
　2020～2021年度　第993号　第1489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。

　先月のマリオットアソシアホテルでのクリスマス例会にはこの時期にも関わらず、多くの皆さんに参加

をいただきまして嬉しく思いました。ありがとうございました。

　新年早々に首都圏の一都三県に緊急事態宣言が出され、今日には関西地方やこの愛知県にも宣言

が発出されようとしています。新年の晴れがましい気分とはほど遠いのですが、このムードに負けない

ように頑張れればと思います。今後とも会員の皆様のご協力をお願いします。

　また、今後の例会ですが、昨日今日と三役で話し合い、先ほどの理事会でも協議しましたが、1月第二

例会から2月いっぱいはＦＡＸ例会のような形態でと決定いたしました。3月にはサクラヒルズでのレディ

同伴例会を計画していますので、少しでも早く新型コロナが収束に向かう事を願っています。

　今日はお集まりいただき、ありがとうございます。

第1487回例会　会長挨拶　　1月13日（水）　曼陀羅寺

FAX例会2021年2月3日(水)
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1月 結婚記念日おめでとうございます

第1487回例会　2021年1月13日（水）　曼陀羅寺

祈祷式　曼陀羅寺 本堂

L加藤　徳弥　ローア

1月 誕生日おめでとうございます
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　首都圏の一都三県から始まり、関西地方や愛知県・岐阜県にも緊急事態宣言が発出され、本当

に残念な事ですがＦＡＸによる例会とさせていただきました。なお、先日ご案内いたしましたように

ＦＡＸ例会は２月第２例会までを予定しています。

　また、２月第１例会は毎年恒例の節分例会です。３月第１例会は次期の三役スピーチ、第２例会

は「サクラヒルズ川上別荘」でのレディ同伴例会を予定しています。これらの件は本日午後に執行部

で再度打合せをして、対応を考えていきたいと思います。

　昨年の和田前会長も年度後半には新型コロナの対応に大変苦労されました。今年度は７月のスタ

ートからほぼ１年の間、コロナと共に歩かざるを得ないまさに「withコロナ」の年となりそうな様相です。

少しでも早く新型コロナ禍の収束を願うばかりです。

　１月22日(金)に、尾北ホームニュースに江南ライオンズクラブの活動及び会員紹介が掲載となりま

す。「市民の集い」は中止とせざるを得ませんでしたが、新型コロナ禍でのクラブの活動をＰＲしてまい

りますのでよろしくお願いします。

　以上で第1488回の会長挨拶といたします。

　ありがとうございました。

第1488回FAX例会　2021年1月20日（水）

会長挨拶
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 鈴村住建㈱ 　不動産業  ㈱ジェーケー・サービス

　Ｌ鈴村　正悟 　代表取締役 　Ｌ福田　直樹 　代表取締役

〒483-8205 〒483-8207
愛知県江南市古知野町小金147 愛知県江南市古知野町熱田20
TEL　0587-54-2254 TEL　0587-54-0500
FAX　0587-54-2126 FAX　0587-59-7182

 ㈱江南工業所 　金属加工業

　Ｌ杉本　規郎 　代表取締役 　Ｌ中野　裕二　
〒483-8044 〒483-8108
愛知県江南市宮後町砂場東421 愛知県江南市力長町神明24
TEL　0587-54-1429 TEL　0587-54-3234
FAX　0587-55-3595 FAX　0587-54-3234 

杉原硝子㈱ ガラス・サッシ販売  ㈲なかね呉服店 小売業

　Ｌ杉原　徳哉 　代表取締役 　Ｌ中根　禎裕 　取締役社長

〒483-8167 〒483-8273
愛知県赤童子町南野1-2 愛知県江南市古知野町本郷34
TEL　0587-55-2134 TEL　0587-55-0137
FAX　0587-54-5313 FAX　0587-55-0138

 ㈱ヤジマ 　水道工事業  たつみ堂Ｂ＆Ｓ　　　小売販売業

　Ｌ小林陵二郎 　専務取締役 　Ｌ前田　哲郎　
〒483-8044 〒483-8141
愛知県江南市宮後町砂場東261 愛知県江南市布袋町西布95
TEL　0587-54-0227 TEL　0587-55-3265

FAX　0587-54-0510 FAX　0587-55-5165

 ㈱ソフト・ピア 　クリーニング業

　Ｌ田中　彰 　代表取締役 　Ｌ村瀬　正臣　
〒483-8359 〒483-8044
愛知県江南市松竹町東瀬古246 愛知県江南市宮後町砂場177ﾄﾞﾑｽｼﾏＣ
TEL　0587-53-2833 TEL　0587-22-6688
FAX　0587-53-2827 FAX　0587-54-6340

会 員 企 業 紹 介

水道工事

土木工事
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★印：今回寄付者

Ｌ 松岡　信孝 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 東　茂 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 倉橋　克行 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 波多野　貴章 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 住田　達哉 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 倉橋　克行 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 和田　政明 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 山腰　員冷 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 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 岸　信勝 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 倉知　義治 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 渡辺　俊也 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 松井　義晴 クリスマス例会無事終了の喜び

Ｌ 橋本　芳博 クリスマス例会出席できず

Ｌ 加藤　徳弥 クリスマス例会お世話になりました

Ｌ 倉知　義治 会報に写真掲載の喜び（1483回）

1,471,360

30,000

10,000

10,000

3,000

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

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

　Ｌ船戸　和昭　 7回目 Ｌ橋本　芳博

★ L菅原　勝八 21回目 Ｌ柴田　 　学 7回目

単位：円

3,000

3,000

3,000

江南警察署から感謝状を頂きました。

第1487回例会ドネーション

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

62年度　累計

小計 107,000
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【FAX例会】 3月3日(水) 第9回 理事会　　 AM 11:00～
第1491回 例会　PM 12:15～

会長挨拶 於：江南商工会館

3月21日(日) 第1492回 レディ同伴例会　
PM 6:30～

於：サクラヒルズ　川上別荘

9日（火） からだにおいしい栄養教室（フレイル予防で健康長寿）

25日（木） 健康応援塾（誰でもできる笑いヨガ）

　　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中嶋　正雄 2日 　Ｌ酒井　暢也 14日

　Ｌ岸　　 信勝 21日

　Ｌ小塚　善弘

2月江南市イベント

68名

0名

1日

2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

17日　Ｌ伊神　武司　Ｌ細川　幸弥

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

30名

1名

例会出席状況報告

 現在の世帯主会員数

第1488回

68名

第1487回

68名

0名

例会プログラム ３月行事予定

１．

　Ｌ浅井　真一郎 15日

2月お誕生日おめでとうございます

23日

　Ｌ多和田　芳樹 14日 　Ｌ杉浦　功人 23日

　Ｌ鈴村　正悟 2日

　Ｌ橋本　芳博 9日
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