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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

会長挨拶

2019年6月5日(水)

2019年4月27日(土)
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江南商工会館

　春の暖かな日差しの中、この地方を流れます五条川の川辺をきれいに飾っていた桜の
花も終わり、今度は藤の花の季節となってまいりました。私共江南市には曼陀羅寺という
古いお寺がありまして、そのお寺の境内にある藤棚には美しい藤の花が訪れた人達の
目を楽しませています。

　ご紹介がおそくなりましたが私、本年度江南ライオンズクラブの会長を務めております
金田と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　江南ライオンズクラブは本年結成６０周年の節目を迎えることができました。これも偏に
３３４－Ａ地区浜島地区ガバナーはじめ、地区役員、６Ｒ―１Ｚ、２Ｚの各クラブの皆様方、
スポンサークラブの一宮ライオンズクラブ、そして姉妹クラブの徳島眉山ライオンズクラブ
の皆様方のお陰と深く感謝いたしております。
　また、地域に目を向ければ、いつも江南ライオンズクラブに深い理解を頂いております
江南市の澤田市長様、奥村愛知県県議会議員様、江南商工会議所の松永会頭様はじ
め関係諸団体の皆様方本当にありがとうございます。
　江南ライオンズクラブは６０年と言う永い歴史に胡坐をかくことなく、これからも一年一
年一歩づつ確実に歩を進めてまいる所存ですので、いままで通りの変わらぬご指導ご鞭
撻をお願いし、結びになりましたが皆様のご健勝、ご多幸を祈念申し上げ私のご挨拶とさ
せて頂きます。
　本日は本当にありがとうございました。

名鉄犬山ホテル江南ライオンズクラブ　結成60周年記念大会



第1445回例会

　皆さんご存知のように、Ｌ和田正明は飾り気の無い気さくな人です。また高田幹
事と共に楽しいアクティビティ、クラブ運営を目指してみえるようです。60周年を終
えて弛みがちなクラブを懇親を深め、改革すべき所は考え、楽しめる会にできる
よう協力させていただきます。

　次の年には栄えある市民委員長をやらせて頂き、劇団四季「ガンバの冒険」を皆様のご協力を頂き、大盛況にて終
演を迎えさせて頂きました。

2019年4月3日(水) 江南商工会館

　私は、２００１年　L青山和男が会長をされた年で、幹事をされていた今は亡き倉
知泰之さんのスポンサーで入会しました。今年度で１９年目になります。

会長挨拶 4月結婚記念日おめでとうございます

　昨年度、第２副会長をさせていただいた折りには、「第１じゃないのでお引き受
けしました。」と言っていましたが、こんなにも早く第１副会長をさせていただく事に
なろうとは思ってもみませんでした。

スピーチ　次期第一副会長　Ｌ松井　義晴

スピーチ　次期第二副会長　Ｌ加藤　徳弥

　今年度の６０周年には会計をさせていただき、微力ながら金田久光会長を支え
させていただきました。来る来年度はJCの大先輩である和田政明会長を盛りた
てていきたいと思っています。

　次年度もよろしくお願いします。

2
　それを見習い、なお一層精進して参ります。これからもいろいろと宜しくお願い致します。

　次期、第二副会長を拝命致しました加藤徳弥です。宜しくお願い致します。６役
の中では最年少になります。いろいろとわがままを言わせて頂くつもりでおります
ので、宜しくお願い致します。
　入会してから、早いもので７年が経ちました。ＰＲ副委員長として会報誌を作成
させて頂き、年間のライオンズクラブの行事を勉強させて頂きました。翌年はエレ
ベーター式にＰＲ委員長となり、副委員長の山下ライオンにはいろいろとお願いを
致しました。またその年にＹＣＥ生の受け入れをさせて頂き、イタリア人のパロマ・
ザットーニさんにホームステイして頂きました。彼女はＹＣＥのあと日本がとても好
きになり、大学では日本関係の学科に進学し、来年は日本にまた留学にくると話
しておりました。

　翌年はテールツイスターという初めての役員を経験致しました。副テールツイス
ターの岸ライオン、橋本ライオンに助けられ、一年間なんとか役目を果たすことが
できました。目標額には届かない状況でしたが．．．．．．これは前年のテールツ
イスターの大きな数字がとても大きな重荷になりました。

　翌年は御礼奉公の意味もあるのかＹＣＥ委員長として尾北高校の新海日菜さん
をマレーシアにＹＣＥ派遣させて頂きました。細川ライオンが尾北高校とのパイプ
を作って頂いたため、とても楽に派遣生を募ることができたと感謝しております。

　そして結成６０周年の今年、青少年指導薬物乱用防止委員長、広報記念誌部会長という大役を頂き、皆様にまたま
たいろいろとご無理を申し上げ今に至っております。
　ＤＶＤは２７日の結成６０周年記念大会に間に合わせるべく、作成、見直しをしております。当日をご期待下さい。記
念誌も発刊まで一か月少々となり印刷担当者、部会の皆様と活発に意見を交換し、良いものを作るべき切磋琢磨して
おります。
　来年度副会長を受けるにあたり、誤字脱字を理事会でチェックする細かい人間と思われておりますゆえ、今後ともそ
れは実行して参ります。数年後、若い委員長が大役を担ったとき昔の資料を若い委員長が見て、誤字脱字がみつか
るのは恥ずかしいことです。きちんと見直しをお願いします。来年は本当に若い理事、役員の方が多いためわからな
いことも多いかと思いますが、わからないことは担当副会長、前任者、委員会ではアドバイザーとなっています幹事、
事務局員に遠慮なく確認して下さい。むろん初年度なのでわからないことも多いと思います。事業提案の時期になる
前に担当副会長や幹事から担当委員長に議案書作成の依頼があります。ただ、依頼を待っているのではなく、自分か
ら事務局に足を運び、資料をもらい、事前に何をするのかを確認する意思をもって頂きたいと思います。クラブ事務局
には間に合う事務局員の林さんがおります。暇な時があれば事務局にきて事業の資料確認をしてください。
　最後になりますが、私が入会してからこういうことを言われた会員がいます。「ライオンズ活動を続けていくことが自
分の仕事の励みになる」と。
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ダイヤモンド100周年ライオン　アワード授与　Ｌ野田　泰義　と　Ｌ永田　紘一

スピーカー　ローア 60周年記念大会に向け
「高校三年生」の替え歌「江南60年」の猛特訓！？

シルバー100周年ライオン　アワード授与（左から）
Ｌ波多野貴章・Ｌ松岡信孝・Ｌ東茂・Ｌ住田達哉

アワード授与　100周年記念奉仕チャレンジ＆100
周年記念コミュニティ・レガシー・プロジェクト

　こんにちは。次年度の江南ライオンズクラブ第三副会長を仰せつかりまし
た大澤潤一です。
　江南ライオンズクラブには野田泰義ライオンのスポンサーで２０１５年８月
に入会させていただきました。これまでにＰＲ委員長と教育レク委員長をさ
せていただきました。まだまだ入会して間も浅く、委員長の経験も少なく、第
三副会長という大役には時期尚早とも思いましたが、江南ライオンズクラブ
全体の若返りということもあり、お受けさせていただくことにいたしました。
わからないことが多いと思いますが、各委員長、委員とともに役職を務めさ
せていただきますのでよろしくお願いいたします。
　さて、私は昭和３４年生まれですので、江南ライオンズクラブと同じく、今
年60歳になります。今から60年前の春に江南ライオンズクラブが誕生し、夏
に私が生まれています。そして、その年の秋には東海地方を伊勢湾台風が
襲い、大きな被害をもたらしました。生まれたばかりの私は母親の実家の
ある四国の香川県に一年以上避難をしていたそうです。悲しいこともありま
したが、同じ年には現在の天皇皇后様のご成婚があり、年が明けると次の
天皇となる浩宮様が誕生されるというおめでたいこともあった時代であった
ようです。
　今年も新天皇のご即位や消費税の増税などが予定されており、大きな変
化の年になることと思われますが、皆様と一緒に乗り越えていきたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。

スピーチ　次期第三副会長　Ｌ大澤　潤一
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第65回　年次大会

ライオンズクラブ国際協会334-Ａ地区

2019年4月21日(日) ホテルナゴヤキャッスル

江南ライオンズクラブ代議員集合写真 地区ガバナーＬ浜島　清美　挨拶

国際協会アワード　年次表彰　”国際会長賞”　Ｌ金田　久光

　金田会長の「この賞は江南ライオンズクラブの会員皆さんのご協力があってこそ頂けた賞だと思ってい
ます」のことばが印象的でした。
　また江南ライオンズクラブは地区ガバナーアワード　”会員増強　優秀賞”も受賞しました。



※この時も、植樹祭の間の約10分間だけ雨が止んでくれました。

江南市藤ヶ丘町地内（2枚付タイプ） 江南市松竹町地内（1枚付タイプ）
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有森裕子さん　1～9Ｒ合同アクティビティ報告来賓挨拶　大村県知事

カーブミラー　一式

ライオンズ・ローア 年次大会後『ガバナー晩餐会』　地区ガバナーＬ浜島清美　挨拶及びアトラクション

江南ライオンズクラブ結成60周年記念事業　記念寄贈品

↑（左）ＫＴＸアリーナ職員とＬ金田久
光・Ｌ佐藤全宏

↑全員で（撮影者Ｌ波多野貴章）

←集合写真（左から）Ｌ山下裕史・Ｌ佐藤全宏・Ｌ和田政明・Ｌ金田久光

『記念植樹』　2019年4月17日（水）　ＫＴＸアリーナ駐車場東側入口

「私は晴れ男です」（金田会長）。因みにＬ和田政明が来てから雨が降りはじめ
ました！

クロガネモチ1本

御影石・記念銘鈑



式　　典
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会長挨拶　Ｌ金田　久光 歓迎のことば　Ｌ佐藤　全宏

「目録贈呈」江南市長澤田和延様へ
「目録贈呈」日本ボーイスカウト愛知連盟

江南第1・第3団様へ

江南市長澤田和延様から感謝状を頂く 集合写真

江南ライオンズクラブ結成60周年記念大会

2019年4月27日(土) 名鉄犬山ホテル

開会のことば並びに開会のゴング　Ｌ刈谷　一紀 60周年記念アクティビティ発表　Ｌ山腰　員令

テント2基

・カーブミラー2台

・クロガネモチ1本と記念碑1式

・交通安全看板



「ライオンズクラブ基本常識　江南ライオンズクラブ編」から抜粋⇒

来賓あいさつ　334-A地区
地区ガバナー　Ｌ浜島　清美

来賓あいさつ　江南市長　澤田和延様 ライオンズローア（犬山LC・丹羽
LC・愛知さくらLC　会長）
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スポンサークラブ一宮ライオンズクラブへ感謝状贈呈 姉妹提携クラブ徳島眉山ライオンズクラブへ感謝状贈呈

　昭和３４年（１９５９年）３月２４日、当時の江南市商工
会、東海銀行親睦会の会員を主に２８名の会員でもっ
て「一宮ライオンズクラブ」のスポンサーにより誕生しま
した。ライオンズクラブとして全日本で１２２番目、愛知
県下では８番目の結成。

　昭和５２年（１９７７年）徳島眉山ライオンズクラブは結
成２０周年を迎えるにあたり他地区のライオンズクラブ
に対し国内姉妹提携クラブを発議されたのを、当時ＺＣ
だったＬ石原重信が鈴木光男334-A地区ガバナーから
紹介を受け、江南ライオンズクラブに渡したのに始まっ
たもの。
　江南ライオンズクラブはその後、”徳島藩主の蜂須賀
家政公が江南市宮後の生まれであること”や、”両クラ
ブが青少年の育成に重点奉仕活動を行っていること”
などを高く評価し姉妹提携に名乗りを上げた。
　両クラブの姉妹提携にかける意向は急激に盛り上が
り昭和52年12月12日に徳島眉山ライオンズクラブを訪
問し合意に達し、「姉妹提携宣言書」に調印したという
歴史がある。

クラブ内表彰　Ｌ伊藤　義弘　・　Ｌ福田　源公



↑Ｌ安井　浩一のステージ上でのパ
フォーマンスは堂々としており頼もし
い姿でした。

　早いスタッフで朝9時前から設営やリハーサルに取り組
んでいただき、大変お疲れさまでした。お陰様で来賓の方
や参加された方に大変喜んでいただけました！
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閉会のことば並びに閉会ゴング　Ｌ永田　紘一 司会者Ｌ佐藤　傳とアシスタント

式典・受付風景＆ピックアップ

リハーサル風景



祝　賀　会

澤田市長は怖いもの知らずでした！？
・・・いや、会場を笑わせてくれました。

乾杯　６Ｒ-１Ｚ-ＺＣ
Ｌ桑原　なほみ

アトラクション　阿波踊り徳島選抜と
澤田市長と地区ガバナーＬ浜島　清美
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アトラクション　阿波踊り徳島選抜と会場の皆さんで

江南ライオンズクラブ結成60周年記念大会

2019年4月27日(土) 名鉄犬山ホテル

オープニング
エレクトーン奏者　坂本　栞菜さん

開宴の言葉　前会長　Ｌ伊神　護



高校三年生替え歌「江南60年」　斉唱

司会　Ｌ加藤　徳弥
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また会う日まで　斉唱

集　合　写　真

閉宴のことば　Ｌ和田　政明



阿波踊り　徳島選抜 2019年4月28日(日) 曼陀羅寺ステージ

江南ライオンズクラブ結成60周年記念事業
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結成60周年記念事業『阿波踊り』が徳島選抜の方により盛大に開催されました

観客の方も大勢参加しての阿波踊りでした。（特に黄色いベストを着た方が夢中で踊っています）

結成60周年記念事業　部会長Ｌ牛垣　和博　挨拶徳島選抜の方、いざ会場へ



　ありがとうございました。

江南ライオンズクラブ結成60周年記念大会を終えるにあたって

結成60周年記念大会委員長　Ｌ佐藤　全宏
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　７５歳を過ぎ物覚えもひどくなり体の自由もままならなくなった年老いた私が、江南ラ
イオンズクラブ結成６０周年記念大会委員長の大役のご指名をいただいてから本日ま
で、非力な私に何がお役に立てるのかと胃の痛い日々を過ごしてまいりましたが、記念
式典・記念事業におきましては、金田久光会長の指導により江南ライオンズクラブ会員
が一丸となり、大成功で終えることができました。

　これも偏に、ご参加いただいたご来賓の皆様をはじめ、徳島眉山ＬＣや一宮ＬＣ、さら
には６リジョンの各クラブの皆様のご支援・ご協力があってのことだと思います。
　ここに江南ライオンズクラブ結成６０周年記念大会を盛り立てていただきました皆様に
皆様に心から感謝申し上げます。
　今後、次の２００周年に向け国際協会からは、あらゆる事柄が提案され、どんどん改
革されるだろうと思います。
　その改革の波に乗り遅れないよう、しっかりと前を見据え、この令和改元を機にクラブ
の絆をいっそう強いものにし、若い人材を育てつつ、Ｗｅ　ｓｅｒｖｅの精神のもと地域への
奉仕、会員増強、ＬＣＩＦに力を入れ、地域の皆様から共感を得られるような奉仕活動を
提供しつつ、７０周年、１００周年へと継続していただきたいと思います。
　最後になりましたが、会員の皆様にはライオンズクラブのさらなる発展を願い、今後も
ご尽力いただきますようお願い申し上げます。

結成60周年記念大会の次第　表紙・背表紙（左）とプログラム等（右）



表　　　　彰

クラブ表彰　会員増強優秀賞　感謝状Ｌ金田久光　個人表彰
国際会長賞　記念品・名刺入れ
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名古屋小児がん基金からの感謝状 江南市長からの感謝状

　3月20日に名古屋小児がん基金の
会長小島勢二様に講演をしていただ
き、そして江南ライオンズクラブから
160,000円を寄付させていただきまし
た。そのお礼とし感謝状を頂きました。

　江南ライオンズクラブ結成60周年の
節目に『交通安全看板、カーブミラー、
クロガネモチ』を江南市に寄贈させて
いただいたことに対して感謝状を頂き
ました。



第1446回藤見例会

乾杯　Ｌ伊神　護
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徳島選抜の方からお祝いのことば 徳島選抜の方と一緒に

閉会のことばＬ和田　政明 懇親会風景

会長挨拶 ＬＣＩＦ＄1000寄付　アワード授与

結成60周年　ローア 阿波踊り徳島選抜との懇親会　　歓迎の挨拶　Ｌ佐藤全宏

2019年4月28日(日) 曼陀羅寺



第1447回例会 2019年5月8日(水) 江南商工会館

5月　結婚記念日おめでとうございます会長挨拶

　 皆様こんにちは。まずは先日、江南ライオンズクラブ６０周年記念式典並びに記念祝宴が盛大に執り行われ無事成功裏に終わ
りましたことに、江南ライオンズクラブの会員の一人として大変うれしく思いました。会長L金田久光、そして実行委員長L佐藤全宏
をはじめ執行部の皆様に御礼申し上げます。
　私は４１代会長L安井一宏の１９９９年７月入会で、次年度６１代会長L和田政明で在席２０年になります。年齢は、１９５２年２月２
３日生まれで満６７歳になりました。日本国中、元号が平成から令和になりお祝いムードです。そして、個人的には天皇誕生日が私
の誕生日と重なり何となくうれしいい気分です。クラブでは入会以来、職業柄かゴルフ部とライオンテーマを毎年の様にしました。い
までも１年目でいきなりゴルフ部幹事を右も左も分からないまま一生懸命したことを覚えています。

　５２代会長Ｌ菅原勝八で幹事を経験させていただきました。そしてガバナーＬ福田源公輩出時は、副幹事として出向致しました。
尚、私が58代会長の時には、会員の温かいご理解のおかげで無事務めることができました。会員諸兄の皆様には、いまでも深く感
謝しています。

5月　お誕生日おめでとうございますスピーチとローア
Ｌ小塚　善弘

　本年度クラブ内では、会則・GMT・FWT委員長です。役目で新入会員７名のオリエンテーションをしました。大半の方はかつて在
籍していた江南青年会議所で大変お世話になった先輩のご子息、ライオンズクラブで仕えさせていただきましたご子息で、諸先輩
を懐かしく思い出すとともに時の流れを痛切に感じました。今後ご活躍されますことを願っています。

　1「家族と女性会員の増強」、2「女性リーダーの育成」、3「優れた奉仕活動の発掘と拡大」の３つの任務を持ちグローバル・アク
ションチームの一翼を担い、家族及び女性会員が奉仕活動に積極的に参加できるような環境づくりと、女性会員を増強し比率の増
加の推進すべく2015年１月に日本からスタートしたプログラムです。

　地区FWT委員会に出席して、地区ガバナーＬ浜島清美の活動方針に沿った地区ＦＷＴ委員長Ｌ伊藤美穂の活動計画を６リジョン
のＦＷＴ委員長会議を通じて伝達をしました。地区コーディネーターＬ中尾訓子には、何度もアドバイスをいただき大変お世話になり
ました。
　ガバナーの推進されていました合同アクテビティに、ＦＷＴが取り組む計画だった「ハグゲーム」を６R ―１Ｚ Ｌ桑原なほみが6Ｒ1Ｚ
のクラブ会長に提案されました。ハグゲームとは、ご存じの方また経験された方もお見えになるかと思いますが、避難所の（Ｈ）、運
営（Ｕ）、ゲーム（Ｇ）の頭文字をとってＨＵＧでハグといいます。ＦＷＴは全面的に協力をさせていただきました。
２月１３日（水）すいとぴあ江南にて愛知県防災局災害対策課支援グループ主任高木　厚様を講師に招き地区ガバナーＬ浜島清美
をはじめ地区コーディネーターＬ中尾訓子もゲームに加わって６Ｒ１Ｚのメンバーを含め５９名で行いました。江南ライオンズクラブか
らは１０名が参加いたしました。

　最後に、リジョン委員を経験し思ったことを話します。各クラブそれぞれ成り立ちや、地域、会員数にも違いがあり、個々のクラブ
事情が異なるので地区の考え通りに行かないこともある数多くあります。様々な意見に耳を傾け、参考にしていくことが必要でし
た。

　L金田久光　会長　L岸信勝　幹事　L和田　政明　第一副会長をはじめ会員諸兄に支えていただきリジョン委員をもう少しで終わ
ることができます。皆様に深く感謝いたしまして私のスピーチを終わります。有難うございました。
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　ローテーションでリジョン委員のＦＷＴが江南ライオンズクラブに来ました。私が義理と成り行きで、３３４－Ａ地区６Ｒリジョン役員
の６Ｒ　ＦＷＴ委員を受けています。ＦＷＴとは（Family　＆　Woman　Team）Fはファミリー、Ｗはウーマン、Ｔはチームのことです。

　クラブ会員の確保が困難な中、あの手この手で会員の増強を各クラブが行っていますが、地区の会議に出席しますと会員拡大
の為に「クラブ支部」を進めています。これが、今後の課題になってきます。

　地区ＦＷＴセミナーは１０月２５日（木）ホテルナゴヤキャッスルにて開催され１７１名の参加で行われました。江南ライオンズクラブ
からは４名出席しました。
　ワークショップが主体で1「女性、家族会員の活躍について」、2「やってみたい　やればよい魅力的な奉仕活動とは」、3「魅力ある
クラブとは」の中から１つを選びグループ報告がなされました。
　ヘアードネーションは、愛知さくらライオンズクラブ、春日井さくらライオンズクラブの女性クラブから多くを提供していただきました。
江南ライオンズクラブからも４名のご協力をいただきました。



第1448回例会

懇 親 会

閉会の言葉　次期　334-A地区１ＲＺＣ予定者　Ｌ武馬　宏祐とテーブル席
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2019年5月25日(土) グランテラス富山

第一副会長Ｌ和田　政明　挨拶

2019年5月25日(土) グランテラス富山

開会のことば　Ｌ和田　政明

優勝：Ｌ安井　浩一

準優勝：Ｌ菅原　勝八

３位：Ｌ山腰　員令

ゴルフ成績発表★Ｌ金田久光、Ｌ佐藤全宏のご厚意により豪華賞品を頂きました。感謝！

ローア　Ｌ細川　幸弥

乾杯　Ｌ佐藤　全宏



次回年次大会に向けての横断幕とＬ武馬　宏祐　　開催地：愛知県
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また会う日まで　斉唱

　次年度開催地は愛知
県。Ｌ武馬宏祐が年次大
会の終盤でＰＲ用横断幕
を掲げるため登壇されまし
た。

　江南ライオンズクラブ会
員の皆はＬ武馬宏祐の雄
姿を一目見ようと会場でま
だかまだかと待ちわびて
いましたが、思いのほかた
くさんの方が登壇され、探
すのに一苦労。写真も小
さく申し訳ありませんでし
た。（写真は下になります
↓）

2019年5月26日(日) オーバード・ホール、オークスカナルパークホテル富山

ライオンズクラブ国際協会３３４Ａ複合地区　第65回　年次大会in富山

次期334A-1地区１ＲＺＣ Ｌ武馬 宏祐はここにいます。



※新国立競技場を設計した隈研吾先生の設計

○徳島眉山ライオンズクラブとの親善ゴルフ ○江南ライオンズクラブ　第4回ゴルフ大会成績

『去年の雪辱を晴らし江南ライオンズクラブが勝利しました』 1位 Ｌ丹羽　誠

※各々のクラブの上位５名ずつの合計スコアで勝負 2位 Ｌ牛垣　和博

＜江南ライオンズクラブ上位５名＞ 3位 Ｌ佐藤　順一

１位 Ｌ菅原　勝八

２位 Ｌ安井　浩一

３位 Ｌ佐藤　全宏

４位 Ｌ山腰　員令

５位 Ｌ東　　　茂

徳島眉山ＬＣ会長挨拶　Ｌ広瀬　和範 江南ライオンズクラブ会長挨拶　Ｌ金田　久光

　ホームラン市役所店 １位 佐藤　　傳 ５位 小林陵二郎

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 伊神　　護 ６位 佐藤　順一

　電話　0587-53-3518 ３位 菅原　勝八 ７位 青山　公明

４位 佐藤　全宏 ８位 松岡　信孝

　ホームラン市役所店 １位 加藤　徳弥 ７位 和田　政明

　　江南市赤童子町御宿12 ２位 伊神　　護 ８位 橋本　芳博

　電話　0587-53-3518 ３位 山下　裕史 ９位 菅原　勝八

４位 青山　公明 １０位 佐藤　順一

５位 佐藤　全宏 １１位 松岡　信孝

６位 野田　泰義 １２位 佐藤　　傳

第10回麻雀大会　5月30日（水）ホームラン市役所店　17：30～
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2019年4月29日（月）　　犬山カンツリー倶楽部

徳島眉山ライオンズクラブとの親善ゴルフ & 江南ライオンズクラブ　第4回　ゴルフ大会

複合地区年次大会in富山　富山の町とガラス美術館（観光組）

富山城 ガラス美術館作品富山市ガラス美術館

第9回麻雀大会　4月18日（木）ホームラン市役所店　17：30～



単位：円

Ｌ山田　武仁 60周年記念大会の喜び 50,000

Ｌ中嶋　正雄 文化庁長官表彰の喜び 10,000

Ｌ金田　久光 ４クラブ合同例会無事終了の喜び 10,000

Ｌ匿名 会報に会員企業紹介掲載の喜び(第1443回） 3,000

Ｌ小林　陵二郎 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ金田　久光 会報に写真掲載の喜び 10,000

Ｌ匿名 会報に写真掲載の喜び(第1443回） 3,000

Ｌ石井　公久 会報に写真掲載の喜び(第1443回） 3,000

Ｌ伊藤　義弘 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和田　政明 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岸　　信勝 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ渡辺　俊也 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ伊神　武司 こうなん広報４月号に写真掲載の喜び 5,000

L佐藤　　傳 江南ＬＣ第7回麻雀大会　優勝の喜び 3,000

Ｌ山下　裕史 江南ＬＣ第7回麻雀大会　準優勝の喜び 2,000

Ｌ佐藤　全宏 江南ＬＣ第7回麻雀大会　第３位の喜び 1,000

合　計 121,000

累　計 2,497,500

単位：円

Ｌ金田　久光 国際会長賞受賞の喜び 30,000

Ｌ金田　久光 結成60周年記念大会式典・祝賀会･阿波踊り無事終了の喜び 30,000

L広瀬　和範 結成60周年お祝い　（徳島眉山L会長） 10,000

L高田　真宏 結成60周年来賓部会無事終了の喜び 5,000

Ｌ山下　裕史 結成60周年寄贈部会無事終了の喜び 5,000

Ｌ加藤　徳弥 結成60周年記念大会祝賀会司会無事終了の喜び 5,000

Ｌ和田　政明 結成60周年記念大会式典開会挨拶無事終了の喜び 3,000

Ｌ牛垣　和博 結成60周年阿波踊り無事終了の喜び 5,000

Ｌ伊藤　善誓 金婚式の祝いの喜び 20,000

L福田　直樹 銀婚式の祝いの喜び 10,000

Ｌ福田　源公 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ苅谷　一紀 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ佐藤　全宏 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ菅原　勝八 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ伊神　　護 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ武馬　宏祐 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ伊藤　善誓 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ宮瀬　義則 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ小塚　善弘 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ倉知　義治 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ渡辺　俊也 60周年表彰の喜び 2,000

Ｌ伊藤　義弘 永年在籍者表彰の喜び 2,000

Ｌ河井　利雄 永年在籍者表彰の喜び 2,000

Ｌ青山　和男 永年在籍者表彰の喜び 2,000

Ｌ船戸　和昭 永年在籍者表彰の喜び 2,000

Ｌ大島　孝允 永年在籍者表彰の喜び 2,000

Ｌ小塚　善弘 例会スピーチの喜び 5,000

Ｌ鈴村　正悟 会報に会員企業紹介掲載の喜び(第1443回） 3,000

Ｌ森下　栄二 会報に写真掲載の喜び(第1445回） 3,000

Ｌ伊神　　護 江南ＬＣ第９回麻雀大会　第２位の喜び 2,000

合　計 168,000

累　計 2,665,500

第1445回　例会ドネーション
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第1447回　例会ドネーション



１． 開会ゴング 6月20日（木） 江南ライオンズクラブ第５回ゴルフコンペ

２． 国旗に敬礼 場所：岐阜カンツリークラブ

３． 国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
４． ライオンズの誓いと地区スローガン 6月22日（土） 第1450回最終例会　10：15～

　並びにクラブスローガンの唱和 場所：迎賓館サクラヒルズ　川上別荘

５． 物故ライオンに黙祷
６． 会長挨拶 7月3日（水） 第1回　理事会10：00～

７． 会員慶祝 第1451回　例会12：15～

８． お食事をどうぞ 場所：江南商工会館

９． スピーチ　Ｌ澤田　和延
１０． 報告事項 7月5日（金） 第102回国際大会　イタリア　ミラノ

１１． テールツイスターの発表 ～ 7月9日（火）

１２． 出席状況報告
１３． また会う日までの斉唱 7月17日（水） 第1452回　例会12：15～

１４． ライオンズローア 場所：江南商工会館

１５． 閉会ゴング 

Ｌ大島　孝允 1日 Ｌ安井　浩一 20日

Ｌ菅原　勝八 1日 Ｌ永田　紘一 ２７日

第1447回 第1448回 Ｌ高田　真宏 19日

 現在の正会員数 81名 81名

 終身会員 2名 2名

 本日の出席数 44名 41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澤田　和延 7日 Ｌ多和田芳樹 14日

Ｌ小塚　善弘 8日 Ｌ大澤　潤一 22日

Ｌ丹羽　　誠 10日

・6日（木）生涯学習講演会～心穏やかに暮らすヒント～市民文化会館

・9日（日）2019ふれあいウォーキングラリー

戦国武将縁の史跡など、楽しく布袋のまちを歩きます。

・27日（木）落語を気楽に楽しもう！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

6月江南市イベント

江南ライオンズクラブ会報

6月・7月行事予定

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


