
第９４4号　第１３９１回例会　２０１７年１月１１日（水）曼陀羅寺

江南市立北部中学校３年生とともに青少年薬物乱用防止教室を開催しました。倉知様の自己体験をもとにした

本当に恐ろしい薬物のお話し「ダルクからのメッセージ」に、生徒の皆さんも真剣に聞き入っていました。

ＮＰＯ法人名古屋ダルク 倉知 光一様

江南ＬＣ会長 Ｌ小塚 善弘 保護司 Ｌ武馬 宏祐

12月１日 青少年薬物乱用防止教室 於：江南市立北部中学校12月１日 青少年薬物乱用防止教室 於：江南市立北部中学校



第１３８９回例会　２０１６年１２月７日（水）　江南商工会館

　 江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚善弘

　皆様、「今日は」

毎年冬から春にかけて流行が懸念されるインフルエンザ。

２０１６年はインフルエンザＡ香港型が流行を見せています。

本年度第４６週（１１月１４日～１１月２０日）には、定点報告を受けている、全国約５，０００の

医療機関を６，８４３人が受診し、流行入りの目安とされる１．００人を超えました。

１１月２５日に厚労省は全国的にインフルエンザが流行シーズン入りしたことを発表しました。

Ｌ小塚善弘

今年は、１９９９年以降で２番目に早い流行入りとなりました。

Ａ－Ｈ３Ｎ２型（Ａ香港型）は、２０１４年に流行した型のインフルエンザで、お年寄りや子供で

症状が重くなりやすく、大流行しやすい特徴があります。

　流行を防ぐためには、原因となるウイルスを体内に侵入させないことや周囲にうつさないように

することが重要です。インフルエンザの感染を広げないために、一人一人が 「かからない」

「うつさない」対策を実践しましょう。

（1）外出先から帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗う。ウイルスは石けんに弱いため、

　　正しい方法で石けんを使う正しい方法で石けんを使う

（2）ふだんの健康管理

　　インフルエンザは免疫力が弱っていると、感染しやすくなりますし、感染したときに症状が

　　重くなってしまうおそれがあります。ふだんから、十分な睡眠とバランスのよい食事を

　　心がけ、免疫力を高めておきましょう。

（3）予防接種を受ける

　　予防接種（ワクチン）は、インフルエンザが発症する可能性を減らし、もし発症しても

　　重い症状になるのを防ぐ効果があります。

今年の年末年始も、健康で元気に過ごしたいものです。今年の年末年始も、健康で元気に過ごしたいものです。

最後になりましたが本日は、江南警察署の可児賢司所長にスピーチしていただきます。

例会後は、アピタ江南店にて交通安全県民運動「県内一斉飲酒運転撲滅啓発運動」を

行いますので、皆様のご参加をお願いしまして挨拶といたします。

12月　お誕生日おめでとうございます 12月　ご結婚記念日おめでとうございます

Ｌ佐藤 全宏 Ｌ高田 良弘Ｌ青山 勝美 Ｌ青山 公明



第１３８９回例会　２０１６年１２月７日（水）　　江南商工会館

例会スピーチ　江南警察署長　可児賢司様

江南警察署長 可児 賢司 様

愛知県警で長年にわたり交通安全に取り組んでこられた江南警察署長の可児賢司様にスピーチをして

いただきました。愛知県の交通死亡事故を減らすためのお話し、防犯カメラの設置によって泥棒などの

犯罪が減少してきたお話しなど、私たちが安全に暮らすためのポイントを教えていただきました。

ライオンズ環境写真コンテスト入賞　 ＬＣＩＦより盾をいただきました

ＬＣＩＦ講師育成研究会の報告 ローア　青少年薬物防止委員長・環境保全委員長

Ｌ細川 幸弥

Ｌ苅谷 一紀 Ｌ高田 真宏 Ｌ伊藤 善誓



第１３９０回例会　２０１６年１２月１７日（土）　　名鉄犬山ホテル

江南ライオンズ クラブ会長挨拶

Ｌ小塚善弘

江南ライオンズ クラブ会長挨拶

Ｌ小塚善弘

　皆様、今晩は。

本日は、恒例となりました、年末のクリスマス例会です。

同伴でのお出かけいただきましたメンバーも多く、多数の皆様のご出席に感謝申し上げます。

ライオンズクラブらしく手話について理解し認識を深めるきっかけになればと思い、

地区献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員長であられますＬ山田新義と尾北地区聴覚障害者地区献眼・献腎・献血・骨髄移植推進・聴覚委員長であられますＬ山田新義と尾北地区聴覚障害者

福祉協会　会長　安藤康志さんをお招きいたしました。

さて、懇親会でのアトラクションは「津軽三味線　和胤（わいん）」の皆様に演奏していただきます。

時間の許す限り大いに楽しんでいただきたく思いますので、誠に簡単ですが、これで挨拶を終わります。

地区献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚委員長 （一社）愛知県聴覚障害者協会監事

手話を教えていただきました 楽しいスピーチをありがとうございました

Ｌ山田 新義 スピーチ 手話通訳 積光 章子様 スピーカー 安藤 康志様



乾杯　地区名誉顧問 元地区ガバナー Ｌ福田 源公 津軽三味線　和胤

和気あいあいのクリスマス懇親会和気あいあいのクリスマス懇親会

Ｌ青山 元造 ご夫妻Ｌ渡辺 俊也 ご夫妻

全員で手をつなぎ、「また会う日まで」斉唱

閉会の言葉 Ｌ野田 泰義Ｌ澤田 和延 ご夫妻 Ｌ永田 紘一 ご夫妻



１２月７日（水）　年末の交通安全県民運動　於：アピタ江南西店

１２月２１日(水) ＹＣＥ交換留学生 セントレアでお見送り

　　２０１６年１２月２１日～２０１７年１月９日

　　　　　長谷川ひな乃さん（南山大学）

　　　　　派遣先：マレーシア

１２月２１日(水)　ＹＣＥ交換留学生　セントレアでお見送り

２０１６年１２月２２日（木）

於：犬山カンツリークラブ

江南ライオンズクラブ第３回忘年ゴルフ大会

優勝 Ｌ佐藤　傳

２位 Ｌ東　　茂

３位 Ｌ丸尾　猛

優勝 Ｌ佐藤 傳優勝 Ｌ佐藤 傳

ゴルフ部部長 Ｌ金田 久光

お疲れさまでした



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

OSEAL香港での講師育成研究会受講の喜び Ｌ 苅谷一紀 ¥15,000

長男結婚の喜び Ｌ 山下 裕史 ¥20,000

環境写真コンテスト入賞の喜び Ｌ 細川 幸弥 ¥3,000

第1389回例会　ドネーション　12月7日

第6回麻雀大会　優勝の喜び Ｌ 佐藤 全宏 ¥3,000

第6回麻雀大会　二位の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥2,000

第6回麻雀大会　三位の喜び Ｌ 松岡 信孝 ¥1,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 松井 義晴 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 伊神 武司 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 高田 真宏 ¥3,000会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 高田 真宏 3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 鈴木  明 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 丹羽 義置 ¥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 苅谷 一紀 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 高田 真宏 ¥3,000会報に写真掲載の喜び Ｌ 高田 真宏 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 松田 哲育 ¥3,000

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 山下 裕史 ¥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 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 松岡 信孝 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥96,000

例会講師依頼の喜び Ｌ 山田 新義 ¥10,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 宮瀬 義則 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 高田 良弘 ¥3 000

第1390回例会　ドネーション　12月17日

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 高田 良弘 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥16,000



 

 

㈱テクノアーツ 製造業 
Ｌ大里 芳勝 代表取締役 

 

〒483-8183 

愛知県江南市今市場町高根 96-2 

TEL 0587-51-0550 

FAX 0587-51-0556 

きむらや 飲食業 

Ｌ稲嶋  豊 代表 
 

〒483-8157 

愛知県江南市布袋町北 71 

TEL 0587-56-3041 

FAX 0587-53-3434 

(有)アイコー 自動車販売・修理

Ｌ山腰 員令 取締役 
 

〒483-8046 

愛知県江南市高屋町花戸 12 

TEL 0587-53-5878 

FAX 0587-53-5877  

ニワセイ 事務機・事務用品卸 

Ｌ丹羽  誠 代表者 
 

〒483-8217 

愛知県江南市古知野町古渡 130 

TEL 0587-54-1270 

FAX 0587-54-1271 

㈱岸五 日用品・金物販売・造園・金属工事 
Ｌ岸  信勝 代表取締役 

 

〒483-8239 

愛知県江南市木賀本郷町西 6-1 

TEL 0587-56-2500 

FAX 0587-54-6050  

 

増田石創(有)  
Ｌ増田英一郎 代表取締役 

 

〒483-8251 

愛知県江南市大間町新町 132 

石創ビル１F 

TEL 0587-53-3678 

FAX 0587-53-3208 

社会福祉法人愛知玉葉会第２尾張荘  
Ｌ渡辺 俊也 特別養護老人ホーム診療所長 

 

〒463-0006 

愛知県名古屋市守山区川東山 3321 

TEL 052-794-1611 

FAX 052-791-6712 

㈱市川木工 特注家具製作 
Ｌ市川 信行 代表取締役 

 

〒483-8113 

愛知県江南市天王町五反林 37 

TEL 0587-56-4688 

FAX 0587-56-4314 

(株)ヤジマ 水道工事業 

Ｌ矢島 丈吉 取締役会長 
 

〒483-8044 

愛知県江南市宮後町砂場東２６１ 

TEL 0587-54-0227 

FAX 0587-54-0510 

 

会 員 企 業 紹 介 









例会プログラム 　　　1 月行事予定

1. 開会のゴング １月１１日（水）１１：００～

2. 国旗に敬礼 　　第１３９１回例会・ご祈祷

3. 国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱 　　於：曼陀羅寺

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 １月２５日（水）１２：１５～

5 物故ライオンに黙祷 第１３９２回例会5. 物故ライオンに黙祷 　第１３９２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
9. スピーチ 愛知県議会議員 奥村 悠二様

10. 報告事項
11. テールツイスターの発表 　【傘寿】８０歳　昭和13年4月1日～昭和14年3月31日

12. 出席状況報告 Ｌ丸尾　猛 昭和13年 5月 1日

13 また会う日まで Ｌ山田 武仁 昭和13年 8月 1日

算賀年寿お祝い

13. また会う日まで Ｌ山田 武仁 昭和13年 8月 1日

14. ライオンズローア Ｌ尾関 正夫 昭和13年11月 6日

15. 閉会のゴング 　【喜寿】77歳　昭和16年4月1日～昭和17年3月31日

Ｌ佐藤 全宏 昭和16年 7月11日

Ｌ佐藤 義誓 昭和16年 7月21日

Ｌ松田 哲育 昭和16年 7月31日

Ｌ野田 泰義 昭和16年10月 4日

第1389回 第1390回 Ｌ古池 勝英 昭和17年 1月 5日

現在の正会員数 ７４名 【古希】7０歳 昭和23年4月1日 昭和24年3月31日

例会出席状況報告

７４名 現在の正会員数 ７４名 【古希】7０歳 昭和23年4月1日～昭和24年3月31日

 終身会員 ２名 Ｌ大里 芳勝 昭和23年11月 9日

 本日の出席数 ４３名 Ｌ橋本 芳博 昭和24年 2月 9日

 公務による欠席 0名 　【還暦】６１歳　昭和32年4月1日～昭和33年3月31日

 海外出張 ０名 Ｌ颯田 哲哉 昭和32年 7月16日

 病欠 ２名 Ｌ松井 義晴 昭和33年 1月 1日

Ｌ細川 幸弥 昭和33年 2月 1日

お誕生日おめでとうございます

２名

７４名

２名

４４名

0名

0名

Ｌ青山 元造 １３日

Ｌ松井 義晴 １６日 Ｌ古池 勝英 　５日 Ｌ山田 武仁 ２３日

Ｌ伊神　護 １９日 Ｌ倉知 義治 １５日 Ｌ牛垣 和博 ２６日

Ｌ金田 久光 １９日

Ｌ古池 勝英 ２５日

Ｌ丹羽 愛禮 ２８日

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

　１日

　１日

　２日

　２日

　５日

　８日

Ｌ佐藤　傳

Ｌ洞池 政秀

Ｌ河井 利雄

Ｌ武馬 宏祐

Ｌ船戸 和昭

Ｌ齋藤二三夫

お誕生日おめでとうございます

　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

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




