
第９４５号　第１３９３回例会　２０１７年２月１日（水）江南商工会館

曼陀羅寺本堂が改修工事中のため、

今年の御祈祷は隣接する曼陀羅堂で今年の御祈祷は隣接する曼陀羅堂で

行われました。

本堂よりも少し小さい御堂ですが、

ありがたい曼陀羅の軸が掛けられ、

また、格天井には数多くの絵が

描かれたとても素晴らしい御堂です。

今年も一年健康で頑張れますように。

１月１１日 新年の御祈祷 於：曼陀羅寺

工事中の曼陀羅寺本堂

１月１１日　新年の御祈祷 於：曼陀羅寺



第１３９１回例会　２０１７年１月１１日（水）　曼陀羅寺

江南ライオンズクラブ

会長挨拶

Ｌ小塚善弘

　 

会長挨拶

Ｌ小塚善弘

幹事 Ｌ市川 信行

　新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様方は、ご家族とともに「おだやかな新春」をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。

昨年７月より江南ライオンズクラブの事業活動と運営にご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

私の任期もあと半年になりました。

本日は県議会議員　奥村悠二　様のスピーチ。１月の第２例会は江南市長　澤田和延　様の

幹事 Ｌ市川 信行

本日は県議会議員 奥村悠 様のスピ チ。１月の第２例会は江南市長 澤田和延 様の

スピーチを予定させていただきました。

２月には恒例となっています節分例会で算賀念寿のお祝いをいたします。

３月と５月の第２例会は、L金田久光の活性化委員長の企画によりますナイト例会を実施いたし

ますのでご家族でご参加ください。

４月の第２例会は、ライオンレディ同伴の藤見例会を行います。

５月の地区年次大会と６月の複合地区年次大会を例会にさせていただきます。

最終例会は、名鉄ニューグランドホテルにて開催いたします。

今から予定していただき、これからもなお一層のご協力をお願いいたします。今から予定していただき、これからもなお 層のご協力をお願いいたします。

　最後になりましたが、本年が会員の皆様方にとりまして、明るく希望の持てる年に

なります様ご祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。

１月　お誕生日おめでとうございます １月　ご結婚記念日おめでとうございます



例会スピーチ　愛知県議会議員　奥村 悠二様

愛知県議会議員 奥村 悠二様

愛知県議会議員の奥村悠二様に、現在の

愛知県が、日本の中でもとても大きな経済

規模を誇る県であること、そして今後は

リニアの開通やセントレアの整備を行い、

さらに重要な中京大都市圏をめざしていくさらに重要な中京大都市圏をめざしていく

という将来像を教えていただきました。また

「環日本海地図」（大陸から見た日本地図）

で見ると、ロシアや中国などからは日本が

どのように見えているかという大変貴重な

お話しもしていただきました。

曼陀羅寺貫主 河合 芳泉様に修理工事の寄付 ローア　Ｌ宮瀬 義則　Ｌ奥村 悠二　Ｌ杉本 喜彦



第１３９２回例会　２０１７年１月２５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Ｌ小塚善弘

　皆さん、今日は。

寒い中、例会にご出席いただきまして有難うございます。

１２月中は暖冬だといわれていてポカポカ陽気でしたが、今年に入り寒さが厳しくなってきました。

そして、つい先日、江南市でも雪が降りノーマルタイヤの私は、ダウンコートを引っ張り出し

お店まで歩いていきました。

　１月２５日は、１９０２年（明治３５年）に上空の強い寒気の通過と放射冷却現象により

午前２時ごろ北海道旭川市で「最低気温の公式記録・－４１．０度」を記録した日本の最低気温の日です。

そして、中華まんの日・ホットケーキの日となっています。

日本最低気温の日にちなみ、寒い日には「中華まんじゅう」「ホットケーキ」を食べて暖まってもらおうと

制定されているそうです。

しばらくは寒い日が続きますが風邪やインフルエンザにかからないように睡眠と栄養を取って健康に

過ごしたいものです。

　本日のスピーチは江南市長　澤田和延　様にスピーチをお願いしていますのでお楽しみください。

3,000＄献金の表彰 江南警察署長より感謝状をいただきました

ゴルフ部会へ助成金贈呈 親睦同好会へ助成金贈呈

Ｌ野田 泰義

ゴルフ部会へ助成金贈呈 親睦同好会へ助成金贈呈

部長 Ｌ金田 久光 部長 Ｌ佐藤 順一



例会スピーチ　江南市長　澤田 和延様

　

江南市長 澤田 和延様

　江南市長　澤田和延様に「Ｋビジョンで

江南市はもっとよくなる」というテーマで

スピーチをしていただきました。

布袋駅東の計画や、江南市のプロモーション

展開について、そして新しいごみ処理施設の

取り組みについて、わかりやすくお話しを

していただきました

ローア　Ｌ澤田 和延

していただきました。

　名鉄名古屋駅と地下鉄伏見駅に江南市の

広告が貼り出されていますので、お寄りの

際は、ぜひご覧になって下さい。

　ホームラン市役所店 １位 　L伊神 　護 ９位 　L伊藤 善誓

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L菅原 勝八 １０位 　L松田 哲育

　  電話0587-53-3518 ３位   L青山 元造 １１位 L松岡 信孝

第６回麻雀大会　１月２７日（金）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

電話0587 53 3518 青 松

４位 　L山田 武仁 １２位 　L渡辺 俊也

５位 　L青山 公明 １３位 　L和田 政明

６位 　L佐藤 全宏 １４位 　L佐藤 　傳

７位 　L橋本 芳博 １５位 　L佐藤 順一

８位 　L加藤 徳弥     １６位 　L細川 幸弥



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

内孫誕生の喜び Ｌ 小塚 善弘 ¥10,000

ＹＣＥ生派遣無事終了の喜び Ｌ 山下 裕史 ¥5,000

年末の交通安全県民運動無事終了の喜び Ｌ 伊藤 善誓 ¥5,000

江南ＬＣ第３回忘年ゴルフ大会 優勝の喜び Ｌ 佐藤 傳 ¥5 000

第１３９１回例会　ドネーション　１月１１日

江南ＬＣ第３回忘年ゴルフ大会　優勝の喜び Ｌ 佐藤 傳 ¥5,000

江南ＬＣ第３回忘年ゴルフ大会　準優勝の喜び Ｌ 東　　茂 ¥3,000

江南ＬＣ第３回忘年ゴルフ大会　三位の喜び Ｌ 丸尾　猛 ¥2,000

江南ＬＣ第３回忘年ゴルフ大会　ブービーの喜び Ｌ 伊神 武司 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 市川 信行 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 丹羽  誠 ¥3,000

会報に企業紹介掲載 喜び 岸 信勝会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 岸　信勝 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 和田 政明 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 渡辺 俊也 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び 匿名 ¥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 武馬 宏祐 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 青山 勝美 ¥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 佐藤 全宏 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 高田 良弘 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 細川 幸弥 ¥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 伊藤 善誓 ¥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 渡辺 俊也 ¥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 永田 紘一 ¥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 佐藤　傳 ¥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 匿名 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び 匿名 ¥3,000

五献委員長無事終了の喜び Ｌ 石井 公久 ¥5,000,

事業委員会表彰の喜び Ｌ 石井 公久 ¥3,000

例会出席の喜び 匿名 ¥10,000

　　　　　合　　計 ¥133,000

韓国工場完成の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥30,000

第１３９２回例会　ドネーション　１月２５日

会報に写真掲載の喜び Ｌ 佐藤 順一 ¥3,000

ＹＣＥ生派遣無事終了の喜び Ｌ 青山 元造 ¥3,000

例会出席の喜び 匿名 ¥10,000

　　　　　合　　計 ¥46,000



 

 

(株)ネットワーク・サポート 携帯電話販売 

Ｌ洞地 政秀  
 

〒483-8271 

愛知県江南市古知野町桃源 10白馬ビル３階 

TEL 0587-51-1600 

FAX 0587-51-1603 

 ㈱石井不動産 不動産業 
Ｌ石井 公久 代表取締役 

 

〒483-8213 

愛知県江南市古知野町朝日 150 

TEL 0587-54-0710 

FAX 0587-54-3004 

(有)松田新聞店 新聞販売業 
Ｌ松田 哲育 代表取締役 

 

〒483-8037 

愛知県江南市勝佐町田代 126 

TEL 0587-55-5206 

FAX 0587-56-4380 

(有)江南観光社  

あいみんＢＵＳ 旅行、貸し切りバス業 
Ｌ加藤 徳弥 代表取締役社長 

 

〒483-8163 

愛知県江南市木賀東町新宮 161 

TEL 0587-51-5253 

FAX 0587-51-5254 

メットライフ生命保険(株) 生命保険 
Ｌ山下 裕史 エグゼクティブコンサルタント 

 

〒460-0008 

愛知県名古屋市中区栄 3-8-8 

名古屋平和ビル５階 

TEL 052-269-7661 

FAX 052-262-6432 

松山建設(株) 土木建築請負業 

Ｌ青山 元造 代表取締役 
 

〒483-8345 

愛知県江南市後飛保町高瀬１２２ 

TEL 0587-57-7701 

FAX 0587-57-7702 

安井建設(株) 総合建築業 

Ｌ安井 浩一 代表取締役 
 

〒483-8166 

愛知県江南市赤童子町南山９８ 

TEL 0587-54-3535 

FAX 0587-59-7761 

(有)小玉建材 土建業 
Ｌ田代 勇  

 

〒483-8409 

愛知県江南市小杁町長者毛西 100 

TEL 0587-57-5710 

FAX 0587-57-5888 

愛知県厚生農業協同組合連合会 

江南厚生病院  

Ｌ齊藤二三夫 病院長 

 

〒483-8704 

愛知県江南市高屋町大松原 137 

TEL 0587-51-3333 

FAX 0587-51-3300 

牛垣建設(株) 総合建設業 

Ｌ牛垣 和博 代表取締役 
 

〒483-8085 

愛知県江南市髙屋町西里１５１ 

TEL 0587-54-9041 

FAX 0587-54-9051  

 

 

会 員 企 業 紹 介 



例会プログラム 　　　2月行事予定

1. 開会のゴング ２月１日（水）１２：１５～

2. 国旗に敬礼 　　第１３９３回節分例会

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 
並びにクラブスローガンの唱和 ２月１６日（水）１２：１５～

5 物故ライオンに黙祷 第１３９４回 四クラブ合同例会5. 物故ライオンに黙祷 　第１３９４回 四クラブ合同例会

6. 会長挨拶 　　於：名鉄犬山ホテル

7. 会員慶祝 　　　講師：中京大学付属中京高校体育教師

8. 算賀年寿のお祝い 　　　　  　　野球部顧問　大藤 敏行　様

9. 審議事項 　　ホスト：犬山ＬＣ

(１) 中間決算について
(２) 次期役員について

10. お食事をどうぞ
11 報告事項11. 報告事項
12. テールツイスターの発表
13. 出席状況報告
14. また会う日まで Ｌ細川 幸弥 　１日 Ｌ岸　信勝 ２１日

15. ライオンズローア Ｌ浅井 英雄 　３日 Ｌ小塚 善弘 ２３日

16. 閉会のゴング Ｌ野田 政邦 　３日 Ｌ杉浦 功人 ２３日

Ｌ橋本 芳博 　９日 Ｌ田代　勇 ２３日

Ｌ伊神 武司 １７日 Ｌ増田英一郎 ２７日

お誕生日おめでとうございます　

Ｌ中嶋 正雄 　２日

Ｌ颯田 哲哉 　７日

Ｌ浅井 英雄 １６日
例会出席状況報告

　ご結婚記念日おめでとうございます　

第1391回 第1392回

 現在の正会員数 ７２名

 終身会員 １名 Ｌ河井 隆 11月14日 Ｌ瀬川 茂 11月30日

 本日の出席数 ４４名 Ｌ鈴木 明 12月5日

 公務による欠席 0名

 海外出張 ０名

 病欠 ２名

退会者 お疲れさまでした

江南ライオンズクラブ会報
２名

７２名

１名

４２名

0名

0名

　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南 献眼 献 献 骨 移 聴 員 松 南市東野 神

　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


