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特別養護老人ホーム

ふぁみりい恕苑 理事長

いよいよ本日より江南ライオンズクラブ第５９代会長としての務めがスタートします。

本当に身の引き締まる思いでありますが、今年度１年間無事にこの大役を務めさせていただく所存でございます。

さて、そのスタートにあたり私の運営指針を改めてお伝えさせていただきます。

ますます混迷を深める社会情勢の中で私たちが仲間と集い、ともに歩んでいける、そのような江南ライオンズクラブに

していきたいと思います。そのために、会員の減少に歯止めをかけ、出席率が向上する楽しい例会を設営していきたい

と思います。そして、先輩諸氏が築き上げられたこの江南ライオンズクラブに所属していて良かった、そう皆様に思って

いただけたら幸いであります。

今年度の３３４－Ａ地区のスローガンは 「夢と絆で踏み出そう 進化の一歩ウイサーブ」です。

このスローガンのように、夢と絆で進化し続けるウイサーブ精神のもとで、奉仕活動に頑張っていきたいと思います。

また、江南ライオンズクラブのスローガンはＬ伊藤義弘の 「友情の絆で結ぶ 奉仕の輪」に決定しました。

これから１年間、江南ライオンズクラブはこのスローガンを掲げて頑張っていきたいと思います。

事業につきましては、

８月 姉妹提携結成40周年記念式典 徳島眉山ＬＣ江南ＬＣ親善例会、

９月 市民の集い、

１０月 江南ライオンズ旗争奪少年剣道大会、

江南市民まつりでの愛の献血運動、

薬物乱用防止教室、

と大きな事業が目白押しとなっています。会員の皆様には、何卒ご協力賜りますよう、よろしくお願い致します。

なお、次年度は江南ライオンズクラブ６０周年の記念の年にあたります。この１年間、６０周年に向けて皆様とともに

準備を進めまして、周年事業を成功に導きたいと思います。

最後になりますが、改めて皆様に今年度内のご指導並びにご協力をお願い致しまして、私の挨拶に代えさせて

頂きます。どうぞよろしくお願い致します。

第951号 第1405回例会 2017年8月2日（水）江南商工会議所

2017年～2018年 334-Ａ地区スローガン 夢と絆で踏み出そう進化の一歩・ウィサーブ

クラブスローガン 友情の絆で結ぶ 奉仕の輪



　　　　　　　

　　　　　　　第１４０３回例会　２０１7年７月５日（水）　江南商工会議所

　　　一年間大変ご苦労様でした　　　　新旧役員 　　　　　今年一年間よろしくお願いします

　新旧役員　ラペルピン継承

記念品贈呈



0

入会式　　Ｌ波多野 貴章（左）　・　Ｌ倉橋 克行（右）

７月　結婚記念日おめでとうございます ７月　お誕生日おめでとうございます

ライオンズローアクラブスローガン採用　Ｌ伊藤 義弘



 

 

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 歓迎 

ライオンズクラブ国際協会３３４—Ａ地区 

６Ｒ・１Ｚ 

ＺＣ Ｌ坂本 吉三 例会訪問 

 

《 所属クラブ 》 

岩倉ライオンズクラブ 

《 生年月日 》 

西暦１９３８年 ７月１７日 

《 会社名・役職名 》 

坂本硝子工業株式会社  ・ 代表取締役 会長 

《 ライオン歴 》 

1988～1989 ＤＤＧ（ＲＣ）補佐 

1999～2000 キャビネット副幹事 

2002～2005 一宮尾北ＬＣ 会長 

2005 年 8 月 岩倉ＬＣ入会 

2014～2015 会長 

2015～2016 ６Ｒ五献委員 

  



スポンサーライオン　Ｌ伊神　護

事業所名　株式会社ホームテック

業種　リフォーム業

役職　代表取締役

事業所住所　〒483-8211

江南市古知野町杉山179

ＴＥＬ　0587-53-5295

ＦＡＸ　0587-53-5296

奥様のお名前　波多野　真理子　様

結婚記念日　1997年11月30日

趣味　釣り・読書

スポンサーライオン　Ｌ伊神　護

事業所名　株式会社モーリタン

業種　不動産賃貸

役職　代表取締役

事業所住所　〒501-3217

岐阜県関市下有知29-28-2

ＴＥＬ　0575-21-0034

ＦＡＸ　0575-21-0032

奥様のお名前　倉橋　万美子　様

結婚記念日　2014年8月30日

趣味　バスケットボール

新入会員　L 波多野 貴章　　生年月日　1971年1月16日

新入会員　L 倉橋 克行　　生年月日　1976年12月6日



　　　　　　　　　　　　　　江南市長　澤田　和延　様　・　教育長　村　良弘　様

　　 　　　 江南警察署長　伊藤 直　様 　　　江南商工会議所会頭　松永 金次郎　様

会長よりラペルピンの贈呈

江南市長・江南警察署長・江南商工会議所会頭　表敬訪問



　皆様、こんにちは。

　本日は7月第２例会でございます。

　今回、九州では7月5日よりの九州北部豪雨で大変な

　被害が出ている様子です。

　心からお見舞い申し上げます。

　また７月14日に犬山、小牧で１時間に１２０ｍｍ

　もの猛烈な雨が降りました。

　五条川が氾濫し、江南、大口の一部で浸水被害が

　相次いだと聞いております。

　重ねてお見舞い申し上げます。

　東海地方では特に猛暑が続いております。

　皆様にも熱中症に十分注意していただきたいと思います。

　さて、本日は各団体の皆様に助成金を贈呈させていた

　だくことになっておりますので、宜しくお願い致します。

　以上で、私の挨拶とさせていただきます。

第1404回例会　2017年7月19日（水）江南商工会議所

親睦同好会　部長　Ｌ佐藤　順一 ゴルフ部会　部長　Ｌ佐藤　傳

会長挨拶　Ｌ伊神　護

委嘱状伝達　Ｌ福田 源公 ライオンズローア　



各団体様　助成金　贈呈

各団体様　助成金　贈呈

記念撮影 記念撮影

江南市スポーツ少年団　Ｌ河合　正猛 　江南剣道連盟　松本 利幸様



　Ｌ福田 源公 25回目

　Ｌ佐藤　順一 10回目

　Ｌ伊神　護 12回目

　Ｌ渡辺　俊也   6回目

　Ｌ山田　武仁   6回目

　Ｌ松井　義晴   4回目

７月２０日（木）　犬山カンツリー倶楽部

優勝 　L丹羽　誠

準優勝 　L青山　元造

３位 　L伊神　護

　ホームラン市役所店 １位 Ｌ山下　裕史 ９位 Ｌ渡辺　俊也

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 Ｌ細川　幸弥 １０位 Ｌ青山　公明

　電話　0587-53-3518 ３位 Ｌ佐藤　　傳 １１位 Ｌ佐藤　順一

４位 Ｌ佐藤　全宏 １２位 Ｌ伊藤　善誓

５位 Ｌ松田　哲育 １３位 Ｌ丹羽　　誠

６位 Ｌ青山　元造 １４位 Ｌ山田　武仁

7位 Ｌ伊神　　護 １５位 Ｌ東　　　茂

8位 Ｌ菅原　勝八 １６位 Ｌ松岡　信孝

第１回麻雀大会　７月２4日（月）ホームラン市役所店　ＰＭ17：30～

役員・理事　親睦ゴルフ大会

ＬＣＩＦ1,000＄献金

Ｌ丹羽 誠

優勝

おめでとうございます！



 

 

伊高撚糸㈱ 各種加工糸製造販売 

Ｌ伊藤 義弘 取締役会長 
 

〒483-8387 

愛知県江南市後飛保町新開 185 

TEL0587-58-7284 

FAX0587-57-1182 

㈱ふとんの綿新 衣料小売 

Ｌ丹羽 愛禮 代表取締役 
 

〒483-8274 

愛知県江南市宮後町砂場西 115 

TEL0587-54-2244 

FAX0587-59-7175 

（名）マルカ カワカツ  

Ｌ河井 利雄 代表社員 
 

〒483-8217 

愛知県江南市古知野町古渡 57 

TEL0587-56-2240 

FAX0587-56-2240 

清玉書道会 書家 

Ｌ青山 和男 会長 
 

〒483-8166 

愛知県江南市赤童子町南山７０ 

TEL 0587-56-4578 

FAX 0587-56-4578 

 ㈱天 錦 飲食 

Ｌ浅井 英雄 代表取締役 
 

〒483-8205 

愛知県江南市古知野町小金 112 

TEL 0587-55-0333 

FAX 0587-55-0347 

(有)炭竹商店 燃料 

Ｌ稲波 茂男 代表取締役 
 

〒483-8376 

愛知県江南市宮田町藤ノ森 83 

TEL0587-58-8733 

FAX0587-58-7234 

㈱アイチケン
総合建築・社寺・住宅 

Ｌ中嶋 正雄 代表取締役社長 
〒483-8104 

愛知県江南市力長町大当寺 128 

TEL0587-55-1000 

FAX0587-55-0180 

連絡先 0587-56-0090 

尾北産業㈱ インテリア織物卸 

Ｌ山田 武仁 取締役会長 
 

〒483-8044 

愛知県江南市宮後町砂場西 1 

TEL0587-55-1238 

FAX0587-55-7210 

ＫＴＸ㈱ 金型製造 

旧 江南特殊産業(株) 
Ｌ野田 泰義 代表取締役会長 

 

〒483-8111 

愛知県江南市安良町地蔵 51 

TEL0587-54-5131 

FAX0587-54-8698  

 

 

会 員 企 業 紹 介 



例会プログラム 　　　８月行事予定
１．開会のゴング 
２．国旗に敬礼 ８月２６日（土）

３．国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱 　第１４０６回　　徳島眉山ＬＣ親善例会

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 ８月２７日（日）

５．物故ライオンに黙祷 親善剣道大会　
６．会長挨拶 親睦ゴルフ大会（犬山カンツリー倶楽部）

７．委嘱状　伝達
８．会員慶祝 　　《事務局から夏季休業のお知らせ》
９．入会式 　　　８月11日（金）～16日（水）まで

10．お食事をどうぞ
11．スピーチ　６Ｒ１Ｚ　Ｌ坂本 吉三 　〈緊急連絡先〉

12．審議事項 　　幹事　Ｌ細川　幸弥　携帯　０９０－３９３５-２８６８

13．報告事項

14．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

15．閉会のゴング Ｌ山田　武仁 １日 Ｌ稲波　茂男 １２日

Ｌ天野皓次郎 ２日 Ｌ石井　公久 １２日

Ｌ幅　章郎　 ７日 Ｌ東　　茂 ２１日

Ｌ宮瀬　義則 10日 Ｌ松岡　信孝 ２４日

第1403回 第1404回

 現在の正会員数 76名 ７6名

 終身会員 １名 1名

 本日の出席数 46名 4４名

 公務による欠席 0名 0名

 海外出張 ０名 0名

 病欠 ０名 ０名 Ｌ山下　裕史 ２８日

Ｌ倉橋　克行 ３０日

　平成28年8月4日（金）～6日（日）

　　江南阿波おどり大会 ４日午後7時30分～　布袋会場

５日午後7時～　　古知野会場

　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）

　　ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７

　目の見えない人たちに愛の光を 　　ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 
　　会　長　伊神　護　江南市小杁町林125番地

　＜連絡先＞ 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５７-２９１１  携帯 ０９０－３１５３－８７８３

　・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）５７－１５８４

　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　幹　事　細川　幸弥　江南市慈光堂町南１００

　TEL:(052)262－1100 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４-１３１３  携帯 ０９０－３９３５-２８６８

　　　　ＦＡＸ（０５８７）８１-３６８８

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　ＰＲ・IT委員長 松岡　信孝　江南市東野町神上129

　　TEL:(052)961－7151 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６-２６８４　携帯　０９０－７６９２-１７９６

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５１－１７５５ 

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　同 副委員長　東　茂　江南市島宮町西之宮153

　推進委員長　牛垣　和博　TEL:(０９０）５１０９－６７７０ 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４-８１８１　携帯　０９０－４５８２-３９０９

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５４-６７５３

　・上記連絡がつかない場合 　　　ｗｅｂ　：　http://konanーｌｉｏｎｓ.jp/
　幹　事　細川　幸弥　TEL:(0９0)３９３５－２８６８ 　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い

お誕生日おめでとうございます

江南ライオンズクラブ会報

ご結婚記念日おめでとうございます

例会出席状況報告

第4２回江南市民サマーフェスタ




