にメルビン・ジョーンズの呼びかけによって誕生したライオンズクラブは
100周年を迎えようとしています。
本年度のボブ・コーリュー国際会長のテーマは「次なる山を目指して」です。世界中のライオンズと
一緒に、100年間にわたるライオンズの人道奉仕活動を祝い、次の奉仕の100年に向けて準備する
スタートの年になります。
　江南ライオンズクラブでは、「未来に向かってウィ・サーブ」をクラブスローガンに掲げました。
諸先輩方が築いてこられた伝統を継承するとともに、新たなる未来の架け橋を創造する一年になるよう
尽力いたす所存でございます。尽力いたす所存でございます。
　理事会では活発なご意見をいただき事業計画をご承認いただきました。

事業としては
　1、徳島眉山ＬＣへの訪問例会
　2、市民の集い
　3、国際平和ポスターの募集
　4、愛の献血運動
　5、薬物乱用防止教室の開催

6、江南ライオンズ旗争奪剣道大会の開催　6、江南ライオンズ旗争奪剣道大会の開催
　7、ＹＣＡ派遣生の募集
　8、交通安全県民運動への参加
　9、防犯カメラの設置
 10、後期には、家族会員を含めた事業を行う予定です。
会員相互の意思の疎通を図り、楽しい親睦的なクラブ運営に心がけます。
例会の充実を図り出席率の向上を目指します。
「メンバー　一丸となり社会奉仕活動に取り組みたいと思います。」
今後ともどうか会員諸兄の心暖かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いします。今後ともどうか会員諸兄の心暖かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いします。



　　　　　　　第１３７９回例会　２０１６年７月６日（水）　江南商工会議所

　新旧役員　ラペルピン継承

新旧会長 ラペルピン交換 新旧会長 記念撮影

　　　一年間大変ご苦労様でした　　　　新旧役員 　　　　　今年一年よろしくお願いします

新旧幹事 ラペルピン交換 新旧会計 ラペルピン交換



地区名誉顧問　委嘱状　Ｌ福田　源公クラブスローガン採用　Ｌ森下　栄二

ゴルフ部会助成金贈呈 Ｌ金田 久光 親睦同好会助成金贈呈 Ｌ佐藤 順ゴルフ部会助成金贈呈　Ｌ金田　久光 親睦同好会助成金贈呈　Ｌ佐藤　順一

７月　結婚記念日おめでとうございます ７月 お誕生日おめでとうございます７月　結婚記念日おめでとうございます ７月 お誕生日おめでとうございます

メンバーシップキー贈呈　Ｌ苅谷　一紀 ライオンズローア



　新幹事　Ｌ市川　信行　《略歴》㈱市川木工　代表取締役　昭和３２年３月１１日生（５９歳）
２００８年４月入会　　ＳＬ高田真宏

皆様、こんにちは。
この度、若輩者の私には、非常に荷が重い幹事という役職を仰せつかり、

新幹事　ご挨拶

この度、若輩者の私には、非常に荷が重い幹事という役職を仰せつかり、
この責務の重大さに身の引き締まる思いを致している所であります。
　江南ライオンズクラブにお世話になって９年が経ちますが、自身の
会社経営とは訳が違い、わからない事ばかりで、諸先輩方のお力を借り
ながら、一生懸命頑張る所存でございます。
準備理事会等も３月から始まり、６月には終了、７月より本格的に動き出し、
１ヵ月が過ぎました。まだ、キャビネット関係が把握できておらず、順次、
色々出席する機会があると思いますので、そちらも覚えて行きたいと思います。

まだまだわからない事が多い為、ご迷惑をおかけするとは思いますが、　まだまだわからない事が多い為、ご迷惑をおかけするとは思いますが、
クラブの皆様方のお声を聞き、諸先輩方のアドバイスをいただきながら、
自分なりの色を少しでも出し、頑張って行きたいと思います。
　ご協力よろしくお願い致します。

新会計 Ｌ青山 公明 《略歴》㈱メルヘン 代表取締役 昭和１４年１２月２日生（7６歳）

新会計　ご挨拶

　新会計　Ｌ青山　公明　《略歴》㈱メルヘン 代表取締役 昭和１４年１２月２日生（7６歳）

１９９９年7月入会　　ＳＬ安井一宏

　2016年度から2017年度会計のご指名を受けました青山です。

現在その責務の重大さに身の引き締まる思いをいたしているところで
ございます。
　本当のところ、お金を扱うことに関しては、皆様もご存じのように
私の特技としていることろでもございます。私の特技としていることろでもございます。
　しかしながら、本来の会計という業務については専門の知識もなく
毎日不安におもっているところではございますが、ご在籍の専門職の
方々や歴代会計経験者の諸先輩方に、ご指導を受け勉強してまいる
覚悟をいたしました。
　一年間小塚会長元、皆様のお役にたてるように、お力をお借りし
会計の職務を全うできるよう邁進にてゆく決意でございますので、
より一層のご協力をたまわりますようよろしくお願いいたします。

　２０１５～２０１６年度　江南ライオンズクラブ会長　Ｌ野田　泰義　《略歴》ＫＴＸ㈱取締役会長
　　昭和１６年１０月４日生（７４歳）１９８５年１０月入会

江南ライオンズクラブ第57代会長を振り返って
終身会員として考える歳になって、会長を受けさせて頂きました事は、お世話を

前年度会長　Ｌ野田　泰義　ご挨拶

終身会員として考える歳になって、会長を受けさせて頂きました事は、お世話を
して頂くことに永年あまえて居りましたが、それではいけないと思い、恩返しを
して辻褄を合わせなければいけないと強く思いました事に他成りません。
本年度の(2015,7月～2016,6月)ライオンズクラブ国際協会会長の山田実紘Lは、
「命の尊厳と和」と掲げて世界のライオンズクラブメンバーのベクトルを合わせる
ようにとスタート致しました。これは素晴らしいタイトルであると感嘆して私も

心から賛同して努めて参りました。
「命の尊厳」につきましてはグローバルに人間社会だけを捉えるに限定せず、動物或いは植物にまでも
考えを広めれば、世界の永遠のテーマと言って良いでしょうが、「和」について考えれば「気遣い」考えを広めれば、世界の永遠のテ マと言って良いでしょうが、「和」について考えれば「気遣い」
「思いやり」「利他の心」「お互い様の心」「労わり」「優しさ」「譲り合い」等々を心がけて暮らす
事で身直に活かせる事でしょう
私なりに「どうせやるなら楽しくウィサーヴ」というテーマに取り組んで参りましが、果たして
如何だったでしょうか？
「和」についても永遠のテーマですね。



国際協会会長山田実紘Lが2005年～2007年ライオンズクラブ国際協会理事の時の
「国際協会理事会便り」の中での話として我々知っておかねばならない事が印象深く目に止まりました
国際連合とライオンズクラブとは深い関わり合いがあり、国連にライオンズデーがあるが、
その席での事、「なぜ日本は国連の常任理事国入りが出来ないのか」を尋ねた時のこと、
ある国連大使は「日本は敗戦国だからです、国連は戦勝国が集まって作ったものだからです」
との返事だったと言う「常任理事国になりたければ、もう一回、何処かの国と戦って戦勝国と
ならない限りだめです」との返事だったと言う。ならない限りだめです」との返事だったと言う。
改めて国連について考えさせられた。
当クラブのアクティビティは、幹事の和田政明Lを始め、多くの皆様の協力をいただきまして
スタート時に掲げました目標以上の成果を上げることが出来ました。
ご協力、誠にありがとうございました。
具体的には、会員増強を5名以上と計画を立てまして6名の方に入会をして頂きました。会則、GMT、
FWT委員長の伊藤善誓Lありがとうございました。
LCIFにおきましとも委員長の伊神武司Lの働きで17口目標を19口になりました。
江南LC市民の集いでは、市民委員長の高田真宏Lのもと、「東儀秀樹さんの雅楽器演奏会」を開催して江南LC市民の集いでは、市民委員長の高田真宏Lのもと、「東儀秀樹さんの雅楽器演奏会」を開催して
金婚式を迎えられた市内の100組みの方々をご招待致しましたが、会場もほぼ満席となり、
お帰りの皆さんからは、口々に感動と感謝の言葉を耳に致しまして達成感を覚えました。
姉妹クラブ親善委員長柴田学Lの元では、本年は徳島眉山LCがこちらに少年剣士、父兄、LCメンバー
をお迎えして少年剣道大会が開催されました。
また、後日、江南LC旗争奪少年剣道大会も開催されて、剣道を通して健全育成に大きな役割を
果たすことが出来ました。
江南市民まつりでは、5献委員長の石井公久Lを中心に多数のライオンズメンバーに頑張って
頂きました。特に献血では220名の方から正常採血に協力して頂きました。頂きました。特に献血では220名の方から正常採血に協力して頂きました。
青少年薬物乱用防止委員長の武馬宏祐Lのもと青少年薬物乱用防止教室を北部中学校、西部中学校の
3年生に対して。。法人ダルクから芝真也講師をお招きして「薬物絶対ダメ」教室を開催
致しましたが、清原元巨人軍選手の事件も話題の最中でもあった事から大変真剣に聞き入って
いました事が印象深く感じました。
ライオンズクラブ国際協会、福岡国際大会には幹事の和田政明L始め財務、親睦委員長の
杉本喜彦Lと加藤徳弥Lの絶大なる協力で当クラブから21名の方々が参加をして頂き江南LCの
存在感を示す事が出来ました。
ゴルフ部会長の丹羽誠Lたくさんの大会を仕切って頂きありがとうございましたゴルフ部会長の丹羽誠Lたくさんの大会を仕切って頂きありがとうございました。
マージャン部会長の細川伸弥L利他に徹して骨折って頂きありがとうございました。
ここで、就任の1年間の主だったニュースを記しておきたいと思います。
2015月9月オリンピック、パラリンピックのエンブレム撤回事件
            9月ラグビーW杯で日本3勝、五郎丸 歩選手の活躍
            9月安全保障関連法が成立する
          10月マイナンバー制度関連法が成立する
          10月大村さん、梶田さんがノーベル賞受賞
大村さんは 土の中から「イベルベクチン」を発見して多数の失明などから救った大村さんは、土の中から「イベルベクチン」を発見して多数の失明などから救った
梶田さんは、素粒子「ニュートリノ」に質量がある事を発見した
          10月建物の杭工事、データー偽装問題発覚、旭化成建材が責任元
          10月TPP大筋合意
2016年4月熊本地震 震度7を記録、江南LCからも200万円の献金
            4月三菱自動車工業データー不正発覚
            5月G7伊勢志摩サミット開催
            5月オバマ米国大統領広島平和公園で献花、被爆者とねぎらいの言葉とハーグ 

6月元素記号N 113 「ニホニュ ム」を発見 理化学研究所の森田浩介GD率いる            6月元素記号No113 「ニホニューム」を発見、理化学研究所の森田浩介GD率いる
　　　　新元素 探素チームが理研の加速機を使用して生成に成功した
            6月舛添要一東京都知事辞任
            6月イギリス国民投票の結果EUから離脱を決定
            6月株式大幅下落、急激な円高
            6月鈴木自動車データー不正発覚
            6月シャープが台湾の鴻海精密工業の傘下企業に
この1年間、皆様方のご協力をいただきまして就任時に描いていました以上の
成果を上げる事が出来ました ご協力 誠にありがとうございました成果を上げる事が出来ました。ご協力、誠にありがとうございました。

２０１６年６月３０日　江南ライオンズクラブ会長　Ｌ野田　泰義



　２０１５～２０１６年度　江南ライオンズクラブ幹事　Ｌ和田　政明　《略歴》㈱ミツワ代表取締役
　　昭和２６年１０月１４日生（６４歳）１９９７年２月入会

「一年を振りかえって」
　準備理事会、理事会、例会、各行事・・・
あわただしく 年が過ぎ 任期が終わり 安堵感 達成感でいっぱいです

前年度幹事　Ｌ和田　政明　ご挨拶

あわただしく一年が過ぎ、任期が終わり、安堵感・達成感でいっぱいです。
　とても貴重な経験を積むことが出来ました。ぬるま湯に浸かりきっていた自分に、
自己鍛錬の機会を与えていただけたと、感謝しています。
L野田泰義会長をはじめ、役員・理事・会員諸兄のご協力を頂き、何とかクラブ幹事の
職務を遂行することが出来ました。
一年間本当にありがとうございました。

前年度会計　Ｌ倉知　義治　ご挨拶

　２０１５～２０１６年度　江南ライオンズクラブ会計　Ｌ倉知　義治　《略歴》税理士
　　昭和２８年９月９日生（６２歳）１９９９年７月入会

会計を終えて
　27年7月に会計に就任以来あっという間に一年が過ぎました。当初新規会員5名は
会長の目標とはいえ不可能と思っていましたが、会員の皆様のご協力により6名の
新しい仲間が増え当初の目標が達成されたことは大変ありがたいことで感謝して新しい仲間が増え当初の目標が達成されたことは大変ありがたいことで感謝して
おります。
　それにより予算に近い会費収入が確保できクラブ運営が資金不足に陥ることなく
順調に運営することが出来ました。しかしながら熊本地震が4月16日に発生し
クラブとしても一日も早く義援金を送ったが良いということになりました。
原資について本年度は予算を上回るドネーションがあり何とか6月末に送金する
ことが出来ました。
会費納入については大部分納入していただきましたが、年度末近くになっても5名の
入金が確認できませんでしたのでスポンサーライオン・本人に連絡を取りようやく入金が確認できませんでしたのでスポンサ ライオン 本人に連絡を取りようやく

入金していただくことが出来ました。
無事会計の大役を終えることが出来たのも皆様のご協力の賜物と感謝しております。
 次年度は総ての会員が早期に会費を納入していただけるよう、祈りながら次年度に引き継ぎたいと思います。

　　江南市長　澤田　和延　様 　江南商工会議所会頭　松永金次郎　様

江南市長・江南警察署長・江南商工会議所会頭　表敬訪問

　　  江南警察署長　可児　賢司　様



　皆様、今日は
　まずもって、先の7月第一例会(第1379回)ではすべての
審議事項が、皆様の協力によりスムーズに承認にされました。
また 恒例とはいえ多額のドネ シ ンご協力いただきました

会長挨拶　Ｌ小塚　善弘

また　恒例とはいえ多額のドネーションご協力いただきました。
あらためて感謝申し上げます。
そして今年度が順調に滑り出すことができましたことに
御礼申し上げます。
　さて、私は7月1日(金)に江南保護区保護司会の法務省から
江南市への伝達式がアピタ江南店にて開催され､7月10日(日)
には江南保護区保護司会主催の「社会を明るくする運動」が
江南市民文化会館で開催され、行ってまいりました。

が杉山裕太郎さんが少年時代は優等生、中学を境に非行に走り、
暴走族のリーダーや薬物乱用など、人生のどん底へ転落。そんな彼も23歳の時、父との壮絶な一夜を
きっかけに「愛情」に目覚め更正した。その更正体験をトークと歌で自分自身の半生をさらけだし、「親子の
愛と絆」の尊さを訴えかけられました。保護司の方々は、黄色のＴシャツで揃えられて団結力を感じました。
多くの女性の方がボランティアで活動されていたのも印象的で、司会はＬ高田良弘さんの奥さま正子さんが
なさっていました。江南ライオンズクラブでも、家族会員の奥さまに活躍していただくには、他の団体を
参考にすることも必要かな？と思って帰ってまいりました。
 本日は、3月に江南市への市民の集いの後援願い、教育委員会へ平和ポスターの依頼に伺った時に本日は、3月に江南市 の市民の集いの後援願い、教育委員会 平和ポスタ の依頼に伺 た時に
「教育長　石井悦雄　様」より4月から「村　良弘　様」が教育長に就任されることを聞き、その場で
ご依頼させていただきました。教育行政についてお話いただけます。
楽しみにしていただきまして会長挨拶に代えさせて頂きます。

教育行政について テ ルツイスタ Ｌ加藤 徳弥 Ｌ岸 信勝 Ｌ橋本 芳博

講演　江南市教育長　村　良弘　様 ライオンズローア　

教育行政について 　テールツイスター　Ｌ加藤 徳弥　Ｌ岸 信勝　Ｌ橋本 芳博

第２回麻雀大会 ７月２９日（金）ホ ムラン市役所店 ＰＭ17：30～

　ホームラン市役所店 １位 　L佐藤全宏 ７位 　L菅原勝八

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L青山公明 ８位 　L伊藤善誓

　電話　0587-53-3518 ３位 　L佐藤　傳 ９位 　L松岡信孝

４位 　L細川幸弥 １０位 　L佐藤順一

５位 　L橋本芳博 １１位 　L松田哲育

６位 L山田武仁 １２位 L伊神 護

第２回麻雀大会　７月２９日（金）ホームラン市役所店 ＰＭ17：30～

６位 　L山田武仁 １２位 L伊神 護



　Ｌ福田 源公 24回目

Ｌ菅原 勝八 17回目

ＬＣＩＦ1,000＄献金

　Ｌ菅原 勝八 17回目

　Ｌ丸尾 猛 15回目

　Ｌ野田 泰義 14回目

　Ｌ伊神 護 10回目

　Ｌ小塚 善弘   7回目

　Ｌ渡辺 俊也   5回目

Ｌ高田 真宏 1回目　Ｌ高田 真宏  1回目

内容 氏名     　　　　　金額

第1380回例会　ドネーション　７月２０日

内容 氏名 金額

　傘寿の喜び Ｌ浅井 英雄 ¥20,000

　副ライオンテーマ無事終了の喜び Ｌ野田 政邦 ¥5,000

　会長表彰の喜び Ｌ野田 政邦 ¥3,000

　教育レクレーション委員長就任の喜び Ｌ野田 政邦 ¥10,000

合計 ¥38,000

７月２７日（水）　富士カントリー可児クラブ　志野コース

役員・理事　親睦ゴルフ大会

優勝 　L市川　信行

準優勝 　L青山　元造

３位 　L青山　公明



例会プログラム 　　　８月行事予定

１．開会のゴング ８月２７日（土）

２．国旗に敬礼 　第１３８２回合同例会　徳島眉山ＬＣ親善例会

３．国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱 ８月２８日（日）

４．ライオンズの誓いと地区スローガン 　親善剣道大会

並びにクラブスローガンの唱和 於：松紀和会道場　並びにクラブスロ ガンの唱和 　於：松紀和会道場

５．物故ライオンに黙祷 ８月２８日（日）

６．会長挨拶 　親善ゴルフ大会

７．会員慶祝 　　於：徳島カントリー倶楽部月の宮コース

８．お食事をどうぞ 　　《事務局から夏季休業のお知らせ》
９．前年度会計報告及び監査報告 　　　８月１２日（金）～１５日（月）まで

10．報告事項 　〈緊急連絡先〉

11．テールツイスターの発表 　　会長　Ｌ小塚　善弘　携帯　０８０－１６２０－９９７３

12 出席状況報告 幹事 Ｌ市川 信行 携帯 ０９０－３５６８－８１８４12．出席状況報告 　幹事 Ｌ市川 信行 携帯 ０９０－３５６８－８１８４

13．また会う日まで
14．ライオンズローア
15．閉会のゴング

Ｌ山田　武仁 １日 Ｌ石井　公久 １２日

Ｌ天野皓次郎 ２日 Ｌ東　　茂 ２１日

Ｌ宮瀬　義則 10日 Ｌ松岡　信孝 ２４日

Ｌ稲波 茂男 １２日

お誕生日おめでとうございます

例会出席状況報告

Ｌ稲波 茂男 １２日

第1379回 第1380回

 現在の正会員数 76名 ７6名

 終身会員 2名 2名

 本日の出席数 45名 48名

 公務による欠席 0名 0名 Ｌ山下　裕史 ２８日

 海外出張 ０名 0名

 病欠 1名 1名

ご結婚記念日おめでとうございます

退会者 お疲れさまでした
病欠 1名 1名

Ｌ細野　和久 Ｌ近藤　真一

Ｌ後籐　正敏

　平成28年8月5日（金）～7日（日）

　　江南阿波おどり大会 5日午後7時30分～　布袋会場

6日午後7時～　　古知野会場
江南ライオンズクラブ会報

退会者 お疲れさまでした

第41回江南サマーフェスタ

　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

　目の見えない人たちに愛の光を 　　ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 
　　会　長　小塚　善弘　江南市赤童子町良原31番地

　＜連絡先＞ 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５５－４６６３  携帯 ０８０－１６２０－９９７３

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い

　・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) 　　　　ＦＡＸ（０５８７）５４－１７６６ 

　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　幹　事　市川　信行　江南市天王町五反林３７

　TEL:(052)262－1100 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－４６８８  携帯 ０９０－３５６８－８１８４

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６－４３１４

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　ＰＲ・IT委員長 大澤潤一 丹羽郡大口町大屋敷一丁目２５０

　　TEL:(052)961－7151 　　　　ＴＥＬ（０５８７）９５－３３８６　携帯　０９０－７３１７－２０７３

　　　　ＦＡＸ（０５８７）９５－３３８６ 

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　同 副委員長　松岡　信孝　江南市東野町神上１２９

　推進委員長　松井　義晴　TEL:(０９０）３４６７－８１３９ 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－２６８４　携帯　０９０－７６９２－１７９６ 

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５１－１７５５ 

　・上記連絡がつかない場合 　　　ｗｅｂ　：　http://konanーｌｉｏｎｓ.jp/
　幹　事　市川　信行　TEL:(0９0)３５６８－８１８４ 　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp




