
　

第１３８１回例会　２０１６年８月３日（水）　江南商工会議所

第1381回8月第一例会

江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚 善弘

　
　皆様、今日は。

世界は、最近どうかなってしまったのか？

　１　トルコのエルドアン大統領は７月１５日に起きたクーデターを鎮圧した後、ただちに政敵である

　　　米国亡命中の宗教指導者フェトフッラー・ギュレン師を黒幕と判断した。非常事態が宣言され、

　　　政府や軍、教育機関などでギュレン派粛清の嵐が吹き荒れています。

　２　ドイツ南部アンスバッハで２４日に発生した爆発事件は、多くの難民や移民を受け入れてきた
ドイツを大きく揺さぶっています。難民・移民系の出身者が引き起こした事件は１週間だけで　　　ドイツを大きく揺さぶっています。難民・移民系の出身者が引き起こした事件は１週間だけで 　

　　　4件発生しました。　

　３　アフガニスタン内務省によると、首都カブールで２３日、同国では少数派のイスラム教シーア

　　　派のハザラ人によるデモの会場で２人が相次いで自爆テロを起こし、参加者や警察官ら少なく
　　　とも８０人が死亡し、２３０人以上が負傷しました。
　４　米フロリダ州フォートマイヤーズのナイトクラブで２５日未明（日本時間同日午後）、銃撃事件
　　　が発生し、少なくとも２人が死亡、１６人がけがを負いました。
　５　日本では、７月２６日午前２時４５分頃、相模原市緑区の障害者施設「津久井やまゆり園」で

大量殺人事件が発生しました　　　大量殺人事件が発生しました。
　イスラム教・難民問題・銃撃・自爆テロ等で、いたるところでテロが起きています。さらに、北朝鮮
のミサイル発射による脅威。中国の領海侵犯問題。英国のＥＵ脱退等々・・・・。世界を取り巻く
情勢が不安定で揺れ動いています。
　その中で、ロシア選手団のドーピング問題を抱えながら、第31回オリンピック競技大会がブラジル・
リオデジャネイロで8月5日～8月21日の17日間　28競技306種目で開催されます。日本選手の
活躍を期待し、何事もなく成功することを願っています。
　最後になりましたが、8月27日・28日は、徳島眉山ＬＣへの訪問例会です。
江南ライオンズクラブの皆様から現在31名のご登録をいただいています江南ライオンズクラブの皆様から現在31名のご登録をいただいています。
提携４０周年の記念訪問がいつまでも記憶に残り、親善事業が成功して、参加者の満足が得られる例会
になる様、教育レク委員長Ｌ野田政邦が徳島眉山ＬＣ親善委員長のＬ中村勝彦と入念な打ち合わせを
されています。
　もし登録を迷われていられましたら、ご参加下さいますようお願い申し上げまして、あいさつに代え
させていただきます。



８月　結婚記念日おめでとうございます ８月　お誕生日おめでとうございます

前年度監査報告 L倉知 義治 終身会員 Ｌ伊藤義弘 Ｌ河井 隆前年度監査報告 L倉知 義治 終身会員 Ｌ伊藤義弘　Ｌ河井　隆

終身会員のお二人でライオンズローアＬＣＩＦより熊本地震義援金のお礼

前会長 Ｌ野田 泰義



於：グランドヴィリオ徳島

第１３８２回合同例会　２０１６年８月２７日（土）　徳島眉山LC親善例会

徳島眉山ＬＣ会長　L森野　泰輝　挨拶 江南ＬＣ会長　L小塚　善弘　挨拶

ライオンズローア　Ｌ福田　源公 徳山眉山ＬＣ親善委員長挨拶　Ｌ永尾　勝彦

江南ＬＣ親善委員長挨拶　Ｌ野田　泰義 長唄　比路の會

乾杯　　Ｌ菅原　勝八 和気あいあいの懇親会



江南ＬＣ・徳島眉山ＬＣ親善少年剣道大会

剣道大会開会式 少年剣士たち

平成２８年８月２８日　於：松紀和会道場

成績発表 そろって記念写真

徳島観光徳島観光

人形浄瑠璃を見学 新鮮な海の幸を堪能



徳島カントリー倶楽部 平成28年8月28日

優勝 　L山腰　員令

準優勝 　L石井　辰美

３位 　L青山　公明

江南ＬＣ・徳島眉山ＬＣ親善ゴルフコンペ

３位 L青山 公明

江南ＬＣゴルフコンペ

徳島カントリー倶楽部 平成28年8月28日

優勝 　L山下　裕史

準優勝 　L山腰　員令

３位 　L菅原　勝八

第２回麻雀大会　８月２５日（木）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

　ホームラン市役所店 １位 　L佐藤全宏 ７位 　L伊神　護

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L佐藤　傳 ８位 　L山田武仁

　電話　0587-53-3518 ３位 　L細川幸弥 ９位 　L松岡信孝

４位 　L野田泰義 １０位 　L佐藤順一

５位 L山下裕史 １１位 L菅原勝八裕史

６位 　L加藤徳弥 １２位 　L青山公明



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

クラブスローガン採用の喜び Ｌ 森下栄二 ¥3,000

役員・理事親睦ゴルフ大会　優勝の喜び Ｌ 市川信行 ¥5,000

役員・理事親睦ゴルフ大会　準優勝の喜び Ｌ 青山元造 ¥3,000

役員 理事親睦ゴルフ大会 三位の喜び Ｌ 青山公明 2 000

第1381回例会　ドネーション　８月３日

役員・理事親睦ゴルフ大会　三位の喜び Ｌ 青山公明 ¥2,000

第二回麻雀大会　優勝の喜び Ｌ 佐藤全宏 ¥3,000

第二回麻雀大会　準優勝の喜び Ｌ 青山公明 ¥2,000

第二回麻雀大会　三位の喜び Ｌ 佐藤傳 ¥1,000

環境保全委員長無事終了の喜び Ｌ 青山勝美 ¥5,000

事業委員会表彰の喜び Ｌ 青山勝美 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 小塚善弘 ¥10,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 市川信行 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 青山公明 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 野田泰義 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 福田源公 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 苅谷一紀 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 佐藤順一 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 金田久光 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 和田政明 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 倉知義治 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 松岡信孝 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 加藤徳弥 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 岸信勝 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 橋本芳博 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 伊藤義弘 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 丹羽愛禮 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 河井利雄 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 河井隆 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 青山和男 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 中嶋正雄 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 山田武仁 ¥3,000

会報に企業広告掲載の喜び Ｌ 野田泰義 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥100,000



 

 

 

Ｌ福田 源公  
 

〒483-8243 

愛知県江南市五明町石橋 240 

TEL0587-54-7088 

FAX0587-54-7088 

 

船徳商店 
 

Ｌ船戸 和昭 代表 
〒483-8148 

愛知県江南市布袋下山町南２１ 

TEL 0587-55-0947 

FAX 0587-59-6579 

 
Ｌ大島 孝允  

 

〒483-8279 

愛知県江南市古知野町宮裏 110 

TEL0587-56-4459 

FAX0586-56-4459 

 
 

 

苅谷染色㈱ 不動産賃貸 

Ｌ苅谷 一紀 代表取締役 
 

〒483-8254 

愛知県江南市木賀町新開 270 

TEL0587-54-7216 

FAX0587-54-7217  

尾関仏具店 製造販売 

Ｌ尾関 正夫 店主 
 

〒483-8216 

愛知県江南市古知野町塔塚１８９

TEL0587-56-2648 

FAX0587-54-8152 

共立防災工事㈱ 電気工事・消防施設工事

Ｌ永田 紘一 取締役会長 
 

〒483-8251 

愛知県江南市大間町新町 31 

TEL0587-54-7411 

FAX0587-54-9966 

(株)大栄工業  

Ｌ佐藤 全宏 代表取締役 
 

〒483-8221 

愛知県江南市赤童子町大堀１９ 

TEL 0587-55-3151 

FAX 0587-55-3152 

システム制御(株) 電気機械器具製造 

Ｌ河合 正猛 代表取締役 
 

〒483-8012 

愛知県江南市般若町東山 410 

TEL 0587-54-1811 

FAX 0587-54-5798 

杉浦皮フ科 医師 

Ｌ杉浦 功人 院長 
 

〒483-8048 

愛知県江南市江森町中３８ 

TEL 0587-55-9771 

FAX 0587-52-2167 

 

会 員 企 業 紹 介 

LP ガス・石油類 

住宅機器販売 

江南市指定水道工事店 

江南市下水道排水設備指定工事店 

浄化槽 

保守点検清掃 



例会プログラム 　　　９月行事予定

１．開会のゴング ９月１４日（水）

２．国旗に敬礼 　第１３８３回例会　

３．国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱 　　於：江南商工会館

４．ライオンズの誓いと地区スローガン 　　６Ｒ-１Ｚ　ゾーンチェアパーソン訪問例会

並びにクラブスローガンの唱和 　Ｌ濱崎 力（丹羽ＬＣ所属）　並びにクラブスロ ガンの唱和 　Ｌ濱崎 力（丹羽ＬＣ所属）

５．物故ライオンに黙祷
６．会長挨拶 ９月１８日（日）９：１５～１２：３０

７．会員慶祝 　第４２回ライオンズクラブﾞ杯

８．ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ５０周年記念 表彰状、記念品披露 　　　　　友団スポーツ大会

９．お食事をどうぞ 　　於：宮田小学校体育館

10.スピーチ  ６Ｒ-１Ｚ・ＺＣ Ｌ濱崎　力
11.報告事項 ９月２１日（水）

12.テールツイスターの発表 第１３８４回例会 6Ｒ-1Ｚ合同例会12.テ ルツイスタ の発表 第１３８４回例会 6Ｒ 1Ｚ合同例会

13.出席状況報告 　　於：名鉄犬山ホテル　

14.また会う日まで 　　334－Ａ地区　地区ガバナー公式訪問例会

15.ライオンズローア 　　Ｌ垣見　正則（一宮サウスＬＣ所属）

16.閉会のゴング

お誕生日おめでとうございます例会出席状況報告

第1381回 第1382回 Ｌ倉知　義治 　９日

 現在の正会員数 74名 ７4名 Ｌ杉本　喜彦 １８日

 終身会員 ２名 ２名 Ｌ伊藤　義弘 ２７日

 本日の出席数 ５１名 29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
ご結婚記念日おめでとうございます

Ｌ加藤　徳弥 　８日

Ｌ波多野克栄 ２５日

　平成28年10月1日（土）・2日（日）

　　於：すいとぴあ江南 特別展示　燃料電池車ＭＩＲAI

ヘリコプター体験・即売会など
江南ライオンズクラブ会報

江南市民まつり

　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

・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

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 内・ｱｲﾊ 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　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-ｌｉｏｎｓ.jp/
　幹　事　市川　信行　TEL:(0９0)３５６８－８１８４ 　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp




