
　2018～2019年度　第965号　第1431回例会 江南商工会館

334-Ａ地区スローガン 明日へつなぐ奉仕の心、地域とともにウィ・サーブ

クラブスローガン ６０周年　未来に向かってウィ・サーブ

第1429回例会　会長挨拶 江南商工会館

　今日は前年度の決算報告承認と６０周年記念大会役員の皆様のスピーチです。
本日の例会もよろしくお願い致します。

2018年9月5日(水)

2018年8月1日(水)
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  皆さん　こんにちは。毎日々暑いと言う言葉で表せないほどの日が続いており
ますが、いかがお過ごしでしょうか。気象庁も、ついにこの暑さに「災害指定」を出
しました。ちょっと遅すぎるぐらいですが、これで国や行政で対策を考えながら少
しでも犠牲者が減ることを願っています。



第1429回例会

(左）334複合地区会計監査委員
(右）2018～2019年度ライオンズクラブ国際協会334-A地区　地区名誉顧問

2018年8月1日(水)

委嘱状伝達　Ｌ福田　源公
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江南商工会館

2通の委嘱状伝達！



　ご清聴ありがとうございました。

60周年記念大会役員スピーチ

60周年記念大会　委員長　Ｌ佐藤　全宏

　私が４８代目会長を務めさせていただいた折には、幹事としてＬ菅原勝八、会計としてＬ天野皓次郎、
副幹事としてＬ和田政明と、とてもすばらしいメンバーに恵まれて無事に任期をまっとうすることができ
ました。それともう一つは、地区名誉顧問元ガバナーＬ福田源公が５年前にガバナーに就任された時に
は、Ｌ苅谷一紀と共に一年の３分の２をお供をさせていただきました。しかし、残念なことに年次大会の
１０日前に膵臓の手術をすることになり、最後の締めの年次大会に出席が出来なかったことを今でも無
念に思っております。
　さて、いよいよ江南ライオンズクラブ６０周年を迎えるにあたり、クラブ会長Ｌ金田久光の指導により理
事会を中心として事業準備を進める方針のもとに、順調に進んでおりますのでご安心ください。また、
予算につきましても過去の周年事業では毎回予算が膨れ上がってきておりましたが、６０周年につきま
しては会長の思いで予算を切り詰め、５０周年の時と同程度の予算金額で進んでおります。５０周年記
念大会を経験させていただいている私としては、当時を思い起こすと大会委員長をＬ伊藤義弘がお勤
めされましたが、色々な面に対して大変ご苦労されていたと記憶してございます。６０周年事業準備に
於いてはＬ金田久光会長に全て準備をしていただいておりますので、私としては楽をさせていただいて
おります。ただ、正直に申しますと時々もどかしい気持ちにもなります。５０周年の頃から比べると５０人
余りの会員が減少しておりますが、今の江南ライオンズクラブ会員が一丸となり６０周年記念大会を必
ず成功で収めたいと思います。それには、皆様方全員のご協力が不可欠でございます。私も精神誠意
頑張りますので、皆様方の格別のご支援・ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。各役員の皆様
におかれましては、本会のお仕事との兼務にお忙しいとは思いますが、６０周年記念大会の成功に向
け、余裕をもって粛々と準備をしていただきたいと思います。また、これを機にクラブの絆をいっそう強
いものにし７０周年・１００周年へとさらに継続して行って下さいますことをお願い申し上げまして、私の
ご挨拶に代えさせていただきます。
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　この２７年間を時々振り返ることがあります。当時は例会出席にとても厳しく教育されており他の行事
等につきましても、きつく参加を指導されておりました。私が当クラブにどれくらい貢献してまいったかと
考えますと、これはといってなにも思い出すことが出来ません。私が老いたせいかもわかりません
が・・・。ただ、私が42代目会長横山様の幹事を務めた一年に関しましては、無力な私にとって非常に苦
労をした記憶がございます。しかし悪いことばかりではございません。

　私が、当江南ライオンズクラブに入会をさせていただいたのが１９９１年（平成３年）の７月です。この７
月でちょうど２７年の在籍となりました。時の会長は澤田延明様でした。スポンサーは今は亡き、前期で
退会されましたダイヤ印刷の社長のお父様で波多野勇（タカシ）様。そして、私のオリエンテーションをし
て下さいました方も今は亡き今井栄様と中村主様のお二人でした。若輩者の私は、お二人の貫禄にた
じろぎ、何をお話しされたか全く覚えておりません。ここ２年にわたり私がオリエンテーションを担当させ
ていただく立場になりましたが、私が受け持った新入会員の方たちも、私同様さっぱりわからなかった
かもしれません。しかしながら追々自然と分かってまいりますのでご安心ください。



　皆様今日は、６０周年記念大会の副委員長と云う大役を任命されました永田でございます。 
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60周年記念大会役員スピーチ

60周年記念大会　会計　Ｌ倉知　義治

60周年記念大会　副委員長　Ｌ永田　紘一

  私は１９９９年７月に江南ライオンズクラブに当クラブ第４０代会長の故中村真寿夫氏のスポンサーにより入会さ
せていただいて、今年で19年になります。私の入会したころは一番会員数も多く、その頃に比べれば大幅に会員
が減少しております。そんな中で60年の記念の年を迎え記念行事も数々予定されています。クラブの将来を考え
れば、なるべく質素に行った方が良いとも考える一方で、クラブをより多くの方に知っていただくためには、一般の
方にアピールできるような行事もしなければなりません。

 各委員長さんは有能な方ばかりなのでつつがなく各行事等を進められることと思いますが、そんな中で無駄な出
費を抑え、ライオンズの歴史に残るような素晴らしい大会にしたいと思いますので、会員各位のご協力をよろしくお
願いいたします。

　早いものですね、５０周年記念大会からもう１０年が過ぎました。私事ではございますが、先日運転免許書の更新
に行って参りましたら、その前に痴呆症のテスト受けました。所請にボケの検査でございます。とうとう後期高齢者
に成ったわけです。なかには、末期高齢者の方もお見えにまりますが・・・冗談はさておきまして、６０周年記念大会
の委員長Ｌ佐藤全宏さんの下で金田会長を盛り上げたいと考えております。現在の理事会は若いメンバーが多く、
頑張ってやって頂いております。佐藤委員長始め私も含めて、老人は何人も居ません。若い力が６０周年記念大
会に向けて、それぞれの自分の役目を果たしておられます。

　６０周年記念大会は大成功の内に終わると考えております。どうか皆様方全てのご協力をお願いしてご挨拶とさ
せて頂きます。



高校三年生 江南６０年
【作詞】丘　灯至夫　　【作曲】遠藤　実 替え歌作詞　　こだわりのK.K

１． 赤い夕陽が　校舎をそめて １． 赤い夕陽が　会議所そめて
ニレの木陰に　はずむ声 かーね(金)田会長の　はずむ声
ああ　高校三年生　ぼくら ああ　江南６０年　ぼくら
離れ離れに　なろうとも 歴代からの　　会員が
クラス仲間は　いつまでも つなぐ仲間は　いつまでも

２． 泣いた日もある　怨んだことも ２． 泣いた日もある　会員減少に
思い出すだろ　なつかしく みんなで協力　　L　C　I　F
ああ　高校三年生　ぼくら ああ　江南ライオンズ　ぼくら
フォーク・ダンスの　手をとれば 奉仕事業の　手をとれば
甘く匂うよ　黒髪が 甘く　さそおお　会員を

３． 残り少ない　日数を胸に ３． 家族会員も　奉仕を胸に
夢がはばたく　遠い空 夢がはばたく　我らがメンバー
ああ　高校三年生　ぼくら ああ　江南６０年　ぼくら
道はそれぞれ　別れても 道はそれぞれ　あるけれど
越えて歌おう　この歌を きずな深めつ　この歌を

60周年記念大会役員スピーチ

60周年記念大会　相談役　Ｌ苅谷　一紀
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　今日は、江南LC結成６０周年相談役の苅谷一紀です。よろしくお願いいたします。この役目を依
頼されたとき、プロトコールや座席の配置の相談を受けたときにアドバイスする事かなと思いまし
た。
　周年行事で、どこのクラブもやっていない事は何かなと考えたとき、替え歌はどうかと思いまし
た。５年前に福田ガバナーのキャビネット幹事をしたとき、複合地区の晩餐会で３３４－Ａ地区から
Ｅ地区まで余興をするのが慣例で、代々替え歌を披露しています。以後、作詞の依頼があり、加
藤助太郎ガバナーが「水戸黄門」、加藤史典ガバナーが「燃えよドラゴンズ」、垣見正則ガバナー
が「兄弟船」、野村善弘ガバナーが「北の旅人」、浜島清美ガバナーが「お祭りマンボ」の替え歌で
す。

　今回６０周年にあたり「高校三年生」の替え歌で「江南６０年」をつくりました。歌は会長のL金田
久光とL細川幸弥に依頼しました。入場行進に使うのか、また合う日までの前にみんなで合唱する
のか、どこで使用するかまだ決まっていませんが、DVDをつくりましたので見ていただきたいと思
います。



　　

【徳島眉山LC訪問例会　会長挨拶】

６０周年記念大会　ロゴマーク採用表彰
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８月　お誕生日おめでとうございます ８月　結婚記念日おめでとうございます

場所：徳島グランヴィリオホテル

↓下は徳島眉山ライオンズクラブ
広瀬会長

60周年記念大会
ロゴマーク

　皆さん　こんばんは。本年は、徳島眉山LCと江南LC合同例会を徳島の地で開催されますことを
お喜び申し上げます。昨年は両クラブの姉妹提携40周年を迎えることができました。これからも変
わらぬ友情をお願いします。また本年は、江南LC結成６０周年の節目を迎えます。記念式典の日
程、場所は決定しましたので連絡します。明日は剣道大会とゴルフ大会があります。両クラブが
益々の交流を深めていきたいと思います。

江南ライオンズクラブ第1430回例会　・　徳島眉山ライオンズクラブ第1380回例会　合同例会

2018年8月25日(土)
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合同例会　ライオンズローアＬ菅原勝八 合同例会　江南ライオンズクラブ幹部

左から　Ｌ金田久光　・　Ｌ和田政明　・
　Ｌ伊神護　・　Ｌ佐藤全宏

合同例会　集合写真
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合同懇親会挨拶　Ｌ伊神　護 合同懇親会乾杯挨拶　Ｌ苅谷　一紀

合同懇親会風景



阿波踊りコンテスト（優勝のＬ細川幸弥）
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合同懇親会風景
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第43回江南ＬＣ・徳島眉山ＬＣ　姉妹クラブ親善少年剣道大会

10

試合風景と結果

徳島眉山との親善試合は2試合
行い、江南が勝利しました！

整列！ 江南少年少女剣士

8月26日(日）、松紀和会道

場（徳島県）で姉妹クラブ

親善少年剣道大会を行い

ました



渦の道で（徳島県）

観光組～ 鳴門ドイツ館　2018年8月26日(土）～
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渡りもせず寛いでます。何の話をしているの？ 海の景色が見えませんよ！ あれ、奥様は？

Ｌ山下逃げないで。Ｌ丸尾を見習ってください 「幸せだなあ」

その歴史は大正時代に遡ります。かつて鳴門市大麻町には大正6年～大正9年の3年間、第一次世界大戦時に日本軍の捕虜と
なったドイツ兵を収容した「板東俘虜収容所」が存在しました。板東俘虜収容所では所長である松江豊寿をはじめとしたスタッフが

ドイツ兵の人権を尊重し自主的な生活を認めていたのでドイツ兵たちは盛んだった音楽活動において、ベートーヴェンの「交響曲
第九番」をアジアで初めてコンサートとして全楽章演奏しました。また、ドイツ兵たちは地域の住民とも交流を深め、親しみを込めて

「ドイツさん」と呼ばれるほど打ち解けていました。こうしたエピソードから板東俘虜収容所は模範収容所と評価されました。 鳴門市
ドイツ館は板東俘虜収容所で過ごしたドイツ兵たちの活動の様子や地域の人々との交流の様子を展示した史料館です。

どこまでも追いかけますよ！

阿波踊り会館　おまけ（雲泥の差！？）



　愛知さくらライオンズクラブ

　西暦1941年12月11日

　株式会社クワケン　・　取締役

2006.7～2007.6 初代会長

2007.7～2008.7 地区編集委員

2012.7～2013.6 6R　環境保全委員

2013.7～2014.6 PR･ﾗｲｵﾝｽﾞ情報･IT委員会　副委員長

2014.7～2015.6 YCE委員会　副委員長

2015.7～2016.6 ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ･薬物乱用防止･ﾚｵ委員会　副委員長

2016.7～2017.6 会員会則・FWT委員会　委員

2017.7～2018.6 幹事　　PR･ﾗｲｵﾝｽﾞ情報･IT委員会　副委員長
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≪ ライオン歴 ≫

ライオンズクラブ国際協会334-A地区

≪ 所属クラブ ≫

≪ 生年月日 ≫

≪ 会社名・役職名 ≫

６Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソン

Ｌ桑原　なほみ



★Gold　Centennial　Award　：　Ｌ細川　幸弥、Ｌ柴田　学
★Silver　Centennial　Award　：　Ｌ青山　元造

Ｌ金田　久光 会報に写真掲載の喜び 10,000
Ｌ伊神　　護 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ佐藤　順一 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ小塚　善弘 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ倉知　義治 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ細川　幸弥 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ松井　義晴 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ山腰　員令 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ岸　　信勝 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ安井　浩一 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ牛垣　和博 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ森　　隆志 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ鈴村　正悟 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ中根　禎裕 会報に写真掲載の喜び 3,000
Ｌ伊藤　義弘 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ丹羽　愛禮 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ河井　利雄 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ青山　和男 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ野田　泰義 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000
Ｌ菅原　勝八 江南ＬＣ第１回麻雀大会　優勝の喜び 3,000
Ｌ細川　幸弥 江南ＬＣ第１回麻雀大会　準優勝の喜び 2,000
Ｌ山腰　員令 役員・理事親睦ｺﾞﾙﾌ　優勝の喜び 5,000
Ｌ小塚　善弘 役員・理事親睦ｺﾞﾙﾌ　準優勝の喜び 3,000
Ｌ安井　浩一 役員・理事親睦ｺﾞﾙﾌ　３位の喜び 2,000
Ｌ宮瀬　義則 環境保全委員長無事終了の喜び 5,000
Ｌ宮瀬　義則 モナークシェブロン受賞の喜び 3,000
Ｌ宮瀬　義則 事業委員会表彰の喜び 3,000

90,000
1,263,000

合　計
累　計

第1429回　例会ドネーション　　　　　　単位：円

(左）スペシャルオリンピックス日本第7回夏期ナショナルゲーム・愛知ピン
（右）期間限定アワード授与
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協会の会員増強と発展に貢献したＬ青山　元造

『キー賞』　受賞　Ｌ青山　元造



★印：今回寄付者

　Ｌ福田　源公 26回目
　Ｌ天野　皓次郎 8回目
　Ｌ伊神　　護 13回目
　Ｌ丸尾　　猛 17回目

★ 　Ｌ金田　久光 8回目

★ 　Ｌ渡辺　俊也 7回目

★ 　Ｌ高田　真宏 2回目

　西日本豪雨見舞金 100,000円

日にち　：　2018年8月26日(日）
場　所　：　ｻﾝﾋﾟｱｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ（徳島）

＜江南ＬＣ第1回ゴルフコンペ＞

優勝：Ｌ細川幸弥

準優勝：Ｌ東茂

3位：Ｌ安井浩一

★Ｌ細川幸弥　ゴルフと阿波踊りと2冠達成です！ ↑準優勝でも爽やか！

　ホームラン市役所店 １位 東　　　茂 ９位 加藤　徳弥

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 佐藤　　傳 １０位 細川　幸弥

　電話　0587-53-3518 ３位 橋本　芳博 １１位 和田　政明

４位 菅原　勝八 １２位 青山　公明

５位 伊神　　護 １３位 佐藤　全宏

６位 佐藤　順一 １４位 丹羽　　誠

７位 松田　哲育 １５位 渡辺　俊也

８位 山下　裕史 １６位 松岡　信孝
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ＬＣＩＦ1,000＄寄付

江南ライオンズクラブ・徳島眉山ライオンズクラブ親善ゴルフコンペ

第2回麻雀大会　8月22日（水）ホームラン市役所店　17：30～

ＬＣＩＦを通じて、2018.7.25に送金

（上）上位5名の方々。上位5名でのスコア対抗戦
では惜しくも徳島眉山ＬＣに敗れてしまいました。
(すぐ下）親善ゴルフでＢＢ賞のＬ佐藤全宏
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　　　10月行事予定
１． 開会のゴング 
２． 国旗に敬礼 10月3日（水） 第４回　理事会

３． 国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 第1433回　例会

４． ライオンズの誓いと地区スローガン 10月4日（木） 薬物乱用防止教室(北部中）

　並びにクラブスローガンの唱和 10月6日（土）

５． 物故ライオンに黙祷 ～7日(日）

６． 会長挨拶 10月12日（金） 6R1Z親善ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会

７． 会員慶祝 於：犬山カンツリー倶楽部

８． アワード授与 10月13日（土） 第37回江南ﾗｲｵﾝｽﾞ旗争奪剣道大会

９． 審議事項 第64回江南地区少年剣道大会

１０． 入会式 於：ＫＴＸアリーナ

１１． お食事をどうぞ 10月28日（日） 第1434回　例会（市民文化会館）

１２． スピーチ　6R1ZZC　Ｌ桑原　なほみ 市民の集い（市民文化会館）

１３． 報告事項
１４． テールツイスターの発表

１５． 出席状況報告
１６． また会う日まで

１７． ライオンズローア
１８． 閉会ゴング Ｌ倉知　義治 9日

Ｌ杉本　喜彦 18日

Ｌ伊藤　義弘 27日

第1429回 第1430回

 現在の正会員数 82名 82名

 終身会員 2名 2名

 本日の出席数 50名 42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加藤　徳弥 8日

・9月8日（土）18：00～19：00　すいとぴあ江南　

　　箏・胡弓の演奏を中心とした『秋の名月観月会』

・9月23日（日）　　ＫＴＸアリーナ

公益社団法人小牧法人会江南支部　第19回ソフトバレーボール江南大会

・10月20日（土）　　江南市民花火大会

　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　金田　久光　江南市宮後町王塚112番地

　＜連絡先＞ 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－２３２０  携帯０９０-３２５９-０２２４

　・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ー８３２６

　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　幹　事　岸　信勝　江南市木賀本郷町西6-1

　TEL:(052)262－1100 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－２５００ 携帯０９０-３４２４-０６８５

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５４-６０５０

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　ＰＲライオンズ情報委員会　東　茂　江南市島宮町西之宮153

　　TEL:(052)961－7151 　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４-８１８１　携帯　０９０－４８５２-３９０９

　　　　ＦＡＸ（０５８７）５４-６７５３

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　ＰＲライオンズ情報委員会　副委員長　波多野　貴章

　推進委員長　Ｌ山下　裕史　TEL:090-8672-5929 　　江南市古知野町杉山179

　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－５２９５　携帯　０９０－４４０６－８３５９

　・上記連絡がつかない場合 　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/
　　幹事　Ｌ岸　信勝　　携帯090-3424-0685 　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp
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献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い

例会プログラム

例会出席状況報告

江南市イベント

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

お誕生日おめでとうございます

江南市民まつり　愛の献血運動
（すいとぴあ江南）


