
　2020～2021年度　第995号　第1493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

　先週は連日新型コロナや東京オリンピックのニュースが報道され、やきもきしていましたが、ひとまず
愛知県の緊急事態宣言は解除されましたので、次回例会から江南商工会館で開催できるようになりま
した。

　1月第2例会から本日の3月第1例会まで、FAX例会を続けてまいりました。山腰幹事をはじめとする執

行部のみなさんや例会を心待ちにしてみえる会員のみなさんにご苦労やご心配をかけましたが、今後

は６月末までお集まりいただける例会を開催できればと思いますのでよろしくお願いします。

　しかし、藤まつりが今年も中止になり昨年に引き続き「藤見例会」が曼蛇羅寺で開催できません。山腰

幹事の発案で江南商工会館ででんがくを食べる例会を計画しました。藤の花は用意できないかもしれま

せんが、焼きたてのでんがくをお楽しみいただきたいと思います。

　また、4月25日日(土)の第67回地区年次大会は代議員のみの参加となりましたので、江南ＬＣの4月第

2例会とはできなくなりました。そこで、4月21日(水)12:15から江南商工会館で4月第2例会を開催いたし

ます。当日は算賀年寿のご祈祷、お祝いをしたいと計画しています。節分の時期は過ぎてしまいました

ので豆まきはいたしませんが、対象となる会員のお祝いをしたいと思います。

　3月13日(土)には第38回江南ライオンズ旗争奪剣道大会、第65回江南地区少年剣道大会が開催され

ます。我々会員の参加対象を制限していますので、一般の会員の皆さんにはご案内しませんのでご理

解をお願いします。

　4月10日(土)は今年度2回目となる献血をアピタ江南西店で行います。輸血血液が大変不足していま

すので、会員の皆さんには当日のご参加と知人への声かけをお願いします。 次項へ

第1491回例会　会長挨拶　　3月3日（水）　FAX例会

江南商工会館2021年4月7日(水)
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　例会の日時・場所・内容、年次大会も変更になっていますので以下をご確認下さい。詳細は別に
ご案内いたしますので、よろしくお願いします。

３月１７日(水)　　 第２例会　　　　　 江南商工会館　12:15～
　次期３役スピーチ
　（新型コロナ禍によりサクラヒルズから変更しました）

４月７日(水)　　　 第１例会　　　　　 江南商工会館　12:15～
　次期副会長スピーチ

４月２１日(水)　　 第２例会　　 江南商工会館　12:15～
　算賀年寿のご祈祷（２月第１の節分例会に代わり）
　（地区年次大会から変更）

４月２４日(土)　　 第６７回地区年次大会　　 名古屋市公会堂
　（代議員だけの参加です）

５月１日(土)　　　 第１例会 江南商工会館　17:00～
　でんがく例会
　（藤まつりが中止のため場所を換えて開催します）　

５月１９日(水)　　 第２例会 江南商工会館　12:15～
　（複合地区年次大会参加から変更）

５月２３日(日)　　 第６７回複合地区年次大会
　（データ通信と郵送による投票となりました）

６月２日(水)　　　 第１例会　　　　　 江南商工会館　12:15～
クラブ内表彰

６月２６日(土)　　 最終例会　　　　　 昼神温泉　ホテル阿智川

63期の準備理事会がスタートしました。
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江南ライオンズ旗争奪 江南地区少年剣道大会　2021年3月13日（土）　ＫＴＸアリーナ

3



　みなさんこんにちは。

　１月第２例会から４回にわたり続けてきましたＦＡＸ例会から抜け出すことができました。

今日は最高の気分です。

　先週１３日（土）にはＫＴＸアリーナで江南ライオンズ旗争奪剣道大会が開催されました。

運営面で例年とは大きく違いがあり、教育レク委員会のＬ小林や剣道連盟さんにはご苦

労をおかけしました。台風と新型コロナの影響で丸２年以上開催できずにいましたので、

少年少女剣士の皆さんの姿がまぶしく感じられました。もちろん少年少女剣士の皆さん

に大変喜んでもらえた物と自負しています。

　今後の例会などの主な予定は５日にＦＡＸでご案内しています。例会の日時・場所・内容

年次大会も変更になっていますのでご注意いただきたいと思います。

　また、４月１０日（土）には今年度２回目の献血をアピタ江南西店でおこないます。こちらも

よろしくお願いします。

　今日は次年度会長・幹事・会計さんのスピーチです。どんなお話が聞けるのか楽しみです。

　本日はお集まりいただき、ありがとうございます。

第1492回例会　2021年3月17日（水）江南商工会館

会長挨拶
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　　第一副会長の倉知です。
　　１月にスパ例会を企画しましたがコロナの関係

　で中止せざるおえなくなりました。その代わりと言

　っては何ですが、スピーチをして欲しいとの依頼が

　あり前回就任の挨拶をしておりませんので遅ばせ

　ながらご挨拶させていただきます。

　　私は1999年当時会長であった故中村真寿夫さん

　のスポンサーにより入会させていただきました。そ

　の後会計を始めとして数々の役員を務めさせてい

　ただきました。

　　今般指名委員長よりそろそろ第一副会長を引き

　受けてほしいとの依頼があり、年齢的にも仕方ない

　と言う思いからお受けすることにしました。現在の

指名委員長が第一副会長の指名に関して大変苦労され新年例会に於いて開かれた指名委員会では、

まだ白紙の状態でしたが、その後L奥村悠二にお引き受けいただき一安心しております。

　本年会長は種々の行事が中止になり、今後も行事が実現するかどうかは不透明な状況です。徳島眉山

の周年行事も３月の予定が６月に延期され、また先日の情報では来年3月の予定だそうですが実現は不

透明です。

　そのような状況の中で、例会も通常の開催が全く出来なくなる状況が近い将来訪れるかもしれません。

退会者も多数あり新年度は68名でスタートの予定です。

　コロナの関係で仕事も大変な状況下で、例会もまともに開催できない状況下では会員増強もままなりま

せん。退会者をなくすることが次年度の第一目標と言っても過言ではありません。

　次年度はコロナも収まり通常の行事・例会が出来るように祈っていますが現状を鑑みれば先行きは不透

明です、行事を企画してもできるかどうかは全く予測がつきません。

　悩みは尽きませんが会員各位が健康に留意され健やかに次年度を迎えられることをお祈りしてスピーチ

させていただきます。

　ご清聴ありがとうございました。

　　昨年の今頃、江南市内の某銀行で初めてのコロ

　ナ感染者がでた、と全国ニュースで放映されてから

　早１年が経過しました。その後、ピタっと本業のメイ

　ンである団体旅行が取消の嵐となり、今現在もその

　状況は続いております。

　　しかしながら、そんな中だからこそ、幹事という大

　役を受けることができたと思っております。何もなく、

　通常の時節でしたら業務出張（添乗員）も多く、こん

　な大役は受けることができません。国民へのワクチ

　ン接種も始まっていない中、きっと来年の秋まで団

　 　体旅行は動かないと判断し、大役を受けさせて頂き

　ました。

　本年度、ライオンズ若手研修会に参加させていただきました。ありがとうございました。その事業の中で少

々、スピーチの時間をいただきました。もちろんその中で「幹事は絶対やりません」と、豪語してきました。

参加者には次期ガバナーもみえました。はてさて、各種会議で集まったときにどういう顔でお会いしたらよい

ものでしょうか。

　私はおそらく、傍若無人、荒唐無稽な幹事になるかと思います。はじめにお断りしておきますが、必ず皆様

にご迷惑をおかけすると確信しております。またご心労もはなはだ多くおかけすると思います。守るべきこと

は、他のクラブの皆様にだけは迷惑が及ばないように危惧して、まい進して参ります。

　最後になりますが、会長、会計、副会長の皆様、会員の皆様にお願い申し上げます。私は絶対に必ず何か

やらかしますので、あとの尻ぬぐいは何卒、宜しくお願い致します。

もしもの時には割腹し、いやいや退会し、お詫び申し上げることをここにお誓いし、間に合いそうもない次期

幹事の挨拶とさせて頂きます。

次期会長　L倉知　義治　スピーチ

次期幹事　L加藤　徳弥　スピーチ
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　みなさま、こんにちは。
　この度、伝統ある江南ラインズクラブの会計を務め

させて頂く事となりました松岡です。身に余る大役を

仰せつかり、その責任の重さを痛感している次第で

あります。

　私は2015年にスポンサーL奥村悠二、第57代会長

L野田泰義、第57代幹事L和田政明の時に入会をさ

せて頂き、はやいもので５年がたちました。

　次期会長の運営方針は【会員増強と退会者の防

止】【例会出席率の向上】【親睦例会の開催】を掲げ

ており、この精神のもとに次期倉知会長及び次期

加藤幹事に協力し、クラブの皆様と相互理解を深め、

クラブの運営に一生懸命務めてまいります。

　メンバー皆様の温かいご理解とご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

　以上となります。ありがとうございました。

次期会計　L松岡　信孝　スピーチ

メルビン・ジョーンズ・フェロー(PMJF)アワード 贈呈

100周年記念会員増強賞 Diamond Centennial Award 贈呈 100周年記念会員増強賞 Gold Centennial Award 贈呈
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親睦同好会 助成金贈呈 ゴルフ部会 助成金贈呈

2月 誕生日おめでとうございます

次期会長・幹事・会計　ローア

3月 誕生日おめでとうございます

3月 結婚記念日おめでとうございます
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★印：今回寄付者

Ｌ 前田　哲郎 会報に企業紹介の喜び

Ｌ 田中　彰 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 波多野　貴章 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 武馬　宏祐 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 加藤　徳弥 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 松井　義晴 剣道大会無事終了の喜び

Ｌ 松井　義晴 例会再開の喜び

Ｌ 高田　真宏 会報に企業紹介の喜び（1483回）

Ｌ 奥村　悠二 会報に写真掲載の喜び（1485回）

Ｌ 石井　公久 会報に写真掲載の喜び（1487回）

62年度　累計

小計 66,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

3,000

3,000

3,000

20,000

10,000

3,000

3,000

　Ｌ船戸　和昭　 7回目

Ｌ菅原　勝八 21回目 Ｌ柴田　 　学 7回目

単位：円

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橋本　芳博 3回目

Ｌ和田　政明 10回目 Ｌ伊神　武司 4回目

1,537,360

第1492回例会ドネーション

3,000

3,000
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開会ゴング 5月1日(水) 第11回 理事会　　PM 4:00～
国旗儀礼 第1495回 でんがく例会　
国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 PM 5:00～　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 5月19日(水) 第1496回 例会　PM 12:15～
会員慶祝 （複合地区年次大会参加から変更）

食事 於：江南商工会館
次期副会長スピーチ
報告事項
テールツイスターの発表
出席状況報告 5月23日(日) 第67回複合地区年次大会
また会う日まで （データ通信と郵送による投票となりました）

ライオンズローア
閉会ゴング 

22日（木） 産後リフレッシュ教室

　　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　：　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）

１３．

4月お誕生日おめでとうございます

　Ｌ澤田　和延 10日

１４．
１５．

例会出席状況報告

第1488回

17日

例会プログラム 5月行事予定

１２．

３．
４．

５．
６．
７．
８．
９．

１０．
１１．

１．
２．

68名

第1487回

68名

0名

 現在の世帯主会員数

 終身会員 0名

　Ｌ河合　正猛　Ｌ稲島　豊

4月ご結婚記念日おめでとうございます

9日

18日

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

0名

 本日の出席数

 公務による欠席

 海外出張

 病欠

０名

0名

68名

　Ｌ安井　浩一 6日

　Ｌ松岡　信孝 4日

　Ｌ武馬　宏祐
4月江南市イベント

30名

1名

　Ｌ河野　彰夫 16日

0名

0名
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