
　2020～2021年度　第992号　第1487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

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は新型コロナ禍で全世界が不自由や不本意に耐える年となってしまいました。年が明けた今なお
止む事なく広がる新型コロナは存在しますが、今年度後期の1月からは「withコロナ」から「afterコロナ」
の光明に少しでも照らされる年になっていければと心より願っています。
　まもなく63年度の会長をはじめとする役員の皆さんがスタートラインに立たれますが、私たち62年度も
まだ半年の任期があります。順延となっている事業もありますので、「今できる事」はやる、実行するとい
う心構えで3月からの後期を執行部一丸となって務めさせていただきますので、宜しくお願い致します。

　12月に入りますます新型コロナ感染者が増加しています。季節的な要因もあると聞いていますが、年

末から新年にかけて、本当に心配な状況になってまいりました。近隣のライオンズクラブやロータリーク

ラブでは皆さんご存知のように毎年クリスマス例会・忘年例会などが計画されています。どのクラブでも

開催の可否を考え、苦慮されていると聞いています。

　江南LCでも本当にクリスマス例会を開催できるのだろうかと思い悩んできました。山腰幹事と相談の

折りに「開催するんだという心構えで。」と言われ、私も開催すると腹を決めています。

　できるだけの新型コロナ対策はしていますので、よろしくご参加をお願い致します。

　また、今日の例会後はアピタ江南西店で年末交通安全運動に出かけます。こちらもよろしくお願い致

します。

新年会長挨拶

曼陀羅寺2021年1月13日(水)

第1485回例会　会長挨拶　　12月2日（水）　江南商工会館
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　江南商工会議所のコロナ禍における支援等をお話しして頂きました。

薬物乱用防止委員長　L佐藤　傳　ローア

12月 結婚記念日おめでとうございます

第1485回例会　2020年12月2日（水）　江南商工会館

江南商工会議所会頭　松永 金次郎 様　スピーチと記念品贈呈

12月 誕生日おめでとうございます
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年末交通安全県民運動　2020年12月2日　アピタ江南西店
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第1486回 クリスマス例会　2020年12月19日（土）　名古屋マリオットアソシアホテル

会長 Ｌ松井 義晴　挨拶 ライオンテーマ Ｌ鈴村 正悟　ローア

乾杯　Ｌ和田 政明
懇親会風景
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第1486回 クリスマス例会　2020年12月19日（土）　名古屋マリオットアソシアホテル

アトラクション　ジャズピアニスト　森谷 ワカ様

　　　　閉会の挨拶 第一副会長 Ｌ倉知 義治

懇親会風景
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 ㈱トーカイスパイラル  ㈱米幸商店 　米穀販売

　Ｌ森下　栄二 　取締役会長 　Ｌ佐藤　傳 　代表取締役

〒483-8257 〒483-8057
愛知県江南市上奈良町豊里37 愛知県江南市前野町新田135
TEL　0587-53-1545 TEL　0587-56-2653
FAX　0587-53-5195 FAX　0587-53-8856

 ㈱松岡 　不動産業  東鉄工業㈱ 　製造業

　Ｌ松岡　信孝 　代表取締役 　Ｌ東　　茂 　代表取締役

〒483-8278 〒483-8266
愛知県江南市古知野町牧森226番地 愛知県江南市島宮町西之宮153
TEL　0587-51-3250 TEL　0587-54-8181
FAX　0587-51-3251 FAX　0587-54-6753

 ㈱モーリタン 　不動産賃貸業  ㈱ホームテック 　リフォーム業

　Ｌ倉橋　克行 　代表取締役 　Ｌ波多野 貴章 　代表取締役

〒501-3217 〒483-8211
岐阜県関市下有知29－28－2 愛知県江南市古知野町杉山179
TEL　0575-21-0034 TEL　0587-53-5295
FAX　0575-21-0032 FAX　0587-53-5296

 ㈱サカイ 時計・宝石・メガネ・小売業  多和田紙工㈱ ダンボール製造業

　Ｌ酒井　暢也 　代表取締役 　Ｌ多和田 芳樹 　代表取締役

〒483-8274 〒509-0315
愛知県江南市古知野町広見10 岐阜県加茂郡川辺町比久見833-1
TEL　0587-56-2847 TEL　0574-53-4131
FAX　0587-54-9627 FAX　0574-53-4114

 行政書士　住田達哉事務所  八千代スレート㈱ 建設業

　Ｌ住田　達哉 　所長 　Ｌ森　隆志 　代表取締役

〒483-8274 〒483-8374
愛知県江南市古知野町広見145 愛知県江南市宮田町久保見３３
TEL　0587-54-5180 TEL　0587-57-7211
FAX　0587-54-5102 FAX　0587-57-7212

会 員 企 業 紹 介

医師

会 員 企 業 紹 介

製造業

(建設)
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★印：今回寄付者

Ｌ 市川　信行 会報に企業紹介の喜び
Ｌ 石井　公久 会報に企業紹介の喜び
Ｌ 加藤　徳弥 会報に企業紹介の喜び
Ｌ 大澤　潤一 会報に企業紹介の喜び
Ｌ 橋本　芳博 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 大澤　潤一 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 波多野　貴章 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 佐藤　傳 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 丹羽　誠 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 佐藤　全宏 江南LC第3回麻雀大会　1位の喜び
Ｌ 青山　公明 江南LC第3回麻雀大会　2位の喜び
Ｌ 加藤　徳弥 江南LC第3回麻雀大会　3位の喜び
Ｌ 松井　義晴 愛の献血運動無事終了の喜び
Ｌ 松井　義晴 薬物乱用防止教室無事終了の喜び
Ｌ 東　茂 会報に写真掲載の喜び（1483回）
Ｌ 東　茂 ボウリング大会　3位の喜び（1483回）

ボウリング例会参加の皆様　ストライク・スペア・ガターの喜び
小計
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3回目

Ｌ武馬　宏祐 16回目 Ｌ松井　義晴 6回目

Ｌ渡辺　俊也 9回目

13回目 Ｌ倉知　義治 4回目Ｌ佐藤　順一

★ L伊神　武司 4回目

Ｌ柴田　 　学

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金
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7回目

　Ｌ船戸　和昭　 7回目 Ｌ橋本　芳博

第3回ゴルフ大会　12月3日（木）

単位：円第1481回例会ドネーション
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開会ゴング 2月3日(水) 第8回 理事会　AM11:00～
国旗儀礼 第1489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
物故ライオンに黙祷
会長挨拶 2月18日(木) 第1490回 例会　PM 12:15～
会員慶祝 於：江南商工会館
食事
報告事項
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 

10日（日） 第49回成人の集い

14日（木） からだにおいしい栄養教室（あぶらの上手なとり方・減らし方）

16日（土） 北野天神社筆まつり

17日（日） 北野天神社筆まつり

22日（金） 健康応援塾（足から元気に！）

　　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　：　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）

　Ｌ中野　裕二 1日 　Ｌ牛垣　和博 26日

　Ｌ波多野　貴章 16日

　Ｌ武馬　宏祐

1月江南市イベント

32名

1名

1日

　Ｌ倉知　義治 15日

1月ご結婚記念日おめでとうございます

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

16日　Ｌ洞地　政秀　Ｌ松井　義晴

0名

 本日の出席数

0名

 公務による欠席

 海外出張

 病欠

０名

 終身会員

0名

0名

43名

2名

１４．

例会出席状況報告

 現在の世帯主会員数

第1486回

71名

第1485回

71名

0名

例会プログラム 2月行事予定
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１３．

1月お誕生日おめでとうございます

19日

　Ｌ金田　久光 2日 　Ｌ船戸　和昭 25日

　Ｌ青山　元造 1日

　Ｌ伊神　護 2日

　Ｌ佐藤　傳 13日
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