
　2019～2020年度　第978号　第1459回例会

334-Ａ地区スローガン 未来に向かって、感動の奉仕にウィ・サーブ

クラブスローガン 新しい時代に向かってウィ・サーブ

第1457回例会　会長挨拶　　10月2日（水）　江南商工会議所

江南商工会議所2019年11月6日(水)

先般行われました、地区ガバナー公式訪問並びに６Ｒ-１Ｚ合同例会には、会場が名古屋にも関わらず、

多数のメンバーの皆様にご出席を頂き有難うございました。主管クラブとして、面目を保つ事が出来まし

た。

又9月7日・8日、本年度のメイン事業であります、市民の集い「吉本新喜劇がやって来る！」のチケット

販売におきましては、早朝よりメンバーの皆様にご協力頂き、両日共午前中には完売する事が出来まし

た。10月27日の公演は2部入れ替えの為、会場は大変な混雑が予想されます。皆様のご協力をお願い

します。

さて、本日の例会は、スピーカーとして江南市長 澤田和延様をお迎えしております。２期目に入られ、

様々な角度からスピーチをして頂けると思います。宜しくお願いします。

簡単ではございますが、本日の例会のあいさつとさせて頂きます。
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第1457回例会　2019年10月2日（水）　江南商工会議所

「江南市公共施設再配置計画」に関してのスピーチ　　江南市長　Ｌ澤田 和延

花火協賛金 10月　お誕生日おめでとうございます

10月　結婚記念日おめでとうございます　
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●ｽﾎﾟﾝｻｰﾗｲｵﾝ Ｌ和田　政明 ●事業所住所 〒483-8359
江南市松竹町東瀬古246

●事業所名 (株)ソフトピア
●連絡先 TEL　0587-53-2833

●業　種 クリーニング業 FAX　0587-53-2827

●役　職 代表取締役社長 ●奥様のお名前 田中　妙子　様

●結婚記念日

●趣　味 ゴルフ

入会式　L田中 彰

新入会員紹介

新入会員　L田中　彰　　生年月日1970年8月27日

平成7年7月7日
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和田会長　挨拶

NPO法人名古屋ダルク　代表 柴 真也 様

保護司　Ｌ武馬 宏祐

薬物乱用防止教室　江南市立北部中学校　2019年10月3日（木）
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実演による薬への誘われ方 生徒からの質疑応答

NPO法人名古屋ダルク　代表 柴 真也 様

薬物乱用防止教室　江南市立西部中学校　2019年10月10日（木）

保護司　Ｌ武馬 宏祐和田会長　挨拶

江南ライオンズメンバー
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６Ｒ１Ｚ親善ゴルフ大会　　2019年10月11日（金）

感謝状が届きました

ホストクラブ会長挨拶
Ｌ和田 政明

乾杯挨拶　6R1Z地区YCE委員
丹羽LC　Ｌ市川 和宏

優　勝
岩倉LC　Ｌ佐藤 鉄広

準優勝
丹羽LC　Ｌ増田 弥生

３　位
江南LC　Ｌ青山 公明

ゴルフ部部長
Ｌ安井 浩一

日本聴導犬協会へチャリティー金授与
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★印：今回寄付者

★

★印：今回寄付者

ホームラン市役所店

江南市赤童子町御宿12

電話　0587-53-3518

第4回麻雀大会　10月24日（木）　ホームラン市役所店

15回目

Ｌ船戸　和昭 6回目

Ｌ和田　政明

Ｌ天野　皓次郎 9回目

9回目

Ｌ渡辺　俊也 8回目

Ｌ伊神　護 14回目

Ｌ佐藤 　順一 12回目

優勝　Ｌ宮瀬 義則 準優勝　Ｌ菅原 勝八

1位 東　　 茂 7位 加藤　徳弥

2位 佐藤　全宏 8位 佐藤　傳

3位 野田　泰義 9位 細川　幸弥

4位 伊神　護 10位 菅原　勝八

5位 青山　公明 11位 丹羽　誠

6位 渡辺　俊也 12位 佐藤　順一

3位　Ｌ青山 公明

第2回江南LCゴルフ大会

ＬＣＩＦ1,000＄献金

Ｌ野田　泰義 17回目

Ｌ武馬　宏祐

Ｌ丸尾　猛 18回目

ＬＣＩＦ100＄献金

Ｌ武馬　宏祐
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開会ゴング 　12月4日(水) 第6回　理事会　AM10：30～
国旗儀礼 第1461回　例会
国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
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 　12月4日(水) 交通安全県民運動
物故ライオンに黙祷 於：アピタ江南西店
会長挨拶
会員慶祝 　12月9日(月)
お食事をどうぞ 於：天錦
スピーチ　警察署長　伊勢村 政明様
報告事項 　12月14日(土)
テールツイスターの発表 於：名古屋マリオットアソシアホテル

出席状況報告
また会う日までの斉唱
ライオンズローア
閉会ゴング 

　　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　和田　政明　江南市布袋町北１４９番地

　＜連絡先＞ 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５５－６４５５　携帯０９０－９１２６－９６５３

　・愛知県救急医療情報ｾﾝﾀｰ内・アイバンク窓口(献眼受付) 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６ー１６６５

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　幹　事　高田　真宏　江南市木賀町新開５４

　　TEL:(052)262－1100 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－４３２５　携帯０９０－２１３２－０１００

　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６-４３６３

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　ＰＲライオンズ情報委員会　委員長　波多野　貴章

　　TEL:(052)961－7151 　　　江南市古知野町杉山179

　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－５２９５　携帯０９０－４４０６－８３５９

　・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　倉橋　克行

　　推進委員長　Ｌ東　　茂　携帯０９０－４８５２－３９０９ 　　　岐阜県関市下有知２９－２８－２

　　　　　ＴＥＬ（０５７５）２１－００３４　携帯０９０－２１８５－０８７７

　・上記連絡がつかない場合 　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/
　　幹　事　　Ｌ高田　真宏　携帯０９０－２１３２－０１００ 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp

23日

23日

27日

28日

　Ｌ佐藤　順一 14日 　Ｌ波多野　貴章 30日

　Ｌ青山　勝美

　Ｌ高田　真宏

　Ｌ永田　紘一

　Ｌ佐藤　傳

3日

6日

11日

11日

　Ｌ苅谷　一紀

　Ｌ福田　直樹

　Ｌ尾関　正夫

　Ｌ住田　達哉

１４．
１５．

例会出席状況報告

 現在の正会員数

第1458回

79名

第1457回

79名

０名 病欠

例会プログラム 12月行事予定

１．
２．

会員向上セミナー　PM6：00～
８．

スピーチ　商工会 会頭　松永 金次郎様

１３．

３．
４．

５．
６．
７．

９．
１０．
１１．
１２．

第1462回　クリスマス例会

1名

46名 49名

0名

0名０名

 終身会員

０名

1名

お誕生日おめでとうございます

　Ｌ住田　達哉

　Ｌ尾関　正夫

　Ｌ山下　裕史

　Ｌ奥村　悠二

　Ｌ中根　貞裕

　Ｌ丹羽　義置

2日

6日

6日

13日

13日

24日

11月江南市イベント

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い

江南ライオンズクラブ会報

　Ｌ大里　芳勝

ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ田代　勇 1日 19日

9日

　Ｌ杉原　徳哉

 本日の出席数

 公務による欠席

 海外出張

0名

・11月1日(金)～4日(月･振休)

第48回 江南市美術展 江南市民文化会館

・11月9日(土)～10日(日)

2019こうなん産業フェスタ すいとぴあ江南

・11月15日(金)～1月31日(金)

ウインターイルミネーション すいとぴあ江南
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