
　2020～2021年度　第989号　第1481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1479回例会　会長挨拶　　9月2日（水）　江南商工会館

江南商工会館2020年10月7日(水)

本日の9月第1例会は江南警察署署長の伊勢村政明様にスピーチをしていただく予定でありましたが

新型コロナウイルス感染の状況から辞退されました。そこでこの7月から入会されたL浅井真一郎とL古

池秀年にお願いいたしました。

会員の皆さんには例会食を持ち帰っていただき短時間で例会も終わらせている現状ではなかなか新

たに入会された会員の紹介や会員同士の会話がしづらい状況から、意義のある事だと思います。

江南市内の新型コロナウイルス感染者も50人に近くなり、日常的に感染者が増え続ける状況は恐ろし

い事です。しかし、否定や後向きに考えるのではなく変化の機会を与えられたと前向きに考え、会員個

人の生活・仕事そしてクラブの活動や参加のありかたを考え、変えていく事が求められていると思いま

す。

さて、9月17日（木）の第2例会はガバナー公式訪問・6R-1Z合同例会です。今年度は例会で食事が無

いなど例年と違うスタイルとなりますが、参加される会員は体調に留意されてお出かけ下さい。私個人

も先日のガバナー諮問委員会の時のように他クラブの活動状況などを聞くことができるため楽しみにし

ています。
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　ただいまご紹介に預かりました浅井真一郎と申します。
　父、浅井英雄の交代会員として入会させて頂きました。また父
ですけども、江南ライオンズクラブ様には40年近くお世話になっ
ており、この場をおかりいたしまして感謝申し上げさせていただ
きます。
　私は昭和43年生まれの現在52歳でございます。家族は妻と長
女、長男、次女の5人家族で、江南商工会議所の隣で天錦と言
う飲食店を営んでおります。
　高校卒業後、東京の学校に進学卒業し、20代を東京會舘と言
う職場で家業の修行を致しました。東京會舘は皇居の二重橋
の前で、東京商工会議所と帝国劇場の間にある施設で場所柄
宮内庁関係、経団連、官庁、有名企業、など、日本経済界の中
心に携わる料理の仕事を経験させてもらいました。当時に一緒
に働いた人たちは『現代の名工』『ホテルの調理長』など日本
の料理業界で現在も中心となっております。このような仲間と
一緒に仕事ができたという事が３０歳で家業を継ぐにあたって
からの頑張りとプライドとなっております。
　そして、この江南ライオンズクラブ様ですが、地元江南市を越
えて様々な業界でご活躍されている方々がご入会されておら
れます。私も入会させていただきまして大変身の引き締まる思
いでございます。今後は皆様方を目標として、ライオンズクラブ
の会員として頑張っていこうと思っております。
以上もちまして私の自己紹介と私の入会にあたりましての言葉
とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

　古知野町で司法書士をしている古池秀年です。今年の６月ま
で父がお世話になっていましたが、入れ替わりで７月より江南
ライオンズクラブへ入会させていただきました。
　伝統ある江南ライオンズクラブの一員とさせて頂き、大変光栄
に思います。
　今までは親を含め、周りの方々にお世話と迷惑を掛けっぱなし
で生きてきましたので、ここを人生の分岐点として、少しでも
社会貢献ができる人物を目指していきたいと思います。
まだまだ、何をしていいのか分からない事も多いですが、先輩
方に迷惑をかけないように頑張りますので、今後ともご指導の
程よろしくお願いします。

第1479回例会　2020年9月2日（水）　江南商工会館

新入会員　L浅井　真一郎　スピーチ

新入会員　L古池　秀年　スピーチ
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9月 誕生日おめでとうございます 9月 結婚記念日おめでとうございます

新入会員　L浅井真一郎　L古池秀年　ローア
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― 基本目標 ―

1 会員増強　会員維持

2 LCIF　寄付総額120万ドル

3 奉仕事業　他クラブの奉仕事業への参加

「一人はみんなのために、

みんなは一つの目的のために」 4 合同例会　楽しい例会、グループワーク

地区ガバナー　Ｌ藤井 大川　公式訪問並びに6Ｒ-1Ｚ合同例会

2020年9月17日（木）　13：15～14：00　　場所：小牧ホテル 3F 鳳凰の間

地区ガバナーあいさつ　L藤井 大川　

          奉仕の話 We Serve

地区ガバナーキーワード

開会の言葉並びにゴング　愛知さくらＬＣ会長Ｌ舟橋 典子 ライオンズの誓いの唱和 岩倉LC会長Ｌ森 健二

 人の環 心の和
334-A地区　スローガン

One for All,All for one
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地区ガバナー　Ｌ藤井 大川　公式訪問並びに6Ｒ-1Ｚ合同例会

2020年9月17日（木）　13：15～14：00　　場所：小牧ホテル 3F 鳳凰の間

地区ガバナー歓迎のあいさつ 犬山LC会長Ｌ後藤 幸夫 地区ガバナー公式訪問回答書提出

ライオンズ・ローア　第一副地区ガバナーＬ大山 恭範 閉会の言葉並びにゴング　江南ＬＣ会長Ｌ松井 義晴
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 ㈴共和金属製作所  ㈲佐藤木型製作所 木型制作

　Ｌ金田　久光　　代表社員 　Ｌ佐藤　順一　　取締役会長

〒483-8044 〒485-0081
愛知県江南市宮後町王塚112 愛知県小牧市横内立野681-1
TEL　0587-56-2320 TEL　0568-65-8871
FAX　0587-54-8326 FAX　0568-65-8872

 ㈲柴田製作所　 金属加工  尾張油業㈱ 石油製品・プロパン販売

　Ｌ柴田　学　 　代表取締役 　Ｌ杉本　喜彦 　代表取締役

〒483-8242 〒483-8222
愛知県江南市五明町根場273 愛知県江南市赤童子町藤13-1
TEL　0587-56-2857 TEL　0587-56-4039
FAX　0587-56-2929 FAX　0587-55-9577

 ㈲メルヘン 飲食  ㈲サカエスポーツ本店

　Ｌ青山　公明 　代表取締役 　Ｌ小塚　善弘 　代表取締役

〒483-8256 〒483-8207
愛知県江南市中奈良町本郷東189 愛知県江南市古知野町熱田103
TEL　0587-55-6302 TEL　0587-54-8550
FAX　0587-55-6302 FAX　0587-56-3895

 倉知会計事務所 税理士  細川一級建築士事務所 建築設計

　Ｌ倉知　義治 　所長 　Ｌ細川　幸弥 　所長

〒483-8037 〒483-8402
愛知県江南市勝佐町東郷118 愛知県江南市慈光堂町南100
TEL　0587-56-1877 TEL　0587-54-1313
FAX　0587-56-1855 FAX　0587-81-3688

 本郷歯科クリニック 歯科医  松井建築㈱ 建築

　Ｌ杉本　　博 　院長 　Ｌ松井　義晴 代表取締役社長

〒483-8238 〒483-8176
愛知県江南市木賀本郷町南122 愛知県江南市北野町郷浦34-3
TEL　0587-59-7337 TEL　0587-54-6655
FAX　0587-59-7557 FAX　0587-56-4811

会 員 企 業 紹 介

金属部品

金型部品製造

スポーツ用品販
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★印：今回寄付者

Ｌ 菅原　勝八 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 武馬　宏祐 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 丸尾　猛 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 和田　政明 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 松井　義晴 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 加藤　徳弥 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 松岡　信孝 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 東　茂 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 石井　公久 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 倉橋　克行 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 菅原　勝八 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 佐藤　順一 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 武馬　宏祐 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 古池　秀年 会報に写真掲載の喜び（1477回）

Ｌ 浅井　真一郎 会報に写真掲載の喜び（1477回）

小計

62年度　累計

優勝　L佐藤　傳

第1479回例会ドネーション

江南LC　第1回ゴルフ大会

Ｌ橋本　芳博 3回目

3,000

3,000

10,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,023,000

55,000

単位：円

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

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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開会ゴング 11月4日(水) 第5回 理事会　AM11:00～
国旗儀礼 第1483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 11月7日(土) 愛の献血運動
物故ライオンに黙祷 AM 9:30～11:30
会長挨拶 PM 1:00～4:00
会員慶祝 於：アピタ江南西店　
審議事項
食事 11月13日(金) 青少年薬物乱用防止教室
江南厚生病院 病院長 河野彰夫様スピーチ PM 1:20～3:00
報告事項 於：西部中学校　
テールツイスターの発表
出席状況報告
また会う日まで
ライオンズローア
閉会ゴング 

6日（火） 離乳食講習会（後期）

9日（金） 離乳食講習会（前期）

１3日（火） 健康応援塾（肌のうるおい足りていますか？）

１5日（木） からだにおいしい栄養教室

20日（火） 歯～ピカ教室

22日（木） 産後リフレッシュ教室

23日（金） げんきっ子教室

　　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）
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例会プログラム １1月行事予定
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例会出席状況報告

 現在の世帯主会員数

第1480回

71名

第1479回

71名

１６．

 公務による欠席

 海外出張

 病欠

０名

 終身会員

０名

1名

44名

1名

4日　Ｌ野田　泰義

1名

25名

1名

5日

　Ｌ稲嶋　豊 3日

10月江南市イベント

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚・糖尿病予防のお願い

江南ライオンズクラブ会報

26日　Ｌ杉本　博　Ｌ小林　陵二郎

　Ｌ村瀬　正臣 10日

0名

 本日の出席数

10月お誕生日おめでとうございます

10月ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ野田　泰義 1日 　Ｌ岸　信勝 11日

　Ｌ丹羽　誠

　Ｌ佐藤　順一

　Ｌ山腰　員令

　Ｌ和田　政明

　Ｌ中野　裕二

4日

5日

12日

14日

24日

　Ｌ船戸　和昭 17日

　Ｌ青山　公明 5日 　Ｌ杉本　喜彦 19日

　Ｌ河合　正猛 8日 　Ｌ東　茂 23日

　Ｌ伊神　武司 8日 　Ｌ青山　和男 28日

　Ｌ青山　元造 9日 　Ｌ鈴村　正悟 29日

　Ｌ山腰　員令 10日 　Ｌ柴田　学 30日

8


