
　2020～2021年度　第988号　第1479回例会

334-Ａ地区スローガン 人の環　心の和　奉仕の話　We　Serve

クラブスローガン 思いやり　力を合わせて　地域に奉仕

第1477回例会　会長挨拶　　8月5日（水）　江南商工会館

江南商工会館2020年9月2日(水)

私たちの身近でも新型コロナ感染が拡大しています。江南市でも先月31日から連日感染者が報告さ

れています。一昨日、FAXでご案内しましたように本日の例会をできるだけ短時間で終えるように配慮い

たしました。昼食はお持ち帰りいただきたいと思いますが、傷みやすい季節ですので、お気を付け下さ

い。

また、今日の例会から当面の間、例会に欠席された場合でも欠席ドネーションの対象といたしませんの

で、各自の体調や社会情勢を判断していただいて例会にご参加下さい。

また、大変残念な事ですが、今日の理事会で11月1日に企画していました「市民の集い」を中止させてい

ただく事が決定いたしました。今後、違った形のアクティビティを考えていきたいと思います。
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###

第1477回例会　2020年8月5日（水）　江南商工会館

62期　クラブスローガン採用　L加藤　徳弥

8月　お誕生日おめでとうございます
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###

第1478回例会　2020年8月19日（水）　江南商工会館

8月 結婚記念日おめでとうございます 会計監査委員　L佐藤全宏　L菅原勝八　ローア

会長挨拶
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各団体様　助成金贈呈

江南市剣道連盟 松本 利幸 様 江南市スポーツ少年団 河合 正猛 様

江南市文化協会 富永 奇昂 様 江南市保護区 保護司会 武馬 宏佑 様
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江南LC 親睦同好会 L佐藤 順一　ローア江南市剣道連盟 松本 利幸 様　スピーチ

各団体様　助成金贈呈

日本ボーイスカウト愛知連盟 江南第1団 石黒 雅之 様 日本ボーイスカウト愛知連盟 江南第3団 苅谷 有朗 様

ガールスカウト日本連盟 愛知県第11団 阿部 真弓 様 江南LC 親睦同好会 L佐藤 順一
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 共立防災工事㈱　  ㈱大栄工業　

　　Ｌ永田　紘一　取締役会長 　　Ｌ佐藤　全宏　取締役会長

〒483-8251 〒483-8221
愛知県江南市大間町新町31 愛知県江南市赤童子町大堀１９
TEL0587-54-7411 TEL　0587-55-3151
FAX0587-54-9966 FAX　0587-55-3152

 システム制御㈱  杉浦皮フ科 　　医師

　　Ｌ河合　正猛　取締役会長 　　Ｌ杉浦　功人　　院長

〒483-8012 〒483-8048
愛知県江南市般若町東山410 愛知県江南市江森町中３８
TEL　0587-54-1811 TEL　0587-55-9771
FAX　0587-54-5798 FAX　0587-52-2167

 社会福祉法人すいと福祉会　
 特別養護老人ホーム　ふぁみりい恕苑

　　Ｌ菅原　勝八　取締役会長 　　Ｌ伊神　　護 　理事長

〒483-8339 〒483-8404

愛知県江南市飛高町夫見添148 愛知県江南市小杁町林125
TEL　0587-55-2323 TEL　0587-52-4700
FAX　0587-55-3143 FAX　0587-57-1584

 ㈲武馬脩介紋工所　紋紙製造  丸尾耳鼻咽喉科 医療

　　Ｌ武馬　宏祐　　代表取締役 　　Ｌ丸尾　猛　 　院長

〒483-8368 〒48３-８3３１
愛知県江南市宮田町南野東157 愛知県江南市前飛保緑ケ丘231
TEL　0587-57-5151 TEL　0587-56-1187
FAX　0587-52-3201 FAX　0587-55-0733

 ㈲青山自動車販売  ㈱ミツワ 電気亜鉛メッキ

　　Ｌ青山　勝美　代表取締役 　　Ｌ和田　政明　取締役会長

〒483-8205 〒483-8185
愛知県江南市古知野町小金33 愛知県江南市大海道町神明１
TEL　0587-54-3231 TEL　0587-55-2006
FAX　0587-59-8270 FAX　0587-56-1665

 ㈲ユニオン機器

会 員 企 業 紹 介

浄化槽保守点検清掃

浄化槽工事・水回り工事

一般・産業廃棄物処理

電気工事

消防施設工事

電気機械器具製造

医理化器販売

自動車

タイヤ販売

6



★印：今回寄付者

★

Ｌ 伊藤　義弘 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 河井　利雄 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 青山　和男 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 野田　泰義 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 大島　孝允 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 奥村　悠二 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 山腰　員令 江南ライオンズクラブ役員・理事親睦ゴルフ大会　優勝の喜び

Ｌ 菅原　勝八 江南LC第1回麻雀大会　1位の喜び

Ｌ 佐藤　傳 江南LC第1回麻雀大会　3位の喜び

Ｌ 松井　義晴 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 和田　政明 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 高田　真宏 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 山腰　員令 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 伊神　武司 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 大澤　潤一 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 佐藤　全宏 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 柴田　学 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 田中　彰 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 河井　利雄 会報に写真掲載の喜び（1473回）

Ｌ 石井　公久 モナークシェブロン受賞の喜び（1473回）

Ｌ 牛垣　和博 副テールツイスター就任の喜び（1475回）

Ｌ 石井　公久 ＬＣＩＦ・国際関係委員長就任の喜び（1475回）

小計

62年度　累計

Ｌ 河合　正猛 喜寿の喜び（1465回）

Ｌ 船戸　和昭 会報に企業紹介の喜び（1477回）

Ｌ 倉知　義治 会報に写真掲載の喜び（1477回）

小計

62年度　累計

Ｌ松井　義晴 6回目

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ武馬　宏祐 16回目

Ｌ渡辺　俊也 9回目
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第1477回例会ドネーション 単位：円
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Ｌ橋本　芳博 3回目
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第1478回例会ドネーション 単位：円
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開会ゴング 10月7日(水) 第4回 理事会　AM11:00～
国旗儀礼 第1481回 例会　PM 12:15～
国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 於：江南商工会館
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 10月8日(木) 青少年薬物乱用防止教室
物故ライオンに黙祷 於：古知野高校　AM 8:55～
会長挨拶
会員慶祝 10月15日(木) 青少年薬物乱用防止教室
新入会員スピーチ 於：北部中学校　PM 2:00～
報告事項
テールツイスターの発表 10月21日(水) 第1482回 ボウリング例会　
出席状況報告 於：スポルト江南　PM 5:30～
また会う日まで
ライオンズローア
閉会ゴング 

１日（火） 再開　離乳食講習会（後期）

３日（木） 再開　ハッピーパパママ教室

１１日（金） 再開　離乳食講習会（前期）

１４日（月） 健康応援塾（ワンステップウォーキング・フットケア）

１５日（火） 再開　歯～ピカ教室

　　発　行　江南ライオンズクラブ　MC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 別館1階）

　　　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　松井　義晴　江南市北野町郷浦３４－３

　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５4－６６５５　携帯０９０－３４６７－８１３９

　＜連絡先＞ 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６ー４８１１

　・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) 　　幹　事　山腰　員令　江南市高屋町花戸１２番地

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－５８７８　携帯０９０－３２５９－６４７８

　　TEL:(052)262－1100 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５３ー５８７７

　　マーケティングコミュニケーション委員会 委員長 倉橋 克行

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　　岐阜県関市下有知２９－２８－２

　　TEL:(052)961－7151 　　　　　ＴＥＬ（０５７５）２１－００３４　携帯０９０－２１８５－０８７７

　　マーケティングコミュニケーション委員会 副委員長 住田 達哉

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　　江南市古知野町広見１４５

　　推進委員長　Ｌ丹羽　誠　携帯０９０－４８５２－３９０９ 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４－５１８０　携帯０９０－１８３２－１３７５

　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/　

　・上記連絡がつかない場合 　　　　Ｅ-mail　：【新】　jimukyoku@konan-lions.jp（江南LC会員連絡用）

　　幹　事　　Ｌ山腰　員令　携帯０９０－３２５９－６４７８ 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

９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

９月ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ加藤　徳弥 ８日

９月お誕生日おめでとうございます

　Ｌ杉本　喜彦

　Ｌ伊藤　義弘

1８日

２７日

９日　Ｌ倉知　義晴
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 本日の出席数

 公務による欠席

 海外出張

 病欠

０名

 終身会員

０名

１３．
１４．

例会出席状況報告

 現在の世帯主会員数

第1478回

71名

第1477回

71名

1名
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1名

０名

例会プログラム １０月行事予定
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