
　2018～2019年度　第972号　第1445回例会

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1444回合同例会　会長挨拶等

2019年4月3日(水)

2019年3月20日(水)
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江南商工会館

　皆さんこんにちは。本日は四クラブ合同例会にご出席いただき誠にありがとうございま
す。毎年犬山ホテルで開催していましたこの例会も今回は公共の施設で開催してみまし
た。
　これは皆さんもご存知のように今年の8月いっぱいで犬山ホテルも解体され新しくなりま
すが、キャパの問題や使用料などの問題で将来的に難しくなってくると思います。この公
共施設を使用することで選択肢の一つにしてもらえればと思います。
　また、本日のスピーカーは名古屋大学名誉教授の小島先生をお迎えしております。小
島先生は名古屋小児がん基金の理事長として三年前に設立され、今日多方面にわたり
活動されています。
　小児がんの薬や治療方法など基金の資金により「すべての子供たちに平等な治療」を
目指されています。
　私たちライオンズクラブも何か少しでもお役にたてればと思い今回スピーチをお願いし
ました。江南ライオンズクラブのメンバーが募金箱を持って皆さんの元へまわりますの
で、その時にはあたたかいご厚志を賜りますれば幸いに存じます。
　本日の例会最後まで宜しくお願い致します。

江南市民文化会館



第1443回例会

　私の最大の大きな壁は家内とケンカせず１年を乗り切る事が最大の課題であります。

　皆様、御協力の程　宜しくお願い致します。

　我がクラブは結成６０周年を終え、新元号のもと７０周年に向けてス
タートの年になります。今日まで多くの先輩方が築かれてきた歴史と
伝統を尊重し更なる発展を目指して"We　Serve"の精神でクラブ運営
を進めてまいります。

三役スピーチ　次期会長　Ｌ和田　政明

三役スピーチ　次期幹事　Ｌ高田　真宏

　4月27日・28日の「江南ＬＣ結成60
周年記念式典」、「結成60周年記念事
業”阿波踊り”」の成功に向けて、集中
力を維持して参りましょう！

2019年3月6日(水) 江南商工会館
会長挨拶

　この度、輝かしい歴史と伝統ある江南ＬＣ第６１代会長という大役に
拝命され、誠に身に余る光栄とその責任、責務の重大さに心が引き
締まる思いでございます。
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スピーカー　ローア お食事は『豪華海鮮チラシ』でした

　クラブ例会は楽しく、有意義な時間になるよう、そして会員同士の交
流を基に絆を深め、地域に根ざした社会貢献活動をしていきたいと思
います。会員の皆様のご指導、ご協力を賜ります様、よろしくお願い
申し上げます。

　私は２００６年度、スポンサーライオンはL苅谷一紀のもと
にて入会させて頂きました。 今年で１３年目となります。入
会時は会報編集委員から始まり、ＰＲ委員長、テールツイ
スター、市民委員長、青少年指導薬物乱用防止委員長、
第三副会長等を経験し、現在ＬＣＩＦ委員長と６０周年来賓
部会長を兼任させて頂いております。

　幹事をお請けするきっかけになりましたのは、Ｌ和田政明
から何度も熱烈にアプローチされ、Ｌ佐藤全宏には私が不
在時にも会社に来られ「又、来るから伝えておいて」 といっ
て帰られそして説得されました。

　２０１９年度は江南ライオンズクラブからＬ武馬宏祐が主管ＺＣクラブとして出られる為、年間行事
がかなり増えると考えられます。現時点ではまだよくわかっておりませんが、次期会長のＬ和田政明
の足をひっぱらない様１つ１つこなしていきたいと考えております。

　そもそも私の心の中で決心に至ったのは、入会が私より後のＬ市川信行がＬ小塚善弘会長時に幹
事を受けられて、ましてや私がＬ市川信行のスポンサーであった事。そして現在幹事をされているＬ
岸信勝が年は先輩ですが私より入会は後にもかかわらず、立派に努められている事があり決心に
至りました。



（左）100周年記念奉仕チャレンジ
Ｔｏｔａｌ　Ｌｅｖｅｌ　３

（右）１００周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト
Ｔｏｔａｌ　Ｌｅｇａｃｙ　Ｌｅｖｅｌ　２　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｃｏｌｏｒｅｄ

KONANライオンズクラブ御中

【Diamond　Centennial　Award】
・Koichi　Nagata
・Yasuyoshi　Noda
・Yuji　Okumura
・Kazunobu　Sawada

【Silver　Centennial　Award】
・Takaaki　Hatano
・Katsuyuki　Kurahashi
・Nobutaka　Matsuoka
・Azuma　Shigeru
・Tatsuya　Sumida
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アワード授与

3月　誕生日おめでとうございます 3月　結婚記念日おめでとうございます

１００周年記念会員増強賞　アワード授与

　おめでとうございます！貴クラブは、100周年記
念期間中にクラブの拡大を実現されました。貴ク
ラブのご尽力により、ライオンズは次の100年に
向けてより多くの人に奉仕を届けることができま
す。

　以下は、貴クラブ及びクラブメンバーが、新会員
の勧誘と維持、あるいは新クラブ結成への貢献
によって獲得した100周年記念会員増強賞のリス
トです。つきましては、同封の期間限定アソード
の授与を適宜執り行ってくださいますようお願い
申し上げます。



合同例会（ホスト江南LC） 2019年3月20日(水)

開会のゴング
犬山LC会長　Ｌ秋山　龍作

ライオンズの誓い及び334-A地区スローガンの唱和
丹羽LC会長　L近藤　透

江南市民文化会館　小ホール
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講演会　『名古屋小児がん基金の目指すところ』　　小島　勢二様

江南LC（第1444回）、犬山LC（第1357回）、丹羽LC（第935回）、愛知さくらLC（第309回）

来賓挨拶
地区名誉顧問・元地区ガバナー　Ｌ福田源公

講師紹介
司会　Ｌ岸　信勝

閉会のゴング
愛知さくらLC会長　Ｌ舩橋　精子

ライオンズ・ローア
６Ｒ１Ｚ・ＺＣ　Ｌ桑原　なほみ



★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

　Ｌ佐藤　全宏 21回目

　Ｌ菅原　勝八 19回目

　Ｌ野田　泰義 16回目

　Ｌ苅谷　一紀 11回目

　Ｌ佐藤　順一 11回目 【市民の集い時　募金】
　Ｌ青山　公明 10回目 ・市民の集い時　：　135,585円

　Ｌ和田　政明 8回目 ・献血時　：　13,560円

　Ｌ岸　信勝 2回目

　Ｌ小塚　善弘 9回目

★ 　Ｌ伊神　武司 3回目

★ 　Ｌ橋本　芳博 1回目

●ＬＣＩＦを通じて送金

日付 金額（円） 円/会員
LCIF換算
（＄）

2018.7.25 100,000

2018.8.22 41,000 500 4.39 上記募金149,145円より

2018.10.22 75,000 1,000 9.01 上記募金149,145円より

【3月20日合同例会時　募金】

160,000 円（江南ＬＣ・犬山ＬＣ・丹羽ＬＣ・愛知さくらＬＣメンバー等により154,210円集まりました。

更に金田会長から5,790円）

160,000円は3月20日講演後、小島勢二先生にお渡ししました。

　ブータンで保存修復されているのは、タンカだけではない。

　ケサン王女は、日本の専門家に修復を依頼した理由をこう語る。

※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄより抜粋

　「それと、日本から職人が行くとブータンに技術が残らない。僕が伝えたのは、ブータンには古
い建物がたくさんあるので、それを手掛けていける職人さんを、少し時間がかかっても育てたほ
うがいいということでした」
　2018年秋にはアイチケンが現地で修復の指導を1週間ほど行い、現在、ブータン人の技術者
たちによる作業がドゥンツェ・ラカンで進んでいる。2019年春には、修復が完成する予定だ。

　合計で149,145円集まりました。今回、北海道地震義捐金
41,000円、西日本豪雨見舞金75,000円を下記の通りＬＣＩＦを
通じ送金しました。残分33,145円は11月ライオンレート確認
後、会員1名あたりに換算しＬＣＩＦを通じ送金します。

修復工事の準備をする、ブータン人の測量
技術者たち

　首都ティンプーから車で1時間ほど、ガードレールもない断崖絶壁の山道を走るとパロという
町につく。ここには、寺院「ドゥンツェ・ラカン」がある。チベットの高僧タントン・ギャルポが15世
紀に建立した寺院としては、唯一現存するものだ。
　ドゥンツェ・ラカンの歴史は15世紀にさかのぼる。この地域の悪霊を閉じ込めるため、チベット
の高僧によって建立されたとの言い伝えがあり、以来、約600年にわたって修復を繰り返してき
た。今は内部の雨漏りがひどく、木の梁も弱っている。内部の壁画は水が染みて劣化している
状態だ。外周の排水にも問題が起きているという。

　ケサン王女は来日した際に、京都・妙心寺退蔵院の松山大耕副住職を訪ね、寺院の修復に
ついて相談した。そこで紹介されたのが、神社仏閣の設計施工と保存修復を手掛ける会社「ア
イチケン」（愛知県江南市）だったという。

　「日本には、優れた修復技術があり、一度修復すると20年、30年と長く保つことができます。
ブータンでは、今までどのような修復が行われてきたか伝えられておらず、技術のある職人が
不足しています。そこで日本に打診することになりました」

　アイチケンの中島正雄社長は修復作業を快諾。すぐに現地へ向かい、初めてドゥンツェ・ラカ
ンの状態を確かめた。

寺院の修復をサポートするアイチケンの中
島正雄社長（左）と金古伸生さん（愛知県江
南市）

ＬＣＩＦ1,000＄寄付
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会員数

2018年6月末会員

2018年9月末会員

備考内容

西日本豪雨見舞金

北海道地震義捐金

西日本豪雨見舞金

平成３０年度　文化庁長官表彰　Ｌ中嶋　正雄　『日本の技術で最古の寺院も丸ごと修復』
　ブータンと日本の交流には、50年以上の歴史がある。日本は隣国インドに次ぐブータンの援
助国であり、農業やインフラ整備の分野で支援を続けてきた。そうした実績に加え、「同じ仏教
国」とあって日本の修復技術が特別な信頼を得ているのだという。

 ここでも、タンカ保存修復センターとブータン内務文化省、それに日本の会社も加わって修復
が行われている。

　「一般建造物の感覚で傷んだ箇所を改修すると、数千万から数億円の費用になってしまう。
ブータン側の要望は、新しく建て直すことではなく、現在の寺院をできるだけ長く保存することで
した。発想を変え、雨漏りを止めて、建物を長持ちさせるための補強をすることにしました」



単位：円

Ｌ永田　紘一 算賀年寿のお祝い　米寿の喜び 20,000

Ｌ金田　久光 会報に写真掲載の喜び 10,000

Ｌ伊藤　義弘 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ青山　和男 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ野田　泰義 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ福田　源公 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ苅谷　一紀 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ佐藤　全宏 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ伊神　護 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ丸尾  猛 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ和田　政明 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ柴田  学 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伊神　武司 会報に写真掲載の喜び 3,000

L高田　真宏 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加藤　徳弥 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ山下　裕史 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ大澤　潤一 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ橋本　芳博 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ松岡　信孝 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(第1437回） 3,000

Ｌ安井　浩一 会報に会員企業紹介掲載の喜び(第1439回） 3,000

Ｌ大澤　潤一 会報に会員企業紹介掲載の喜び(第1441回） 3,000

Ｌ森下　栄二 会報に会員企業紹介掲載の喜び(第1441回） 3,000

Ｌ松岡　信孝 会報に会員企業紹介掲載の喜び(第1441回） 3,000

Ｌ住田　達哉 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ波多野　貴章 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ東　茂 江南ＬＣ第６回麻雀大会　優勝の喜び 3,000

Ｌ細川　幸弥 江南ＬＣ第６回麻雀大会　第２位の喜び 2,000

Ｌ佐藤　全宏 江南ＬＣ第６回麻雀大会　第３位の喜び 1,000

合　計 123,000

累　計 2,376,500

　ホームラン市役所店 １位 佐藤　　傳 ７位 佐藤　順一

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 山下　裕史 ８位 東　　　茂

　電話　0587-53-3518 ３位 佐藤　全宏 ９位 伊神　　護

４位 和田　政明 １０位 松岡　信孝

５位 加藤　徳弥 １１位 細川　幸弥

６位 青山　公明 １２位 菅原　勝八

第1443回　例会ドネーション

第8回麻雀大会　3月25日（月）ホームラン市役所店　17：30～
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１． 開会ゴング 4月21日（日） 国際協会334-A地区第65回年次大会

２． 国旗に敬礼 場所：ウェスティンナゴヤキャッスル

３． 国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 4月27日（土） 江南ＬＣ結成60周年記念式典・祝賀会

４． ライオンズの誓いと地区スローガン 場所：犬山名鉄ホテル

　並びにクラブスローガンの唱和 4月28日（日） 第1446回ライオンレディ同伴藤見例会

５． 物故ライオンに黙祷 ・結成60周年記念事業【阿波踊り】

６． 会長挨拶 場所：曼陀羅寺

７． 会員慶祝 4月29日（月）

８． アワード授与

９． お食事をどうぞ 場所：犬山カンツーリクラブ

１０． 次期副会長スピーチ 5月8日（水） 第11回　理事会11：00～

・第一副会長　Ｌ松井　義晴 第1447回　例会12：15～

・第二副会長　Ｌ加藤　徳弥 場所：江南商工会館

・第三副会長　Ｌ大澤　潤一 5月22日（水） メークアップ

１１． 報告事項 5月25日（土） 第1448回　例会18：00～

１２． テールツイスターの発表 一泊例会　場所：グランテラス富山

１３． 出席状況報告 ゴルフ・観光予定

１４． また会う日までの斉唱 5月26日（日） 第65回複合地区年次大会（富山県富山市）

１５． ライオンズローア 場所：オーバード・ホール

１６． 閉会ゴング 

Ｌ稲嶋　豊 9日

Ｌ澤田　和延 10日

第1443回 第1444回 Ｌ河合　正猛 17日

 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 44名 45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

・4月20日（土）～5月6日（月）第54回こうなん藤まつり　曼陀羅寺公園

・4月20日（土）ホタル幼虫の放流と飛翔　すいとぴあ江南

・4月25日（木）落語を気楽に楽しもう！江南市文寄席4月公演

市民文化会館展示室

　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

4月・5月行事予定

徳島眉山LC・江南LC親善ゴルフ大
会、ゴルフ部第4回ゴルフ大会

お誕生日おめでとうございます

ご結婚記念日おめでとうございます


