
第９４７号　第１３９７回例会　２０１７年４月５日（水）江南商工会館

江南ライオンズクラブ次期会長

Ｌ伊神 護

第１３９５回例会 ２０１７年３月１日（水） 江南商工会館

江南ライオンズクラブ次期幹事

Ｌ細川 幸弥

第１３９５回例会　２０１７年３月１日（水）　江南商工会館



第１３９５回例会　２０１７年３月１日（水）　江南商工会館

　 

　皆さん、今日は。

が

江南ライオンズクラブ会長挨拶

Ｌ小塚善弘

連日テレビや新聞で北朝鮮の金正恩委員長の兄の金正男氏が２月１３日午前、マレーシアで殺害された

事件を報道しています。

マレーシアへは、江南ライオンズクラブも毎年冬季派遣生を出しています。

今年も、１２月２１日から１月９日の３週間、南山大学の長谷川ひな乃さんを派遣いたしました。

帰国後１か月後にスパイ映画を見ているようなこんな事件が起るとは？

何事もなく元気に帰国した彼女の冬季YCE派遣生帰国報告会での資料を読んで「そっと胸をなでおろし

ました。」

　いよいよ次年度も動き出し、次期３役セミナーも５月２２日に開催されるようです。次期ガバナーの

L野村善弘・次期第一副地区ガバナーL浜島清美・次期第二副地区ガバナーL根岸昭雄がそれぞれ立候補

されています。

　最後になりましたが次回の３月１５日例会は、ナイト例会となり活性化委員会のお骨折りでスポルト

江南にてボーリング大会を行います。また懇親会を味味臻で予定しています。

より多くの会員の皆様と家族会員の皆様にご出席していただきますようお願い申し上げ本日の挨拶と

させていただきます。

３月 お誕生日おめでとうございます ３月 ご結婚おめでとうございます３月　お誕生日おめでとうございます ３月 ご結婚おめでとうございます

薬物乱用防止教育認定証授与 ローア　次期会長・次期幹事

Ｌ高田 真宏



２０１７～２０１８年度　江南ＬＣ　会長運営指針

 このたび、歴史ある江南ライオンズクラブの第５９代会長として、その任に就かせていただきますことを、

心より感謝いたします。

次期役員スピーチ

次期会長　L伊神 護　スピーチ

　ますます混迷を深める世界の中で、私たちが仲間と集い、ともに歩んでいくことによって、この地域を照らす

灯りの１つになればと願ってやみません。

　私の今年度の基本方針は、

「仲間と感動を共有してウイ・サーブ」です。

　私自身は微力ですが、幹事）細川幸弥ライオン、会計）倉地義治ライオン、第１副会長）金田久光ライオン、

第２副会長）松井義晴ライオン、第３副会長）高田真宏ライオン、以上の頼もしい役員の力を借りて頑張って

いきます。いきます。

そして、これからの１年間、この江南ライオンズクラブを皆様と力を合わせて支えていく所存ですので、

ご協力のほどよろしくお願い致します。

　 私の今年度の運営の一番の目標は、会員の増強であります。

１０年程前まで約１２０名の会員を擁しておりました江南ライオンズクラブも現在は会員数７３名まで減少

しております。

この会員数をこれ以上減らすことのないように、少しでも増やすことができるように頑張って参ります。

　次に、徳島眉山ライオンズクラブ姉妹提携４０周年合同記念事業として８月に木曽川で鵜飼を予定して

おりますおります。

それから例年１０月に開催している市民の集いですが、スケジュールの都合で今年度は９月に開催させて

いただきます。

皆様には８月、９月のお盆を挟む忙しい時期にご協力を仰ぐことになりますが、どうぞよろしくお願い致します。

　そして、次年度は江南ライオンズクラブ結成６０年の記念の年になります。

今年度は６０周年記念ための特別委員会を設置しており、佐藤全宏ライオンが大会委員長に就任いたしました。

これから皆様と心を１つにして、周年事業に向けての準備を進めて参ります。

　以上、今年度の会長としての抱負を述べさせていただきました。

今年１年間 どうぞよろしくお願い致します今年１年間、どうぞよろしくお願い致します。

【事　業】

　１．市民の集い

　２．徳島眉山ライオンズクラブ姉妹提携４０周年合同記念事業

　３．薬物乱用防止教室の開催

　４．江南ライオンズ旗争奪少年剣道大会の開催

　５．愛の献血運動

　６．交通安全県民運動への参加

　次年度幹事を仰せつかりました細川幸弥ですよろしくお願いします。

　今回の幹事就任は2度目となります。前回は５１周年浅野会長の時でしたが、その時は前年が50周年記念の年で

その記念の年を契機に10数名の会員が退会され、予算組みが厳しい年となったことを記憶しています。しかし

現在の会員数73人よりはるかに多い102人でした。アクティビティーを比較しても当時とほとんど変わらない

状況です。当然各会員の負担も大きくなっており、繰越金会計からの支出などで帳尻を合わせている状況です。

次期幹事　L細川 幸弥　スピーチ

1年後に控えた60周年は当然繰越会計から大きなお金が動くわけですが、それ以降財政的に危機的状況にならない

ためにも会員拡大が最重要課題となっていきます。会員拡大は、私の仕事の業界団体もしかり、どこの団体も

苦労している課題です。若い人たちの中には団体に入会して活動していくことへの抵抗感があったり、目に見える

メリットを求める傾向にあるように感じます。

なんとか会員皆様の情報を集約して会員拡大に尽力していきたいと考えています。

　次年度は徳島眉山ライオンズクラブ姉妹提携40周年記念交流会が8/26、8/27、市民の集いが催し物の都合

により9/24、と大きな事業が始まってすぐ集中して実施いたします。事業が集中いたしますがご協力をお願い

申し上げます。申し上げます。

　また、ロータリークラブなどはメール、ライン等ツールを利用していることを比較してもライオンズクラブと

して未だに利用していないのが現状です。各会員それぞれは使いこなしている方も増えてきているので、クラブ

として何とか活用できるよう軌道に乗せていきたいと思っています。

　1年間スムーズな運営を心掛けてまいります。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。



第１３９６回ナイト例会　２０１７年３月１５日（水）　スポルト江南

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。

昨年の予定者の時に、あるメンバーから「このままでは家族会員を維持していくことが困難になる。」と

意見を聞きました。

私は、江南ライオンズクラブ６０周年に向け内部充実を図り、家族会員を維持したく「活性化委員会」を

特別委員会として立ち上げL金田久光に委員長を引き受けてもらいました。

本日の例会は「活性化委員会提案の例会です。」

時間帯と場所を移しまして、ボーリングで汗を流した後、ひざを交えて懇親を深めてください。

今後の例会は今後の例会は、

４月５日に江南商工会議所にて次年度の会計及び副会長・６０周年実行委員長の抱負のスピーチ。

4月22日は、同伴の藤見例会。

5月13日は、ウエスティングナゴヤキャッスルでの地区年次大会。

5月24日は、活性化委員会による、小牧コロナにて家族会員を含めた映画鑑賞。

6月11日は、長野県松本市にて複合地区年次大会に出席しホテルにて懇親例会。

そして、翌日の12日にゴルフ組と観光組に分かれていただきまして楽しんでいただきます。

6月24日の最終例会は、名鉄グランドホテルにて同伴のナイト例会を開催いたします。

江南ライオンズクラブの 家族会員と奥様を含めた会員相互の親睦と内部充実を図っていきますので　江南ライオンズクラブの、家族会員と奥様を含めた会員相互の親睦と内部充実を図っていきますので、

今後も会員の皆様のご出席をお願いいたしまして挨拶を終わります。

活性化委員長　L金田 久光 ローア　スポルトを利用いただき感謝　L橋本 芳博



久しぶりのボウリング　でも投げ方は体がちゃんと覚えていました

一汗かいた後の懇親会　於：味味臻 優勝はL市川 信行の御子息 聖康様

３月１６日(木)

第４回江南ライオンズクラブゴルフ大会

乾杯のご発声はL野田 泰義

３月１６日(木)

於：明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場

優勝 Ｌ市川 信行

２位 Ｌ中嶋 正雄

３位 Ｌ小塚 善弘

　ホームラン市役所店 １位 　L菅原 勝八 　９位 　L山下 裕史

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 　L伊藤 善誓 １０位 　L佐藤 全宏

　  電話0587-53-3518 ３位 　L加藤 徳弥 １１位 　L佐藤 順一

４位 　L伊神 　護 １２位 　L山田 武仁

５位 L野田 泰義 １３位 L松岡 信孝

第８回麻雀大会　３月２３日（木）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

５位 L野田 泰義 １３位 L松岡 信孝

６位 　L佐藤 　傳 １４位 　L橋本 芳博

７位 　L松田 哲育 １５位 　L和田 政明

８位 　L青山 元造 １６位 　L青山 公明



　　　　　Ｌ宮瀬 義則 　５回目

　　　　　Ｌ伊神 武司 　２回目

　　　　　Ｌ市川 信行 　２回目

ＬＣＩＦ1,000＄献金

１００周年記念会員増強賞 シルバー１００周年アワード

　　　　　Ｌ永田 紘一

　　　　　Ｌ奥村 悠二

　　　　　Ｌ澤田 和延　

　　　　　Ｌ野田 泰義

１００周年記念会員増強賞 シルバー１００周年アワード

　　　　　　　内　　　　容 氏　　名 　　金　　額

江南ＬＣ第７回麻雀大会優勝の喜び Ｌ 青山 元造 ¥3,000

江南ＬＣ第７回麻雀大会準優勝の喜び Ｌ 山田 武仁 ¥2,000

江南ＬＣ第７回麻雀大会第三位の喜び Ｌ 佐藤　傳 ¥1,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 橋本 芳博 ¥3,000

第１３９５回例会　ドネーション　３月１日

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 森下 栄二 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 佐藤　傳 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 松岡 信孝 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 東　　茂 ¥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 市川 信行 ¥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 青山 公明 ¥3,000

会報に企業紹介掲載の喜び Ｌ 野田 政邦 ¥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 佐藤 全宏 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 野田 泰義 ¥5,000

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 松田 哲育 ¥3,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 丸尾　猛 ¥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 松井 義晴 ¥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 青山 公明 ¥3,000

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

会報に写真掲載の喜び Ｌ 野田 政邦 ¥3,000

薬物乱用防止教育認定証受領の喜び Ｌ 高田 真宏 ¥2,500

ライオンズ旗剣道大会無事終了の喜び Ｌ 野田 政邦 ¥5,000

親善剣道大会無事終了の喜び Ｌ 野田 政邦 ¥5,000

　　　　　合　　計 ¥87,500

第１３９６回例会 ドネーション ３月１５日

昔のエコーレーンズに皆様をお迎えした喜び Ｌ 橋本 芳博 ¥10,000

会報に写真掲載の喜び Ｌ 大澤 潤一 ¥3,000

　　　　　合　　計 ¥13,000

第１３９６回例会 ドネ ション ３月１５日



例会プログラム 　　　４月行事予定

1. 開会のゴング ４月５日（水）１２：１５～

2. 国旗に敬礼 　第１３９７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 ４月２２日（土）１８：００～

5 物故ライオンに黙祷 第１３９８回 ライオンレディ同伴藤見例会5. 物故ライオンに黙祷 第１３９８回 ライオンレディ同伴藤見例会

6. 会長挨拶 　於：曼陀羅寺

7. 会員慶祝 　　

8. 入会式 　　　　  　

9. スピーチ
　次期会計　Ｌ倉知 義治 江南藤まつり

　次期第一副会長　Ｌ金田 久光 　平成２９年４月２０日(木）～５月７日(日）

　次期第二副会長　Ｌ松井 義晴 　於：曼陀羅寺公園

次期第三副会長 Ｌ高田 真宏 戦国武将行列 嫁見まつり サイエンスシ 等　次期第三副会長　Ｌ高田 真宏 戦国武将行列、嫁見まつり、サイエンスショー等

　６０周年事業準備特別委員長　L佐藤 全宏
10. お食事をどうぞ
11. 報告事項
12. テールツイスターの発表
13. 出席状況報告 Ｌ稲嶋　豊 　９日 Ｌ河合 正猛 １７日

14. また会う日まで Ｌ澤田 和延 １０日 Ｌ波多野 克栄 ３０日

15. ライオンズローア Ｌ高田 良弘 １３日

閉会 ゴ グ

お誕生日おめでとうございます　

16. 閉会のゴング

Ｌ松岡 信孝 　４日 Ｌ武馬 宏祐 １８日

Ｌ安井 浩一 　６日 Ｌ松田 哲育 ２１日

Ｌ福田 源公 　７日 Ｌ丹羽 愛禮 ２５日

Ｌ稲波 茂男 １３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　

稲波

第1395回 第1396回

 現在の正会員数 ７２名

 終身会員 １名

 本日の出席数 ４０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

４０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

江南ライオンズクラブ会報

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い

　・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




