
　2020～2021年度　第996号　第1495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

　みなさんこんにちは。

　ワクチン接種が医療関係者から始まっていますが、自分の順番は年内にはくるんだろうなと

思っています。いつまでも状況が改善しませんが、先月２８日(日)には愛知さくらLCの１５周年

記念式典が開催され、山腰幹事と行ってきました。会場ホテルの感染対策はもちろんですが、

平時と大きくは変わらない記念式典でした。かたや尾張旭LCの５０周年記念式典が早々に中止

となったりして、各クラブの判断もその時々の感染状況に上手くタイミングが合うか合わないか

で大きく左右されています。

　江南LCも５月１日(土)のでんがく例会や６月の一泊最終例会も登録をお願いする時期になっ

ていますが、その時期のタイミングに上手く合って開催できる事を祈っています。

　また、４月５日(月)にはL野田泰義が東京オリンピックの聖火ランナーを務められました。当日

江南LCの数人の会員が稲沢まで行ってきました。L野田は本日は欠席ですので、私からご案

内します。会場のテーブルの上の品は内祝いとして本日の例会出席者の皆さんに配って頂きた

いとの事です。

　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ので、ご協力下さい。

　今日は次年度副会長の３人のスピーチです。

　よろしくお願いします。

第1493回例会　会長挨拶　　4月7日（水）　江南商工会館

FAX例会2021年5月1日(土)
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FAX例会

東京2020オリンピック聖火リレー　ランナー Ｌ野田 泰義　2021年４月５日（月）　稲沢市

江南市からはお二人選ばれました。L野田 泰義おめでとうございます。
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　次年度第一副会長にご選任いただきました奥村悠二でございます。名誉

な役を与えていただきまして、ありがとうございます。

　先日テレビを見ていましたら、イギリスのスコットランド地方の道を、日本人

のアナウンサーが、どこかの町から海岸まで歩くという番組をやってました。

　そしてあるところまで公道を歩いてきて、途中から私有地に入っていくので

す。

　ガイドに「大丈夫ですか」と聞くと、「スコットランドでは、どこでも歩けます。

所有者の邪魔をしなければ、キャンプだってできますよ。自然は皆のもので

すから、そのめぐみはだれでも受けられるとの考えです。」パブリックフット

パスと言って、歩く人たちの権利だそうです。

　続けて「誰かのためになることは、自分のためになる。絶対会うことのない

未来の人のために何かすることが、きっと自分のためになる。」というのです。

　えらいことを言うと思いましたが、ライオンズクラブの「奉仕」というのもこれ

と同じで、誰かのために何かすることが、きっと自分のためになるということ

だと思いました。

　今年一年どうぞご指導のほどよろしくお願いします。

　皆様、こんにちは

　江南ライオンズクラブ次期第二副会長をさせていただきます大澤潤一です。

　昨年は新型コロナウィルスの感染者が増えたり減ったりする中、市民委員

長として右往左往をしながら最終的には「市民の集い」を中止とさせていただ

きました。

　さて、私は昨年の１１月にもここでスピーチをさせていただきました。その時

何をお話しさせていただいたか覚えていらっしゃるでしょうか。そう、松下幸之

助とその秘書で元ＰＨＰ社長の江口克彦さんのお話です。その江口克彦さん

の勉強会が１週間前に名古屋でありまして、今回は講師に能楽師の辰巳満

次郎という方が東京から来られてお話をされていました。「能楽」とは何かと

いうお話ですが、その中で少し面白いお話がありました。能楽というのはあま

り動かないことによって奥行きのある感情を表現するということをおっしゃって

います。ふつうのお芝居は大げさな身振りで感情を表現するのに対して、無駄

を極限までそぎ落とした「能楽」では同じ姿勢で何分間も静止していることもあ

り、そのことで感情表現に深みを持たせるのだそうです。ですから、能楽師はただじっとしているのではなく、全力

でじっとしているのだそうです。多くの人は見ていて眠くなると思いますが、能楽師は演じている人の感情を精一杯

表現するために全力でじっとしているのだそうです。

　私はその時思ったのですが、現実の世界にも同じようなことは有るのではないでしょうか。昨年の市民委員会な

どは周りから見ていると何もやらないで終わってしまっているわけですけれども、その実、例年以上に何度も何度

も市民委員会を開いてなんとか「市民の集い」を開催できる可能性は無いものかと検討をしています。全力でじっ

としているというのはこういうことではないかと思います。ライオンズクラブの活動に対して、結果として徒労に終

わってしまうかもしれませんが全力を尽くす、そのことがさらに次の年の活動に生きてくるのだと思いますし、また

私たち個人の成長にもなると思います。

　新型コロナウィルスの感染者数はまた増えつつありますし、変異株の脅威もとても気になります。このような中、

次年度は全力でじっとしながら、機会をとらえてすぐに動き出せるように準備をしていくことができれば、そのような

前向きな一年にしたいと思います。

　ありがとうございました。

第1492回例会　2021年4月7日（水）江南商工会館

次期第一副会長　Ｌ奥村 悠二　スピーチ

次期第二副会長　Ｌ大澤 潤一　スピーチ
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　皆さん、こんにちは。次期第三副会長を仰せつかりました岸信勝です。どう

ぞよろしくお願い致します。

　2007年にスポンサーの細川ライオンの紹介で入会させて頂き、早いもので

14年経ちました。その間、いろいろ委員長をさせて頂きましたが、2015年に

副幹事、2018年の60周年の時には金田会長の下で幹事をさせて頂きました。

　次年度の担当は、ＬＣＩＦ・国際関係委員会、ＹＣＥ・レオ委員会、ライオンズ

クエスト・薬物乱用防止委員会、六献推進委員会です。委員長さんは、安井

ライオン、波多野ライオン、鈴村ライオン、石井ライオンと若手のホープばかり

です。今は、コロナ禍でどれだけの例会・事業ができるのか分かりませんが、

しっかりと準備をして事業に臨みたいと思います。

　倉知次期会長を始め理事会構成メンバーの皆さん、そして、すべての会員

の皆さんといっしょになって様々な事業を行い楽しい1年にしたいと思います

のでどうぞ1年間よろしくご指導お願い致します。

　簡単ではありますが、私のスピーチとさせて頂きます。

献血受付人数 95名

献血できた方 84名
400ml 84名

200ml 0名
献血できなかった方 11名

ご協力ありがとうございました

いとの事です。

愛の献血運動　2021年４月10日（土）　アピタ江南西店

次期第三副会長　Ｌ岸 信勝　スピーチ

4月 結婚記念日おめでとうございます 次期副会長　ローア
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昭和２０年４月１日～昭和２１年３月３１日

L佐藤　順一 昭和20年10月5日

L青山　勝美 昭和20年12月7日

昭和２７年４月１日～昭和２８年３月３１日

L杉本　喜彦 昭和27年9月18日

L伊神　武司 昭和28年2月17日

L大脇　正哉 昭和28年3月8日

昭和３６年４月１日～昭和３７年３月３１日

L河野　彰夫 昭和36年8月2日

L前田　哲郎 昭和37年3月7日

算賀年寿のお祝い

【喜寿】　７７歳

【古希】　７０歳

【還暦】　６１歳

おめでとうございます
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FAX例会

第1494回例会　2021年4月21日（水）江南商工会館

会長　挨拶 Ｌ伊神 武司　Ｌ杉本 喜彦　Ｌ前田 哲郎 ローア

算賀年寿　御祈祷
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FAX例会

第67回地区年次大会　2021年4月24日（土）　名古屋市公会堂

江南市文化協会から感謝状を頂きました 薬物乱用防止推進賞を頂きました
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★印：今回寄付者

Ｌ 松岡　信孝 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 大澤　潤一 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 高田　真宏 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 和田　政明 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 松井　義晴 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 橋本　芳博 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 鈴村　正悟 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 東　茂 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 市川　信行 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 伊神　護 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 菅原　勝八 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 奥村　悠二 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 前田　哲郎 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 小塚　善弘 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 佐藤　順一 会報に写真掲載の喜び（1483回）
Ｌ 市川　信行 江南LC第2回ゴルフ大会　3位の喜び（1483回）
Ｌ 安井　浩一 会報に企業紹介の喜び（1485回）
Ｌ 市川　信行 江南LC第3回ゴルフ大会　優勝の喜び（1487回）
Ｌ 鈴村　正悟 会報に企業紹介の喜び（1492回）

Ｌ 安井　浩一 新社屋竣工の喜び
Ｌ 青山　勝美 喜寿の喜び
Ｌ 佐藤　傳 会報に企業紹介の喜び（1487回）
Ｌ 佐藤　傳 会報に写真掲載の喜び（1487回）
Ｌ 佐藤　傳 江南LC第3回ゴルフ大会　3位の喜び（1487回）
Ｌ 佐藤　傳 会報に写真掲載の喜び（1493回）
Ｌ 杉本　喜彦 会報に写真掲載の喜び（1493回）

第1494回例会ドネーション 単位：円

小計
62年度　累計
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第1493回例会ドネーション
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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

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

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

62年度　累計
小計 97,000

3,000
3,000

1,634,360

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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【FAX例会】 6月2日(水) 第12回 理事会　　AM 11:00～
第1497回 例会 PM 12:15～

会長挨拶 於：江南商工会館

6月26日(土) 最終例会
於：昼神温泉 ホテル阿智川

8日（土） 五条川岸辺づくり

13日（木） からだにおいしい栄養教室（美味しく食べて減塩生活）

　　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）

5月江南市イベント

36名

1名

　Ｌ市川　信行 20日

2名

0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

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

35名

　Ｌ大島　孝允 5日

　Ｌ金田　久光 4日

　Ｌ松井　義晴

　Ｌ浅井　真一郎 11日 　Ｌ杉本　規郎 30日

　Ｌ酒井　暢也　Ｌ丸尾　猛

　Ｌ菅原　勝八 9日 　Ｌ前田　哲郎 27日

5月ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ牛垣　和博 14日

1日

25日

68名

第1493回

68名

0名

 現在の世帯主会員数

 終身会員 0名

第1494回

13日

例会プログラム 6月行事予定

１．

　Ｌ奥村　悠二 15日 　Ｌ細川　幸弥 31日

5月お誕生日おめでとうございます

　Ｌ青山　和男 2日

　Ｌ加藤　徳弥 12日

例会出席状況報告
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