
第９４６号　第１３９５回例会　２０１７年３月１日（水）江南商工会館

傘寿、喜寿、古希、還暦の

皆様で ご祈祷と豆まきを皆様で、ご祈祷と豆まきを

行いました。

活気あふれるパワーにより

恐ろしい鬼達も慌てて退散

していったことでしょう。

２月１日 算賀年寿 於：江南商工会館２月１日　算賀年寿 於：江南商工会館



第１３９３回例会　２０１７年２月１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

　皆さん、今日は。

早いもので２月１日は、プロ野球球団の一斉キャンプインの日ですね。

中日ドラゴンズは昨年最下位に終わり、監督も途中交代しました。

今年こそは優勝争いに加わり、スポーツ新聞に目を通すのが楽しみなシーズンになることを期待したい

江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚善弘

今年こそは優勝争いに加わり、スポ ツ新聞に目を通すのが楽しみなシ ズンになることを期待したい

ものです。

ユニフォームもドラゴンズブルーが復活し、新しくなりました。

江南ライオンズクラブの中には、巨人ファンや阪神フャンなどが見えますが最後までペナントレースを

盛り上げてほしいですね。

そして、今年も日本ハムファイターズの大谷翔平のようなスパースターの出現を期待したいものです。

　今日の例会は、算賀年寿のお祝いです。

算賀年寿は、「長寿のお祝い」の神事だと思いますが、正確な意味を知りたくて調べましたが、

どこにも載っていませんでした。どこにも載っていませんでした。

インターネットで検索しますと、「江南ライオンズクラブの会報」が一番先に出てきます。

本日は、該当者の方のお祝いと、江南ライオンズクラブの会員の皆様のご健康とご多幸も併せて

御祈願したいと思います。

２月　お誕生日おめでとうございます 会計より中間報告

Ｌ青山 公明



指名委員長より次期役員について ローア 江南ＬＣ結成６０周年実行委員長

第１３９４回例会 ３３４ Ａ地区 ６Ｒ１Ｚ 合同例会 ２０１７年２月１６日（木）

Ｌ野田 泰義 Ｌ佐藤 全宏

第１３９４回例会　３３４－Ａ地区　６Ｒ１Ｚ　合同例会　２０１７年２月１６日（木）

講演 中京大学付属中京高等学校体育教師・野球部顧問 大藤 敏行様　　於：犬山名鉄ホテル　

Ｌ野田 泰義

開会のゴング　丹羽ＬＣ会長　Ｌ千田 一光 ホストクラブ　犬山ＬＣ会長　Ｌ宮田 佳典

人生の成長無くして、技術の進歩なし



ローア　ＺＣ　Ｌ濱崎 力 閉会のゴング　江南ＬＣ会長　Ｌ小塚 善弘

　

２月１８日(土)
　　　　　キャッスルプラザホテル

２０１６～２０１７年度 冬期ＹＣＥ派遣生帰国報告会

長谷川ひな乃さん

　ホームラン市役所店 １位    L青山 元造 　７位 　L佐藤 順一

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L山田 武仁 　８位 　L伊藤 善誓

　  電話0587-53-3518 ３位 　L佐藤 　傳 　９位 　L和田 政明

４位 　L佐藤 全宏 １０位 　L菅原 勝八

第７回麻雀大会　２月１６日（木）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

位 佐藤 宏 位 菅原 勝八

５位 　L青山 公明 １１位 　L松岡 信孝

６位 　L伊神 　護 １２位 　L松田 哲育



氏  名 長谷川 ひな乃 ID No. ML-8 スポンサーLC 江南ライオンズクラブ 

派 遣 先 マレーシア 期 間 １２/２１～１/９ 

 

私は、１２月２１日～１月９日までの約３週間マレーシアに派遣していただき、２つのホストファミリーにお

世話になりました。  

１つ目のクアラルンプールのホストファミリーとは事前に連絡がとれず、どんな家族なのか不安でしたが

とても優しく到着してすぐ安心しました。１３歳の女の子がいたので、毎日のようにショッピングに行き、映

画を見たり、ネイルに行ったりとホストシスターの休

みを一緒に楽しみました。親戚の子もたくさん遊び

に来ていたので一緒にトランプをしたりと、とても仲

良くなりました。ホストシスターは日本のドラマが好

きだったので、ドラマの中の日本語を教えてあげた

りもしました。  

２つ目はクアンタンに住んでいるホストファミリー

でした。海の近くだったので晴れたときには浜辺に行ったり、モスクやヒンドゥー教のお寺にも行きました。

２５歳のお姉さんがいたので、夜には毎日高校時代の友達に会いに、一緒に連れて行ってくれました。本

当にどの人もフレンドリーで優しかったです。友達の誕生日サプライズをしていた時があったのですが２０

人くらいが集まり、社会人になっても高校時代の友達みんなと仲良くしているのがとても素敵でした。  

どちらの家族も仕事がとても忙しそうでしたが、忙しい

中で私のためにたくさんのところへ連れて行ってくれま

した。マレーシアには日本のお店がたくさんあり、日本

の文化が想像していたよりも浸透していることに驚き

ました。トイレにはトイレットペーパーがなかったり、シ

ャワーではお湯がでないところもあったりと普段私たち

が日本で当たり前のように感じていることのありがた 

みも知りました。たくさんの人に出会い、日本ではでき

ない経験をし、とても充実した約３週間でした。自分ももっと英語を勉強しなければいけないし、日本の文

化ももっとよく知っていかなければならないなと思いました。このマレーシアでの経験は今後も大切にして

いきたいです。このような機会を与えてくださったライオンズクラブの皆様に本当に感謝しています。ありが

とうございました。 



　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

傘寿の喜び Ｌ 丸尾　猛 ¥30,000

傘寿の喜び Ｌ 山田 武仁 ¥30,000

喜寿の喜び Ｌ 佐藤 全宏 ¥20,000

喜寿の喜び Ｌ 伊藤 善誓 ¥20 000

第１３９３回例会　ドネーション　２月１日

喜寿の喜び Ｌ 伊藤 善誓 ¥20,000

喜寿の喜び Ｌ 松田 哲育 ¥20,000

喜寿の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥20,000

喜寿の喜び Ｌ 古池 勝英 ¥20,000

古希の喜び Ｌ 橋本 芳博 ¥20,000

還暦の喜び Ｌ 松井 義晴 ¥10,000

還 喜び 細川 幸弥還暦の喜び Ｌ 細川 幸弥 ¥10,000

江南ＬＣ第6回麻雀大会優勝の喜び Ｌ 伊神  護 ¥3,000

江南ＬＣ第6回麻雀大会準優勝の喜び Ｌ 菅原 勝八 ¥2,000

江南ＬＣ第6回麻雀大会第三位の喜び Ｌ 青山 元造 ¥1,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 石井 公久 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 松田 哲育 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 加藤 徳弥 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 山下 裕史 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 青山 元造 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 牛垣 和博 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 杉本  博 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 波多野克栄 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 山腰 員令 ¥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 市川 信行 ¥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 杉本 喜彦 ¥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 Ｌ 佐藤 順一 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥261,000



 

 

(株)大沢アトリエ 建築設計・監理

Ｌ大澤 潤一 代表取締役 
 

〒480-0137 

愛知県丹羽郡大口町大屋敷１－２５０ 

TEL 0587-55-5234 

FAX 0587-55-5234 

 エコー(株) 不動産賃貸業 
Ｌ橋本 芳博 代表取締役社長 

 

〒483-8259 

愛知県江南市上奈良町緑１１ 

TEL 0587-55-3232 

FAX 0587-54-6600 

(株)トーカイスパイラル 製造業（建設）

Ｌ森下 栄二 会長 
 

〒483-8257 

愛知県江南市上奈良町豊里 37 

TEL 0587-53-1545 

FAX 0587-53-5195 

(株)米幸商店 米穀販売 
Ｌ佐藤 傳 代表取締役 

 

〒483-8057 

愛知県江南市前野町新田 135 

TEL 0587-56-2653 

FAX 0587-56-5588 

松岡一産業(株) 建設業 
Ｌ松岡 信孝 常務取締役 

 

〒483-8278 

愛知県江南市牧森 211-1ＭＫビル３階 

TEL 0587-56-2684 

FAX 0587-51-1755 

東鉄工業（株）製造業 
Ｌ東  茂 代表取締役 

 

〒483-8266 

愛知県江南市島宮町西之宮 153 

TEL 0587-54-8181 

FAX 0587-54-6753 

(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 

㈱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 

(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 

 

 

会 員 企 業 紹 介 



例会プログラム 　　　３月行事予定

1. 開会のゴング ３月１日（水）１２：１５～

2. 国旗に敬礼 　第１３９５回例会

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 ３月１５日（水）１７：００～

5 物故ライオンに黙祷 第１３９６回 ナイト例会5. 物故ライオンに黙祷 第１３９６回 ナイト例会

6. 会長挨拶 　於：スポルト江南にてボウリング

7. 会員慶祝 　　　台湾料理　味味臻（ミミチェン）にて懇親会

8. 次期役員スピーチ 　　　　  　

　次期会長　Ｌ伊神　護 ３月１６日（木）

　次期幹事　Ｌ細川 幸弥 　第４回江南ライオンズクラブゴルフ大会

　次期会計　Ｌ倉知 義治 　於：明智ゴルフ倶楽部　かしおゴルフ場

9 お食事をどうぞ
10 報告事項10. 報告事項
11. テールツイスターの発表
12. 出席状況報告
13. また会う日まで
14. ライオンズローア Ｌ大脇 正哉 　８日 Ｌ渡辺 俊也 １５日

15. 閉会のゴング Ｌ矢島 丈吉 　８日 Ｌ森下 栄二 ２８日

Ｌ市川 信行 １１日

お誕生日おめでとうございます　

Ｌ和田 政明 　３日 Ｌ杉浦 功人 １８日

Ｌ増田英一郎 　３日 Ｌ渡辺 俊也 ２０日

Ｌ杉本　博 　６日 Ｌ宮瀬 義則 ２６日

Ｌ伊藤 義弘 １７日 Ｌ大脇 正哉 ２７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1393回 第1394回

 現在の正会員数 ７２名

 終身会員 １名

 本日の出席数 ４３名

 公務による欠席 0名

 海外出張 ０名

 病欠 ２名
江南ライオンズクラブ会報

２名

７２名

１名

４３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 江南市赤童子町藤宮103-1

　　TEL(052)961－7151 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５５－５２３４　携帯　０９０－７３１７－２０７３

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５５－５２３４

　・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




