
第９４３号　第１３８９回例会　２０１６年１２月７日（水）江南商工会館

江南商工会議所 会頭 松永 金次郎 様

松永種苗株式会社 代表取締役

 　 　　 江南商工会議所では、今年もＬＥＤイルミネーションの計画や江南三大祭りへの協力など、江南の

 　　　街がより良くなるように、精力的にご活動をされています。

また 松永種苗株式会社 は 夢 有る会社運営をされ おり オ ダなど パ野菜を

江南商工会議所 会頭 松永 金次郎 様

松永種苗株式会社 代表取締役

愛知県種苗協同組合 理事長

（公社）小牧法人会 副会長

 　　　  また、松永種苗株式会社では、夢の有る会社運営をされており、オランダなどのヨーロッパ野菜を

　　　先駆的に私たちに提供する試みをされています。　

　     　長年にわたり、江南の発展に多大なご尽力をしてこられた４代目松永金次郎様は、御祖父様

　  　（２代目松永金次郎様）も、初代江南ライオンズクラブ会長として、江南の発展にご活躍を

　　　されています。

第１３８８回例会 ２０１６年１１月１６日（水） 松永金次郎様スピ チ第１３８８回例会 ２０１６年１１月１６日（水）　　松永金次郎様スピーチ



第１３８７回例会　２０１６年１１月２日（水）　江南商工会館

　 

　

江南ライオンズクラブ会長挨拶

　皆さん、今日は。

１０月２３日の江南ライオンズクラブの全体事業「市民の集い」には会員諸兄のご協力をいただきました。

改めて感謝いたします。

市役所の職員の方からは「先日は、お疲れさま」と声をかけられました。

江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚善弘

市役所の職員の方からは 先日は、お疲れさま」と声をかけられました。

いつも行く喫茶店では、「楽しかった。アグネス・チャン思っていたより、歌が上手だね」と言って

いただきました。

お陰様で、無事終了することができ少し肩の荷が下りた気がします。

　１１月になり、さすがにクールビズと言っていられなくなりました。

昼と夜の寒暖の差があるので、体調に気を使い健康で過ごしたいものです。

　本日の例会スピーチは、当クラブメンバーで厚生病院院長　斎藤二三夫　様にお願いいたしました。

お楽しみにしてください。

　７月からやっと４ヶ月過ぎました。まだまだ残り８ヶ月もあります。　７月からやっと４ヶ月過ぎました。まだまだ残り８ヶ月もあります。

今後も一つ一つ丁寧に取り組んでいきます。

皆様のご協力をお願いいたしまして挨拶といたします。

11月　お誕生日おめでとうございます 11月　ご結婚記念日おめでとうございます

Ｌ佐藤 順一 Ｌ高田 真宏 Ｌ苅谷 一紀Ｌ福田 源公 Ｌ山下 裕史



第１３８７回例会　２０１６年１１月２日（水）　　江南商工会館

例会スピーチ　江南厚生病院　院長　Ｌ齊藤 二三夫

「健康と長寿」というテーマで江南厚生病院院長のＬ齊藤二三夫にスピーチをしていただきました。

何故、癌になるのか、そのメカニズムや長生きするための対策をわかりやすく教えていただきました。

運動をしても体重は減らない、食事量が大切ということもわかりました。

講師育成研究会助成金贈呈 ローア　ＰＲ委員長・副委員長

Ｌ苅谷 一紀 Ｌ大澤 潤一 Ｌ松岡 信孝



第１３８８回例会　２０１６年１１月１６日（水）　　江南商工会館

江南ライオンズ

クラブ会長挨拶

　皆さんこんにちは。

アメリカ大統領選挙は 大半の予想に反して共和党のドナルド トランプ氏が次期の大統領に

江南ライオンズ

クラブ会長挨拶

Ｌ小塚善弘

アメリカ大統領選挙は、大半の予想に反して共和党のドナルド・トランプ氏が次期の大統領に

当選しました。

安倍晋三首相は、10日朝、勝利したトランプ氏に会談を申し入れ約20分電話会談をしました。

首相は、トランプ氏に祝意を伝えるとともに、「強固な日米同盟は、アジア太平洋地域の平和と

安定を下支えする不可欠な存在だ」と指摘。

これに対し、トランプ氏は「日米関係は卓越したパートナーシップであり、さらに強化して

いきたい」と明言し、「安倍首相の経済政策を高く評価している。今後数年間、共に働くことを

楽しみにしている」と述べられました。

首相は 渡米し 明日１７日にアメリカ ニ ヨ クでドナルド トランプ氏と初会談が首相は、渡米し、明日１７日にアメリカ・ニューヨークでドナルド・トランプ氏と初会談が

行われる予定です。

ぜひ、日本の国益を確保し、有意義な会談になることを願っています。

　さて、本日は私の親友で、江南商工会議所新会頭になられました「松永金次郎」氏に

お忙しい処、ご無理を申し上げスピーチをお願いしました。

後ほどお楽しみにお聞きください。

また早いもので、来月の１２月１７日（土）に名鉄犬山ホテルで、クリスマス例会を

開催いたします。

まだご登録されていない方は本日、会計のＬ青山公明までお申込みいただきます様、

ご案内を申し上げ挨拶といたします。

ＬＣＩＦより献金バナーバッチ贈呈 ローア　ライオンテーマ

Ｌ丹羽 誠 Ｌ松田 哲育 Ｌ森下 栄二



２０１６年１１月７日（月）
於：藤岡カントリークラブ

３位 　Ｌ菅原　勝八 ＬＣＩＦ　１００ドル

１０５位 　Ｌ佐藤　全宏 ＬＣＩＦ　１００ドル

３３４－Ａ地区　ＬＣＩＦ親睦ゴルフ大会

１０５位 Ｌ佐藤 全宏 ＬＣＩＦ １００ドル

　　　　２０１６年１１月１５日（火）～１８日（金）

　　　　　Ｌ垣見 正則地区ガバナーの依頼により

　　　　　Ｌ苅谷 一紀が講師育成研究会を受講してきました

LCIF講師育成研修会　ｉｎ香港

ライオンズ環境写真コンテスト 江南ＬＣ入賞作品ライオンズ環境写真コンテスト 江南ＬＣ入賞作品

「雲の行列」 　　　　「五条川の川面に映る桜」 　「宮古島オオゴマダラ」

Ｌ細川 幸弥の上記３作品が、１２月５日６Ｒ環境保全委員長会議に送られました

　ホームラン市役所店 １位 　L佐藤 全宏 ７位 　L渡辺 俊也

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L菅原 勝八 ８位 　L青山 公明

電話0587 53 3518 ３位 L松岡 信孝 ９位 L和田 政明

第５回麻雀大会　１１月2４日（木）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

　  電話0587-53-3518 ３位 L松岡 信孝 ９位 L和田 政明

４位 　L佐藤 　傳 １０位 　L佐藤 順一

５位 　L山田 武仁 １１位 　L松田 哲育

６位 　L伊神 　護 １２位 　L加藤 徳弥



 

 

(有)中交トラベル 旅行 
Ｌ野田 政邦 役員 

〒483-8214 

愛知県江南市古知野町日の出１８６

サンライズ１０１ 

TEL 0587-55-7011 

FAX 0587-54-7011 

本郷歯科クリニック 歯科医 
Ｌ杉本  博 院長 

 

〒483-8238 

愛知県江南市木賀本郷町南 122 

TEL 0587-59-7337 

FAX 0587-59-7557 

松井建築㈱ 建築 
Ｌ松井 義晴 代表取締役社長 

 

〒483-8176 

愛知県江南市北野町郷浦 34-3 

TEL 0587-54-6655 

FAX 0587-56-4811 

(有)三八屋本店 飲食 
Ｌ瀬川 茂 取締役 

 

〒480-0127 

愛知県丹羽郡大口町新宮 2-23 

TEL 0587-95-5838 

 

(有)宮瀬新聞店 新聞販売 

L 宮瀬 義則 代表取締役 
 

〒483-8115 

愛知県江南市安良町宮前 137 

TEL 0587-55-2934 

FAX 0587-55-8917 

ダイヤ印刷（資） 印刷業 

Ｌ波多野克栄 代表社員 
 

〒483-8211 

愛知県江南市古知野町杉山 102-1 

荘苑江南２０６号 

TEL 0587-54-4048 

FAX 0587-59-7207 

（医）おおわきレディスクリニック 医師

Ｌ大脇 正哉 理事長 
 

〒483-8155 

愛知県江南市南山町中 225-2 

TEL 0587-56-3556 

FAX 0587-56-0732 

伊神工業㈱ 建設業 
Ｌ伊神 武司 代表取締役 

 

〒483-8005 

愛知県江南市草井町宮西 206 

TEL 0587-59-8908 

FAX 0587-59-6155 

㈱高田建材店 建築材料販売工事全般 
Ｌ高田 真宏 代表取締役 

 

〒483-8254 

愛知県江南市木賀町新開５４ 

TEL 0587-56-4325 

FAX 0587-56-4363 

鈴木工業所 不動産貸付業 
Ｌ鈴木 明  

 

〒483-8228 

愛知県江南市赤童子町桜道 31 

TEL 0587-56-2321 

FAX 0587-56-1608 

 

会 員 企 業 紹 介 



 

江南警察署長  

警視 可児 賢司様 

 

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 歓迎 

《 生年月日 》 

昭和３７年７月１０日 

《 略 歴 》 



２０1６～２０１７年度

日時：

場所： 江南商工会館

1. 開会のことば　 幹事 Ｌ市川　信行

2. 定足数の確認 定足数　29名 出席　21名　委任状6名　計27名 副幹事 Ｌ青山　元造

3. 配布資料の確認 副幹事 Ｌ青山　元造

4. 会長挨拶 会長 Ｌ小塚　善弘

5. 議長選出 第二副会長 Ｌ渡辺　俊也

6. 前回議事録の承認 承認

7. 議事録作成者の指名 ＰＲ副委員 Ｌ松岡　信孝

8. 報告事項 幹事 Ｌ市川　信行

６Ｒ１Ｚ親善チャリティゴルフ大会 10月7日 犬山カンツリーホテル

第３５回江南ＬＣ旗争奪剣道大会・第６２回江南地区少年剣道大会 10月8日 江南市民体育館

目の愛護デー記念式典 10月11日 愛知県医師会館

市民のつどい 10月23日 市民文化会館

ＬＣＩＦ交付金・申請勉強会 10月24日 ホテル名古屋ガーデンパレス

弥生会 10月25日 江南市役所

一宮ＬＣ結成６０周年記念大会 10月26日

薬物乱用防止教育認定講師養成講座 10月28日 キャッスルプラザ

第4回麻雀大会 10月28日 ホームラン市役所店

理事会打ち合わせ 11月1日 江南ＬＣ事務局

9 議題

1 後期年間行事計画の件 会長 Ｌ小塚　善弘 資料№1 承認

2 指名委員会の件 会長 Ｌ小塚　善弘 資料№2 承認

3 シャープ複合機の件 会長 Ｌ小塚　善弘 資料№3 承認

10 その他

1 ＹＣＥ派遣生の件 委員長 Ｌ山下　裕史

  派遣日程（予定）　マレーシア　２０１６年１２月２１日（水）～２０１７年１月９日（月）

2  北部中　青少年薬物用防止教室開催延期の件 委員長 Ｌ高田　真宏

２０１６年１２月１日（木） 13時30分～（ダルク）

3 ＬＣＩＦの件 委員長 Ｌ永田　紘一 資料№4

11 次回開催日の確認 ２０１６年１２月７日（水）　AM１１：００～ 江南商工会館

12 閉会のことば 第1副会長　 Ｌ伊神　　護

２０１６年１１月２日（水）１１時００分～

第５回江南ライオンズクラブ理事会議事録

名古屋マリオットアソシアホテル



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

市民の集い無事終了の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥30,000

市民の集い無事終了の喜び Ｌ 宮瀬 義則 ¥10,000

第2回江南ＬＣゴルフコンペ優勝の喜び Ｌ 柴田  学 ¥5,000

第2回江南ＬＣゴルフ ンペ準優勝の喜び Ｌ 菅原 勝八 3 000

第1387回例会　ドネーション　11月2日

第2回江南ＬＣゴルフコンペ準優勝の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥3,000

第2回江南ＬＣゴルフコンペ三位の喜び Ｌ 山腰 員令 ¥2,000

第4回麻雀大会　優勝の喜び Ｌ 伊神  護 ¥3,000

第4回麻雀大会　二位の喜び Ｌ 佐藤  傳 ¥2,000

第4回麻雀大会　三位の喜び Ｌ 佐藤 全宏 ¥1,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 佐藤 順一 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 柴田  学 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 杉本 喜彦 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 青山 公明 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 倉知 義治 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 細川 幸弥 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 古池 勝英 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 和田 政明 ¥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 野田 泰義 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 伊神  護 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 渡辺 俊也 ¥3,000

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 宮瀬 義則 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥6,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 柴田  学 ¥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 森下 栄二 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 山腰 員令 ¥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 大澤 潤一 ¥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 橋本 芳博 ¥3,000会報に写真掲載の喜び Ｌ 橋本 芳博 3,000

市民の集いにてご心配をおかけしました Ｌ 柴田  学 ¥5,000

　　　　　合　　計 ¥146,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 丹羽  誠 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 杉本  博 ¥3,000

会報に企業紹介掲載 喜び 青山 勝美

第1388回例会　ドネーション　11月16日

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 青山 勝美 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥9,000



例会プログラム 　　　12 月行事予定

1. 開会のゴング １２月１日（木）１３：４５～

2. 国旗に敬礼 　　青少年薬物乱用防止教室

3. 国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱 　　於：江南市立北部中学校

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 １２月７日（水）１２：１５～

5 物故ライオンに黙祷 第１３８９回例会5. 物故ライオンに黙祷 　第１３８９回例会

6. 会長挨拶 　　於：江南商工会館

7. 会員慶祝 
8. お食事をどうぞ １２月７日（水）１４：３０～　

9. スピーチ  江南警察署長　可児賢司様 　　年末の交通安全県民運動

10. 報告事項 　　於：アピタ江南西店

11. テールツイスターの発表
12. 出席状況報告 １２月１７日（土）１８：００～

13 また会う日まで 第１３９０回例会13. また会う日まで 　第１３９０回例会

14. ライオンズローア 　　於：名鉄犬山ホテル

15. 閉会のゴング
１２月２２日（木）

　第３回江南ライオンズクラブ忘年ゴルフ大会

　於：犬山カンツリー倶楽部

第 第

例会出席状況報告

第1387回 第1388回

 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 ４４名 ４２名 Ｌ青山 勝美 　７日

 公務による欠席 0名 0名 Ｌ青山 公明 １２日

 海外出張 ０名 0名 Ｌ中嶋 正雄 ２３日

 病欠 ２名 ２名

お誕生日おめでとうございます

　　　12月29日（木）～1月4日（水）まで Ｌ野田 政邦 　２日 Ｌ佐藤 全宏 ２４日

　〈緊急連絡先〉 Ｌ石井 公久 　４日 Ｌ高田 良弘 ２６日

　　会長　Ｌ小塚　善弘　携帯　０８０－１６２０－９９７３ Ｌ矢島 丈吉 　８日

　　幹事　Ｌ市川　信行　携帯　０９０－３５６８－８１８４

事務局から冬季休業のお知らせ ご結婚記念日おめでとうございます

江南ライオンズクラブ会報

　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




