
第９４１号　第１３８５回例会　２０１６年１０月５日（水）江南商工会館

地区ガバナー　Ｌ垣見 正則　公式訪問　　２０１６年９月２１日（水）　名鉄犬山ホテル

ライオンズクラブ国際協会334-Ａ地区 地区ガバナー Ｌ垣見 正則

所属クラブ 3Ｒ1Ｚ 一宮サウスライオンズクラブ

     夢、創造、未来への懸け橋

　   ① １００年の奉仕活動は、コミュニティーの形成、レガシーとし２００年に向けて末永く継続的に新たな事業を

ライオンズクラブ国際協会334-Ａ地区 地区ガバナー Ｌ垣見 正則

所属クラブ 3Ｒ1Ｚ 一宮サウスライオンズクラブ

生年月日 １９４４年８月１日

現 職 株式会社 垣見設計事務所 代表取締役

   創造する。

   １.　青少年健全育成を中心として考える。

   ２.　未来のライオンズを見据えて地域社会の若手リーダーの開発、育成に力を入れる。

   　② ＧＬＴ．ＧＭＴ．ＦＷＴの充実

   歴史と伝統を持つ世界一の奉仕団体として若者や女性から理解される魅力ある団体へ。

　   ③ 奉仕を通じて地域の安心安全、視力保護等の分野にチャレンジ

   奉仕活動の基礎を支えるＬＣＩFへの理解と貢献。



　

第１３８３回例会　２０１６年９月１４日（水）　江南商工会館

第138３回９月第一例会

江南ライオンズクラブ会長挨拶

　
　皆様、今日は。
８月２７日・２８日の二日間 徳島眉山ライオンズクラブの親善訪問には総勢６１名のご参加を

第138３回９月第一例会

江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚 善弘

８月２７日・２８日の二日間、徳島眉山ライオンズクラブの親善訪問には総勢６１名のご参加を
いただき無事成功裏に親善事業を行ってきました。
あらためて、感謝申し上げます。
今年が、姉妹提携４０周年の節目に当たり、次年度訪問を受けた折に、４０周年の記念式典を行い、
Ｌ苅谷和紀委員長の「徳島眉山ライオンズクラブ結成４０周年記念誌編集委員会」で作成して
いただいた「姉妹提携４０周年記念誌」を配布する予定です。
　さて、本日は丹羽ライオンズクラブ所属の6Ｒ１ＺゾーンチェアパーソンＬ濵﨑 力をお迎えしての
訪問例会です。
後ほどスピ チをしていただきますのでお楽しみください後ほどスピーチをしていただきますのでお楽しみください。
９月に入りまして各委員会事業がいよいよ本格的に動き出します。
その中でも、昨年より検討委員会を設置し取り組んでまいりました「市民の集い」は上半期最大の
事業です。
ご存じとは思いますが、１０月２３日(日)江南市民文化会館にて

第一部　平和ポスターの授賞式・各団体への助成金の配布・江南市様への防犯カメラの目録贈呈と
             感謝状の授与
第二部　「アグネスのおしゃべりコンサート」を行います。

すでに尾北ホ ムニ スの全面広告にて 江南市民と近隣の皆様には告知させていただきましたすでに尾北ホームニュースの全面広告にて、江南市民と近隣の皆様には告知させていただきました。
江南市の広報９月号にも掲載いたしました。
市内の公共の場所にはポスターを掲載しチラシも配布いたしました。
ライオンズクラブ会員の皆様には、本日の例会にてチケットとポスター・チラシを配布いたしますので、
例年通りご近所にポスターを掲載していただきチラシを配っていただきます様、ご協力お願い申し上げ
ます。チケットは昨年同様、往復ハガキによる厳正なる抽選にてチケットの配布をいたします。
詳しくは１０月の第一例会にて市民委員長のＬ宮瀬義則にしていただきます。
皆様のご協力をお願いいたしまして、私の挨拶にいたします。



ガールスカウト５０周年式典にて感謝状をいただきました

スピーチ ６Ｒ-１Ｚ ＺＣ Ｌ濱崎 力　スピーチ  ６Ｒ-１Ｚ　ＺＣ　Ｌ濱崎 力

ズ ブ 際協会 地

９月　お誕生日おめでとうございます 徳島眉山親善例会成功のライオンズローア

ライオンズクラブ国際協会334-Ａ地区

6Ｒ-1Ｚ ＺＣ Ｌ濱崎 力

所属クラブ 丹羽ライオンズクラブ



２０１６年９月２１日（水）　　於：名鉄犬山ホテル

第１３８４回例会　地区ガバナー公式訪問並びに６Ｒ-１Ｚ合同例会　　

開会の言葉　江南ＬＣ会長　L小塚 善弘 地区ガバナー歓迎挨拶 丹羽ＬＣ会長 L千田 一光

ライオンズの誓い犬山ＬＣ会長　Ｌ宮田 佳典 地区ガバナー　Ｌ垣見 正則　挨拶

乾杯 地区名誉顧問・元地区ガバナー 福田 源公 楽しく会食

ライオンズローア 第１副地区ガバナー Ｌ野村善弘 閉会の言葉　愛知さくらＬＣ会長 永田 美代



第４２回江南ライオンズクラブ杯友団スポーツ大会

2016年9月18日
宮田小学校体育館

ホ ムラン市役所店 １位 L青山元造 ９位 L伊藤善誓

第３回麻雀大会　9月26日（月）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

　ホームラン市役所店 １位 L青山元造 ９位 L伊藤善誓

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L青山公明 １０位 　L橋本芳博

　電話　0587-53-3518 ３位 　L伊神　護 １１位 　L渡辺俊也

４位 　L佐藤　傳 １２位 　L佐藤順一

５位 　L山下裕史 １２位 　L松岡信孝

６位 　L細川幸弥 １４位 　L山田武仁

７位 　L佐藤全宏 １５位 　L松田哲育

８位 　L加藤徳弥 １６位 　L菅原勝八



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

ライオンズクラブ国際協会 6R1Z ZC 祝儀 Ｌ 浜崎 　力 ¥10,000

第1382回　徳島眉山親善例会無事終了の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥10,000

第1382回　徳島眉山親善例会開催の喜び Ｌ 小塚 善弘 手土産代金

第1382回 徳島眉山親善例会開催の喜び Ｌ 野田 泰義 20 000

第1383回例会　ドネーション　9月14日

第1382回　徳島眉山親善例会開催の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥20,000

第1382回　徳島眉山親善例会開催の喜び Ｌ 福田 源公 ¥20,000

第1382回　徳島眉山親善例会開催の喜び Ｌ 山田 武仁 ¥10,000

第1382回　徳島眉山親善例会開催の喜び Ｌ 市川 信行 バス車内飲物

第1382回　徳島眉山親善例会開催の喜び Ｌ 青山 公明 バス車内飲物

第1回江南ＬＣゴルフコンペ優勝の喜び Ｌ 山下 裕史 ¥5,000

ゴ第1回江南ＬＣゴルフコンペ三位の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥2,000

第3回麻雀大会　優勝の喜び Ｌ 佐藤 全宏 ¥3,000

第3回麻雀大会　三位の喜び Ｌ 細川 幸弥 ¥1,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 福田 源公 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 船戸 和昭 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 苅谷 一紀 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 永田 紘一 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 佐藤 全宏 ¥3,000

尾北ホームニュースにメッセージ掲載の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥3,000

尾北ホームニュースにメッセージ掲載の喜び Ｌ 渡辺 俊也 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥7,000

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 野田 泰義 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 伊藤 義弘 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 河井 　隆 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥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 山下 裕史 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 松岡 信孝 ¥3,000

接待・ＧＬＴ委員長無事終了の喜び Ｌ 永田 紘一 ¥5,000

運営委員会表彰の喜び Ｌ 永田 紘一 ¥3,000

会長表彰の喜び Ｌ 永田 紘一 ¥3,000

国際協調ＬＣＩＦ委員長就任の喜び Ｌ 永田 紘一 ¥10,000

　　　　　合　　計 ¥154,000合 計 154,000



 

 

(有)ユニオン機器 医理化器販売 
Ｌ菅原 勝八 取締役会長 

 

〒483-8339 

愛知県江南市飛高町夫見添 148 

TEL 0587-55-2323 

FAX 0587-55-3143 

社会福祉法人すいと福祉会  

特別養護老人ホーム ふぁみりい恕苑 

Ｌ伊神  護 理事長 
〒483-8404 

愛知県江南市小杁町林 125 

TEL 0587-52-4700 

FAX 0587-57-1584 

(有)武馬脩介紋工所 紋紙製造 

Ｌ武馬 宏祐 代表取締役 
 

〒483-8368 

愛知県江南市宮田町南野東 157 

TEL 0587-57-5151 

FAX 0587-52-3201 

平成クリニック 医師 

Ｌ颯田 哲哉 院長 
 

〒483-8161 

愛知県江南市尾崎町上田 95 

TEL 0587-54-7666 

FAX 0587-59-7988 

丸尾耳鼻咽喉科 医療 

Ｌ丸尾 猛 院長 
 

〒48３-８3３１ 

愛知県江南市前飛保緑ケ丘２３１ 

TEL 0587-56-1187 

FAX 0587-55-0733 

天野醸造(株) 酒販売 

Ｌ天野皓次郎 代表取締役 
 

〒483-8273 

愛知県江南市古知野町本郷５５ 

TEL 0587-56-2043 

FAX 0587-55-2162 

伊藤織布(株) 織布及不動産貸付 

Ｌ伊藤 善誓 代表取締役 
 

〒483-8305 

愛知県江南市宮田町生原９ 

TEL 0587-58-7231 

FAX 0587-58-7232 

(有)青山自動車販売 自動車・タイヤ販売 

Ｌ青山 勝美 代表取締役 
 

〒483-8205 

愛知県江南市古知野町小金３３ 

TEL 0587-54-3231 

FAX 0587-59-8270 

(株)ミツワ 電気亜鉛メッキ 
Ｌ和田 政明 代表取締役 

 

〒483-8185 

愛知県江南市大海道町神明１ 

TEL 0587-55-2006 

FAX 0587-56-1665 

(名)共和金属製作所 金属部品・金型部品製造

Ｌ金田 久光 代表社員 

 

〒483-8044 

愛知県江南市宮後町王塚１１２ 

TEL 0587-56-2320 

FAX 0587-54-8326 

 

会 員 企 業 紹 介 



例会プログラム 　　　10 月行事予定

1. 開会のゴング 
2. 国旗に敬礼 １０月１日（土）・２日（日）

3. 国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱    　９：００～１６：００

4. ライオンズの誓いと地区スローガン 　　愛の献血運動（江南市民まつり）

並びにクラブスローガンの唱和 　　於：すいとぴあ江南

5 物故ライオンに黙祷 １０月６日（木）１３：４５～5. 物故ライオンに黙祷 １０月６日（木）１３：４５～

6. 会長挨拶 　　青少年薬物乱用防止教室

7. 会員慶祝 　　於：江南市立北部中学校

8. 市民のつどい 役割分担及びタイムスケジュール １０月８日（土）９：３０～　

9. お食事をどうぞ 　　第３５回ライオンズ旗争奪剣道大会

10. スピーチ  江南剣道連盟　松本 利幸様 　　第６２回江南地区少年剣道大会

11. 報告事項 　　於：江南市民体育会館

12. テールツイスターの発表 １０月２３日（日）１０：３０～

13 出席状況報告 第１３８６回例会13. 出席状況報告 　第１３８６回例会

14. また会う日まで 市民の集い「アグネスのおしゃべりコンサート」

15. ライオンズローア
16. 閉会のゴング

Ｌ野田 泰義 　４日 Ｌ和田 政明 １４日

Ｌ丹羽　誠 　４日 Ｌ瀬川  茂 １４日

第1383回 第1384回 Ｌ佐藤 順 ５日 Ｌ杉本 博 ２６日

お誕生日おめでとうございます

例会出席状況報告

第1383回 第1384回 Ｌ佐藤 順一 ５日 Ｌ杉本  博 ２６日

 現在の正会員数 74名 ７4名 Ｌ山腰 員令 １２日

 終身会員 ２名 ２名

 本日の出席数 46名 ４１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 Ｌ野田 泰義 　１日 Ｌ岸  信勝 １１日

Ｌ稲島  豊 　３日 Ｌ船戸 和昭 １７日

ご結婚記念日おめでとうございます

稲島 豊 船戸 和昭

Ｌ青山 公明 　５日 Ｌ杉本 喜彦 １９日

Ｌ河合 正猛 　８日 Ｌ丹羽 義置 １９日

Ｌ伊神 武司 　８日 Ｌ東 　茂 ２３日

歌手・エッセイスト・教育学博士 Ｌ青山 元造 　９日 Ｌ青山 和男 ２８日

香港生まれ。１９７２年「ひなげしの花」でデビュー Ｌ山腰 員令 １０日 Ｌ柴田  学 ３０日

　 １９９８年日本ユニセフ協会大使就任 Ｌ大里 芳勝 １０日

　　 ２０１２年、４０周年記念曲「午後の通り雨」

２０１３年「ブータン 幸せの国の子どもたち」出版
江南ライオンズクラブ会報

アグネス・チャン近況

２０１３年「ブ タン 幸せの国の子どもたち」出版

　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）

　目の見えない人たちに愛の光を 　　　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

　　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

江南ライオンズクラブ会報

　＜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 

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




