
第９４２号　第１３８７回例会　２０１６年１１月２日（水）江南商工会館

第３１回　市民のつどい　アグネスのおしゃべりコンサート

江南市民文化会館にてアグネス・チャンのおしゃべりコンサートを開催しました。　   江南市民文化会館にてアグネス チャンのおしゃべりコンサ トを開催しました。
昔懐かしい「ひなげしの花」や「草原の輝き」から最近の曲まで存分に楽しむことが
出来ました。また、歌の間には日本ユニセフ大使として訪れたアフリカの子供たちの
悲惨な状況について涙ながらに話す姿に心が打たれました。
笑いあり涙ありのとても感動したコンサートでした。
あらためてアグネスのファンになった方も多かったのではないでしょうか。



　

第１３８５回例会　２０１６年１０月５日（水）　江南商工会館

第1385回10月第一例会

江南ライオンズクラブ会長挨拶

　皆様、今日は。早いもので、今期３ヶ月が終わりました。
事業も徳島眉山ライオンズクラブ親善訪問・平和ポスターの募集と選考・友団スポーツ大会・市民

第1385回10月第一例会

江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚 善弘

事業も徳島眉山ライオンズクラブ親善訪問・平和ポスターの募集と選考・友団スポーツ大会・市民
祭りに参画しての「愛の献血運動」・「防犯カメラ」の設置と皆様の協力により事業を行って
まいりました。
また、10月に入りまして多くの委員会事業を行うことになります。
７日は6Ｒ親善チャリティゴルフ大会が犬山カンツリークラブにて開催されます。
８日には、江南市民体育館におきまして「第35回江南ライオンズクラブ旗争奪剣道大会」を開催
いたします。
お時間が許されますメンバーは、ぜひご出席してください。
本日の例会講師は 江南市剣道連盟理事長 松本利幸 様にお願いいたしました本日の例会講師は、江南市剣道連盟理事長 松本利幸 様にお願いいたしました。
一昨年、剣道連盟の重鎮で、大黒柱だったＬ大脇正太郎が亡くなりました。
江南ライオンズクラブが江南市剣道連盟と共同で活動し、青少年健全育成事業に取り組むために、
これまで以上の「絆を深めたい」と考え、ご無理を申し上げ松本先生に時間を取っていただき
ました。
　10月23日には、昨年来取り組んでまいりました「第31回市民の集い」を江南ライオンズクラブの
全体事業として執り行います。
後ほど、詳細についてご案内もございます。
各自の役割分担をご理解いただきまして 市民委員長Ｌ宮瀬義則を総括に ライオンズクラブ各自の役割分担をご理解いただきまして、市民委員長Ｌ宮瀬義則を総括に、ライオンズクラブ

メンバーの心を結集して大成功するように、ご協力をお願いいたしまして挨拶にいたします。

スピーカー　江南市剣道連盟　松本 利幸　様

欧米風の練習と日本古来の稽古の違い、
礼儀作法の大切さなど、長年にわたり
剣道を通して子どもたちに教えて来ら
れたことについてお話をしていただき
ました。
心技体の習得を目指す、日本の武道の
良さをわかりやすく解説していただき
ましたました。



10月お誕生日おめでとうございます 10月ご結婚記念日おめでとうございます

プ 会 贈 ポ タ 無事遂行５星プレミアムファミリー会員証贈呈 平和ポスター無事遂行のローア

江南市民まつり「愛の献血運動」 １０月１日（土）・２日（日） すいとぴあ江南江南市民まつり「愛の献血運動」　１０月１日（土） ２日（日）　すいとぴあ江南

献血にご協力お願いしまーす！ ４００ｍＬ献血お願いしまーす！

大勢の方にご協力いただきました ２日間、お疲れさまでした



平成２８年１０月８日（土）
於：江南市民体育会館

第３５回ライオンズクラブ旗争奪剣道大会・第６２回江南地区少年剣道大会

今年も江南の少年剣士たちが勢ぞろい

会長 Ｌ小塚 善弘より

表彰状を授与

３３４－Ａ地区 ６Ｒ１Ｚ 親善チャリティゴルフ大会

会長 Ｌ小塚 善弘より

表彰状を授与

平成２８年１０月７日（金）
於：犬山カンツリー倶楽部

優勝 　L柴田　学

準優勝 　L菅原　勝八

３位 　L山腰　員令



第１３８６回例会　２０１６年１０月２３日（日）　江南市民文化会館第１会議室

江南ＬＣ会長　Ｌ小塚 善弘 挨拶 愛の献血成功のローア

念入りなリハーサル風景 続々とお客様が入場

市民のつどい　開幕です



挨拶　江南ＬＣ会長　L小塚 善弘 第２９回ＬＣ国際協会国際平和ポスター表彰式

江南ライオンズクラブ第３１回市民のつどい

　　最優秀賞　古知野南小６年　塩見友基さん

　　優秀賞　　布袋北小　６年　山本花連さん

優秀賞 古知野東小５年 渡邊真千さん

入賞者のみなさん平和ポスター入賞作品

　優秀賞 　古知野東小５年　渡邊真千さん

　　優秀賞　　古知野東小６年　近藤莉乃さん

　　優秀賞　　古知野南小５年　三浦李月さん

　　優秀賞　　布袋北小　６年　橋本遙乃さん

今年も多数の力作が集まりました
ありがとうございました

 日本ボーイスカウト愛知連盟尾張北地区江南第１団
 日本ボーイスカウト愛知連盟尾張北地区江南第３団
 (社）ガールスカウト日本連盟愛知県第１１団
 江南市民文化協会

助成金贈呈

 江南市剣道連盟
 江南保護区保護司会　　
 江南市スポーツ少年団

防犯カメラ（２台）を江南市へ寄贈 澤田江南市長から感謝状を受領



アグネスのおしゃべりコンサート

アグネスの歌とトークに

会場も盛り上がりました



コンサートの後で記念撮影

幹事 市 信 会 善 市 宮瀬義

ユニセフへ募金贈呈

幹事 L市川信行 会長 L小塚善弘 市民委員長 L宮瀬義則

アグネス、司会の波多野様

素晴らしいコンサートを

アグネス、司会の波多野様

素晴らしいコンサートを

ありがとうございました



Ｌ佐藤全宏 １９回目

Ｌ青山公明 　8回目

Ｌ永田紘 6回目

ＬＣＩＦ1,000＄献金

Ｌ永田紘一 6回目

Ｌ河合正猛 　1回目

５星プレミアムファミリー会員証

Ｌ苅谷 一紀

Ｌ佐藤 順一

Ｌ佐藤 全宏

Ｌ澤田 和延

Ｌ柴田 学

Ｌ菅原 勝八

Ｌ杉本 喜彦

Ｌ福田 源公

Ｌ武馬 宏祐

Ｌ松井 義晴

Ｌ矢島 丈吉Ｌ矢島 丈吉

セ

第３１回市民のつどい　募金

ユニセフへ １０５，２９４円

熊本地震復興支援へ １０５，２９３円

　 合　　計 ２１０，５８７円

　ホームラン市役所店 １位 　L伊神　護 ９位 　L菅原勝八

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L佐藤　傳 １０位 　L松田哲育

　電話　0587-53-3518 ３位 　L佐藤全宏 １１位 　L山下裕史

４位 　L山田武仁 １２位 　L和田政明

第４回麻雀大会　10月28日（金）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

５位 　L加藤徳弥 １２位 　L丹羽　誠

６位 　L伊藤善誓 １４位 　L細川幸弥

７位 　L松岡信孝 １５位 　L渡辺俊也

８位 　L佐藤順一 １６位 　L青山公明



 

 

(有)佐藤木型製作所 木型制作 
Ｌ佐藤 順一 取締役会長 

 

〒485-0081 

愛知県小牧市横内立野 681-1 

TEL 0568-65-8871 

FAX 0568-65-8872 

(有)柴田製作所 金属加工 
Ｌ柴田 学 代表取締役 

 

〒483-8242 

愛知県江南市五明町根場 273 

TEL 0587-56-2857 

FAX 0587-56-2929 

尾張油業(株) 石油製品・プロパン販売

Ｌ杉本 喜彦 代表取締役 
 

〒483-8222 

愛知県江南市赤童子町藤宮１３－１ 

TEL 0587-56-4039 

FAX 0587-55-9577 

(有)タカショク 不動産賃貸業・飲食業（建設業）

Ｌ高田 良弘 会長 
 

〒483-8068 

愛知県江南市飛高町本町１６３ 

TEL 0587-56-8911 

FAX 0587-56-3669 

(有)メルヘン 飲食 

Ｌ青山 公明 代表取締役 
 

〒483-8256 

愛知県江南市中奈良町本郷東 189 

TEL 0587-55-6302 

FAX 0587-55-6302 

(有)サカエスポーツ本店 スポーツ用品販売 
Ｌ小塚 善弘 代表取締役 

 

〒483-8207 

愛知県江南市古知野町熱田１０３

TEL 0587-54-8550 

FAX 0587-56-3895 

倉知会計事務所 税理士 
Ｌ倉知 義治 所長 

 

〒483-8037 

愛知県江南市勝佐町東郷１１８ 

TEL 0587-56-1877 

FAX 0587-56-1855 

細川一級建築士事務所 建築設計 

Ｌ細川 幸弥 所長 
 

〒483-8402 

愛知県江南市慈光堂町南 100 

TEL 0587-54-1313 

FAX 0587-81-3688 

(有)十一屋本店 不動産賃貸 

Ｌ古池 勝英 代表取締役 
 

〒483-8273 

愛知県江南市古知野町本郷２１０ 

TEL 0587-56-2011 

FAX 0587-56-2011 

丹羽内科 医院 

Ｌ丹羽 義置 院長 
 

〒483-8213 

愛知県江南市古知野町朝日 247 

TEL 0587-56-7555 

FAX 0587-56-7550 

 

会 員 企 業 紹 介 



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

市民の集い献血活動無事終了の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥10,000

市民の集い献血活動無事終了の喜び Ｌ 松井 義晴 ¥5,000

第1回江南ＬＣゴルフコンペ準優勝の喜び（眉山親善優勝） Ｌ 山腰 員令 ¥3,000

徳島眉山親善ゴルフ大会三位の喜び Ｌ 青山 公明 2 000

第1385回例会　ドネーション　10月5日

徳島眉山親善ゴルフ大会三位の喜び Ｌ 青山 公明 ¥2,000

第4回麻雀大会　優勝の喜び Ｌ 青山 元造 ¥3,000

第4回麻雀大会　二位の喜び Ｌ 青山 公明 ¥2,000

第4回麻雀大会　三位の喜び Ｌ 伊神  護 ¥1,000

第3回麻雀大会　二位の喜び Ｌ 佐藤  傳 ¥2,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 伊神  護 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 武馬 宏祐 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 丸尾  猛 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 天野皓次郎 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 伊藤 善誓 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 金田 久光 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 大島 孝允 ¥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 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 杉本 喜彦 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 倉知 義治 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥77,000

地区ガバナー　市民の集いご招待の喜び Ｌ 垣見 正則 ¥10,000

市民の集いチケットドネーション Ｌ 金田 久光 チケット5枚

第1386回例会　ドネーション　10月23日

市民の集いチケットドネーション Ｌ 天野皓次郎 チケット5枚

市民の集いチケットドネーション Ｌ 杉本  博 チケット5枚

市民の集いチケットドネーション Ｌ 野田 政邦 チケット5枚

市民の集いチケットドネーション Ｌ 山下 裕史 チケット5枚

市民の集いチケットドネーション Ｌ 橋本 芳博 チケット5枚

市民の集いチケットドネーション Ｌ 高田 真宏 チケット3枚市民の集いチケットドネ シ ン Ｌ 高 真宏 チケット3枚

市民の集いチケットドネーション Ｌ 岸  信勝 チケット2枚

　　　　　合　　計 ¥10,000



例会プログラム 　　　11 月行事予定

1. 開会のゴング 
2. 国旗に敬礼 １１月２日（水）１2：15～

3. 国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱 　　第１３８７回例会

4. ライオンズの誓いと地区スローガン 　　於：江南商工会館

並びにクラブスローガンの唱和 　　

5 物故ライオンに黙祷 １１月１０日（木）～１３日（日）5. 物故ライオンに黙祷 １１月１０日（木）～１３日（日）

6. 会長挨拶    　第５５回東洋・東南アジアフォーラム

7. 会員慶祝 　　於：香港　アジア国際EXPO

8. お食事をどうぞ
9. スピーチ  江南厚生病院 院長 齊藤二三夫様 １１月１６日（水）１2：15～

10. 報告事項 　　第１３８８回例会

11. テールツイスターの発表 　　スピーチ 江南商工会議所 会頭 松永金次郎様

12. 出席状況報告
13 また会う日まで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鈴木  明 　３日 Ｌ奥村 悠二 １３日

Ｌ尾関 正夫 　６日 Ｌ丹羽 義置 ２４日

Ｌ山下 裕史 　６日 Ｌ福田 源公 ２５日

第1385回 第1386回 Ｌ大里 芳勝 　９日

現在の正会員数 74名 ７4名

お誕生日おめでとうございます

例会出席状況報告

 現在の正会員数 74名 ７4名

 終身会員 ２名 ２名

 本日の出席数 43名 ４7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
江南市イベントカレンダー

Ｌ田代　勇 　１日 Ｌ鈴木  明 １２日

第３１回国民文化祭・あいち２０１６こうなん Ｌ青山 勝美 　３日 Ｌ佐藤 順一 １４日

１１月１３日（日）　於：江南市民文化会館 Ｌ高田 真宏 　６日 Ｌ苅谷 一紀 ２３日

Ｌ永田 紘一 １１日 Ｌ尾関 正夫 ２７日

　 環境フェスタ江南２０１６ Ｌ佐藤  傳 １１日

　　 １１月２０日（日）　於：江南市民文化会館

江南ライオンズクラブ会報

江南市イベントカレンダー

　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




