
　2020～2021年度　第991号　第1485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

　新型コロナ禍がなければ、11月第1例会は例年のように「市民の集い」が開催されるはずでした。大

変残念な事であり、歴史ある事業を中止しなければならなかった事をあらためて会員の皆さんお詫び

いたします。

　さて、先月の理事会・例会で承認をいただいた、検温アラームシステム5台ですが、江南厚生病院へ

納品されましたので、10月26日(月)に三役とMC委員会で出かけてきました。中日新聞に翌27日に記

事として掲載していただきました。今日の例会では皆さんに1台ですがお披露目して、贈呈式を行いま

すので宜しくお願いします。

　また、今週7日(土)にはアピタ西江南店で献血を行います。献血バス2台を予定していますので、お知

り合いや従業員さんにも声をかけていただきたいと思います。

　13日(金)には3回目となる薬物乱用防止教室を西部中で行います。今回も学校側の要望から少人数

で行ってまいります。

　来月１９日(土)にはクリスマス例会を昨年と同じマリオットアソシアで計画しています。新型コロナ対策

として、名鉄電車を避け貸切バスも用意いたしますが、各自でも十分ご注意いただき、ご参加をお願い

いたします。

　本日の例会スピーチは市民委員会委員長のL大澤潤一にお願いしています。宜しくお願いします。

第1483回例会　会長挨拶　　11月4日（水）　江南商工会館

江南商工会館2020年12月2日(水)
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L大澤 潤一　スピーチ「松翁論語について」 L大澤 潤一　ローア

11月 誕生日おめでとうございます 11月 結婚記念日おめでとうございます

第1483回例会　2020年11月4日（水）　江南商工会館

江南厚生病院へ検温アラームシステム装置贈呈 江南厚生病院から感謝状を頂きました。
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薬物乱用防止教室　愛知県立古知野高校　2020年10月8日

薬物乱用防止教室　江南市立北部中学校　2020年10月15日

薬物乱用防止教室　江南市立西部中学校　2020年11月13日
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　施設等の整備状況と

コロナ禍における学校

の対応と現状について

お話して頂きました。

第1484回例会　2020年11月18日（水）　江南商工会館

スピーチ　江南市教育委員会 教育長　村 良弘様

会長挨拶 L丹羽 誠　ローア

愛の献血運動　アピタ江南西店　2020年11月7日
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 ㈱市川木工  ㈱ネットワーク・サポート 携帯電話販売

　Ｌ市川　信行 　代表取締役 　Ｌ洞地　政秀　
〒483-8113 〒483-8271
愛知県江南市天王町五反林37 愛知県江南市古知野町桃源10白馬ビル３階

TEL　0587-56-4688 TEL　0587-51-1600
FAX　0587-56-4314 FAX　0587-51-1603

 ㈱石井不動産 　　　不動産業 ㈲江南観光社 あいみんBUS

　Ｌ石井　公久 　代表取締役 　Ｌ加藤　徳弥 代表取締役社長

〒483-8213 〒483-8163
愛知県江南市古知野町朝日150 愛知県江南市木賀東町新宮161
TEL　0587-54-0710 TEL　0587-51-5253
FAX　0587-54-3004 FAX　0587-51-5254

 松山建設㈱ 　土木建築請負業  安井建設㈱ 　総合建築業

　Ｌ青山　元造 　代表取締役 　Ｌ安井　浩一 　代表取締役

〒483-8345 〒483-8166
愛知県江南市後飛保町高瀬１２２ 愛知県江南市赤童子町南山９８
TEL　0587-57-7701 TEL　0587-54-3535
FAX　0587-57-7702 FAX　0587-59-7761

　愛知県厚生農業協同組合連合会

 江南厚生病院　  牛垣建設㈱ 　総合建設業

 Ｌ河野　彰夫 　病院長 　Ｌ牛垣　和博 　代表取締役

〒483-8704 〒483-8085
愛知県江南市高屋町大松原137 愛知県江南市髙屋町西里151
TEL　0587-51-3333 TEL　0587-54-9041

FAX　0587-51-3300 FAX　0587-54-9051 

 ㈱大沢アトリエ 　建築設計・監理  エコー㈱ 　不動産賃貸業

　Ｌ大澤　潤一 　代表取締役 　Ｌ橋本　芳博 代表取締役社長

〒480-0137 〒483-8259
愛知県丹羽郡大口町大屋敷１－２５０ 愛知県江南市上奈良町緑１１
TEL　0587-55-5234 TEL　0587-55-3232
FAX　0587-55-5234 FAX　0587-54-6600

特注家具製作

会 員 企 業 紹 介

旅行

貸切バス業
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★印：今回寄付者

Ｌ 宮瀬　義則 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 伊神　武司 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 山腰　員令 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 丹羽　誠 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 岸　信勝 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 渡辺　俊也 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 伊神　武司 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 武馬　宏祐 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 野田　泰義 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 伊神　護 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 丹羽　誠 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 岸　信勝 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 青山　和男 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 船戸　和昭 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 鈴村　正悟 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 住田　達哉 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 細川　幸弥 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 山腰　員令 ボウリング大会　優勝の喜び

Ｌ 柴田　学 ボウリング大会　2位の喜び

Ｌ 田中　彰 江南LC第2回ゴルフ大会　優勝の喜び

Ｌ 山腰　員令 江南LC第2回ゴルフ大会　2位の喜び

Ｌ 佐藤　全宏 江南LC第2回麻雀大会　1位の喜び

Ｌ 野田　泰義 江南LC第2回麻雀大会　2位の喜び

Ｌ 伊神　護 江南LC第2回麻雀大会　3位の喜び

Ｌ 野田　泰義 失火見舞のお礼

Ｌ 小塚　善弘 曼陀羅寺屋根改修のお礼をいただいた喜び

Ｌ 松井　義晴 ボウリング大会無事終了の喜び

Ｌ 橋本　芳博 ボウリング大会無事終了の喜び

Ｌ 杉本　喜彦 会報に企業紹介の喜び（1481回）

Ｌ 杉本　喜彦 会報に写真掲載の喜び（1481回）

Ｌ 佐藤　傳 江南LC第1回ゴルフ大会　優勝の喜び（1481回）

ホームラン市役所店
江南市赤童子町御宿12
電話　0587-53-3518 3位

4位

9位
10位
11位
12位　細川　幸弥 8位 　佐藤　順一

　加藤　徳弥 7位 　丹羽　誠

1,286,00062年度　累計

小計

1位
2位

　和田　政明
　東　　 茂　青山　公明 6位 　菅原　勝八
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★ L船戸　和昭　 7回目

第1483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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5,000

3,000
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ＬＣＩＦ 1,000ドル献金
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3,000

3,000

3,000
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Ｌ武馬　宏祐 16回目 ★ L柴田　学 7回目

Ｌ渡辺　俊也 9回目

13回目 Ｌ松井　義晴 6回目Ｌ佐藤　順一

3,000

　渡辺　俊也
　伊神　護

3,000

Ｌ倉知　義治 4回目

3,000

3,000

3,000

　佐藤　全宏 5位 　佐藤　傳

第3回麻雀大会　11月27日（木）　ホームラン市役所店

3,000

3,000
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開会ゴング 
国旗儀礼
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
物故ライオンに黙祷
会長挨拶
会員慶祝
食事
スピーチ　江南商工会議所会頭　松永 金次郎様 伊藤　義弘様が１１月３日にご逝去されました。
報告事項 心よりご冥福をお祈り申し上げます。
テールツイスターの発表
出席状況報告
また会う日まで 主な経歴
ライオンズローア
閉会ゴング 1977年　7月 入会

1996～1997年　　第３８代　会長
1999～2000年　　３３４-Ａ地区　キャビネット幹事
2008～2009年　 結成50周年記念大会委員長

1月１３日(水) 第７回 理事会 AM11:00～
第1487回 例会 PM 12:15～
於：曼陀羅寺

1月2０日(水) 第1488回 例会 PM 12:15～
於：江南商工会館

〈事務局からの冬季休業のお知らせ〉

　12月26日（土）　～　1月5日（火）

〈緊急連絡先〉 　　発　行　江南ライオンズクラブ　MC委員会

　幹事　Ｌ山腰　員令　携帯090-3259-6478 　　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

　　　ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

　目の見えない人たちに愛の光を 　　会　長　松井　義晴　江南市北野町郷浦３４－３

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５4－６６５５　携帯０９０－３４６７－８１３９

　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６ー４８１１

　＜連絡先＞ 　　幹　事　山腰　員令　江南市高屋町花戸１２番地

　・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) 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－５８７８　携帯０９０－３２５９－６４７８

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５３ー５８７７

　　TEL:(052)262－1100 　　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

　　　岐阜県関市下有知２９－２８－２

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　　　　ＴＥＬ（０５７５）２１－００３４　携帯０９０－２１８５－０８７７

　　TEL:(052)961－7151 　　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

　　　江南市古知野町広見１４５

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４－５１８０　携帯０９０－１８３２－１３７５

　　推進委員長　Ｌ丹羽　誠　携帯０９０－４８５２－３９０９ 　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/　

　　　　Ｅ-mail　：　jimukyoku@konan-lions.jp（江南LC会員連絡用）

　・上記連絡がつかない場合 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

　　幹　事　　Ｌ山腰　員令　携帯０９０－３２５９－６４７８

１３．

12月ご結婚記念日

例会プログラム
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１２．

３．
４．

５．
６．
７．
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９．

１０．
１１．

第148４回

71名

第148３回

71名

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

１月行事予定

 海外出張

 病欠

０名

０名 ０名

　Ｌ倉橋　克行 6日 　Ｌ中嶋　正雄 23日

　Ｌ青山　勝美 7日

　Ｌ石井　公久

0名

 本日の出席数

0名

34名

０名 公務による欠席

 終身会員 0名

38名

2名

１４．
１５．

例会出席状況報告

 現在の世帯主会員数

訃報

　Ｌ森　　 隆志 6日 　Ｌ青山　公明 12日

12月お誕生日

4日 　Ｌ佐藤　全宏 24日

　Ｌ古池　秀年 １９日
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