
　2021～2022年度　第1000号　第1503回例会 江南商工会館

334-Ａ地区スローガン 受け継ぐ奉仕　未来へつなげ　We Serve！

クラブスローガン 助け合い　感謝の心で　ウイ・サーブ！

第1501回例会　会長挨拶　　8月4日（水）　江南商工会館

2021年9月1日(水)

7月21日のＺＣ訪問例会の折には、公務の為欠席させていただき、第一副会長の奥村Ｌ始め会員

の皆様には、大変ご迷惑をかけ申し訳ありませんでした。オリンピック東京2020も始まり、連日熱戦

が繰り広げられ、日本人選手も大活躍しています。そんな中で、首都圏を中心に新型コロナウイル

スの感染者が日々拡大しており、間もなく累計感染者数が全国で100万人を超えそうな勢いです。私

も昨日ワクチン接種二回目を打ちましたが、会員の皆様におかれましては、順番が来ましたら速や

かに接種申込をして接種を受けて頂きたいと思います。完全ではないようですが、かかりにくくはな

ると言われています。私は大丈夫だと思いますが、若年層を中心にまれに二回目は特に接種後痛

みや熱が出る場合もあるようです。全国的に品不足なようですが解熱剤等を事前に用意しておくの

が良いようです。

ライオンズクラブも、新年度に入り各種会議が今のところ感染対策を万全にしながら開催されていま

す。当クラブに於きましても、出来うる限りの対策をし、例会を開催していきたいと思いますのでご協

力をお願いします。

話は変わりますが、市民の集いの鑑賞希望のハガキも順調に届いており、市民の方がコロナ禍に

ひと時の癒しを求めておられる現状をひしひしと感じております。このまま観客を入れて開催できる

ことを祈るばかりです。

さて本日は後ほど前年度の収支決算報告をさせて頂きますので、承認のほどよろしくお願いしま

す。
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江南ＬＣ親睦同好会 江南ＬＣゴルフ部

第1501回例会　2021年8月4日（水）　江南商工会館

助成金贈呈

LCIFキャンペーン１００アワード記念品贈呈
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第1501回例会　2021年8月4日（水）　江南商工会館

8月　お誕生日おめでとうございます

8月　ご結婚記念日おめでとうございます
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第1502回例会　2021年8月18日（水）　江南商工会館

第1502回例会　会長挨拶　　8月18日（水）　江南商工会館

スピーチ　：　「市民の集い」事業の変遷について

出光興産の創業者である出光佐三さんの「大きく行き詰まれば、大きく道が開ける」、

つまり世の中の中心は人間であり、人間は苦労して、鍛錬されて尊い人に成長するこ

とが出来る。小さい水たまりにも風が吹けば波が立つように、波がない世の中などな

いが、悪い時を突き抜ければ、あとはビクともしなくなる。1970年代のオイルショック以

降、何度も危機に見舞われた石油業界を生き抜いた出光氏の考えであります。

現在、世界中が新型コロナ感染拡大の中にいます、日本も例外に洩れず前回の例

会の挨拶で100万に間もなく届きそうですとお話しましたが、連日全国で1万人以上の

方が感染し間もなく全国の感染者数が120万人を超えます。

また感染力の強いデルタ株が拡大する現状を踏まえ、専門家は、ワクチンも接種し

た人も含め「マスクの常時着用を一人ひとり努力するしかない」と呼びかけています。

感染力が強いインド由来の変異ウィルス「デルタ株」は従来株の５倍に及ぶ様な感染

力を持っていると言われ従来の行動ではうつらなかったものが、同じ行動をとっていて

もうつることになってきている。十分な距離を保てる場合を除き、会話の際などにはマ

スク着用が必須と指摘されています。さらに、ワクチンを接種した人でも感染すること

があるため、マスクの着用を怠らないでほしいと警鐘を鳴らされています。そして、ワク

チンを打った人は症状が出にくいため、かかっていることを知らないで動き回る可能性

があり、ワクチンを打った人もマスクをして欲しいと言われています。

出口のない暗闇はないと昔から言われております。この経験を明るい未来への通過

点と考え日々の活動をしていただきたいと思います。

そんな中本日は例会を通常通り開催させていただきましたが、お食事の時間は例会

終了後に設けました。会場で食べて頂いてもよろしいですが、不安に感じられる方は

お持ち帰りください。

引き続き、「市民の集い」事業の変遷について、スピーチを行いました。
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　　　叙勲の喜び　：　瑞宝双光章

　　　功績　：　保健衛生功学（学校医）

2021年8月19日（木）　江南ライオンズクラブ事務局

叙勲の喜び

スピーチ　：　第35回「市民の集い」の説明

昭和４６年６月 江南市立草井小学校、

宮田小学校の耳鼻科校医に就任。その

後高校を含め８校の校医になり、今日ま

で約５０年間勤めております。

今から１０年前、叙勲の対象になって

おりますとの連絡を受けましたが、東日

本大震災発生の為、流れてしまいました。

さらに昨年も、連絡がありましたが、コ

ロナ禍で再び流れました。

今回が３回目の連絡で、正式に決定し

受賞致しました。

これからも、世のため、人の為、ライオ

ンズ精神の Ｗｅ ｓｅｒｖｅ を心して、体

の許す限り尽くすつもりです。

令和３年８月１９日

丸 尾 猛
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　　Ｌ杉浦　功人　　院長 　　Ｌ菅原　勝八　取締役会長

〒483-8048 〒483-8339

愛知県江南市江森町中３８ 愛知県江南市飛高町夫見添148
TEL　0587-55-9771 TEL　0587-55-2323
FAX　0587-52-2167 FAX　0587-55-3143

 社会福祉法人すいと福祉会　
 特別養護老人ホーム　ふぁみりい恕苑

　　Ｌ伊神　　護 　理事長 　　Ｌ武馬　宏祐　　代表取締役

〒483-8404 〒483-8368
愛知県江南市小杁町林125 愛知県江南市宮田町南野東157
TEL　0587-52-4700 TEL　0587-57-5151
FAX　0587-57-1584 FAX　0587-52-3201

 丸尾耳鼻咽喉科 医療  ㈲青山自動車販売

　　Ｌ丸尾　猛　 　院長 　　Ｌ青山　勝美　代表取締役

〒48３-８3３１ 〒483-8205
愛知県江南市前飛保緑ケ丘231 愛知県江南市古知野町小金33
TEL　0587-56-1187 TEL　0587-54-3231
FAX　0587-55-0733 FAX　0587-59-8270

 ㈱ミツワ 電気亜鉛メッキ  ㈴共和金属製作所

　　Ｌ和田　政明取締役会長 　Ｌ金田　久光　　代表社員

〒483-8185 〒483-8044
愛知県江南市大海道町神明１ 愛知県江南市宮後町王塚112
TEL　0587-55-2006 TEL　0587-56-2320
FAX　0587-56-1665 FAX　0587-54-8326

 ㈲佐藤木型製作所 木型制作  ㈲柴田製作所　 金属加工

　Ｌ佐藤　順一　　取締役会長 　Ｌ柴田　学　 　代表取締役

〒485-0081 〒483-8242
愛知県小牧市横内立野681-1 愛知県江南市五明町根場273
TEL　0568-65-8871 TEL　0587-56-2857
FAX　0568-65-8872 FAX　0587-56-2929

 杉浦皮フ科 　　医師  ㈲ユニオン機器

 ㈲武馬脩介紋工所　紋紙製造

会 員 企 業 紹 介

医理化器販売

自動車

タイヤ販売

金属部品

金型部品製造
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★印：今回寄付者

★

★

★

L柴田　学　よりヘアドネーション　１件

ご協力いただきました。 ありがとうございました。

Ｌ 佐藤　順一 3回連続例会を欠席して申し訳ありません。

Ｌ 和田　政明 LCIFキャンペーン100アワード受賞の喜び

Ｌ 杉本　　博 モナークシェブロン受賞の喜び

Ｌ 佐藤　　傳 江南ＬＣ麻雀大会　優勝の喜び

Ｌ 青山　和男 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 野田　泰義 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 船戸　和昭 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 大島　孝允 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 奥村　悠二 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 菅原　勝八 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 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

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ佐藤　全宏 23回目

Ｌ丸尾　猛　 19回目

3,000

3,000

Ｌ伊神　護　 15回目

Ｌ和田　政明 11回目

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

小計

63年度　累計

Ｌ倉知　義治 5回目

ヘアドネーション

第1501回例会ドネーション
単位：円

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,226,000

44,000

3,000
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【FAX例会】 10月９日(土) 第39回江南ライオンズ旗争奪
剣道大会

会長挨拶
10月26日(火) 青少年薬物乱用防止教室

於：西部中学校

10月28日(木) 6R-1Z親善チャリティ―
ゴルフ大会
江南LC第2回ゴルフ大会
同時開催
於：レイクグリーンゴルフ

　倶楽部（レイクコース）

※　緊急事態宣言発令中のため、変更になる
場合があります。ご了承下さい。

※　緊急事態宣言発令中のため、変更になる
場合があります。ご了承下さい。

江南市役所 愛知県江南市赤童子町大堀90 　　発　行　江南ライオンズクラブ　マーケティング委員会

　　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

　　　ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

　　会　長　倉知　義治　江南市勝佐町東郷118

　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－１８７７　携帯０９０－３１５８－２１４１

　目の見えない人たちに愛の光を 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６ー１８５５

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　幹　事　加藤　徳弥　江南市木賀東町新宮１６１

　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５１－５２５３　携帯０９０－７０３３－２１５５

　＜連絡先＞ 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５１ー５２５４

　・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) 　　マーケティング委員会 委員長 住田 達哉

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　　江南市古知野町広見１４５

　　TEL:(052)262－1100 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４－５１８０　携帯０９０－１８３２－１３７５

　　マーケティング委員会 副委員長 田中 彰

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　　江南市松竹町東瀬古２４６

　　TEL:(052)961－7151 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－２８３３　携帯０８０－３６０６－９６４６

　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/　

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　　　Ｅ-mail　：　jimukyoku@konan-lions.jp（江南LC会員連絡用）

　　推進委員長　Ｌ石井　公久　携帯０９０－３２５３－９３０２ 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

　・上記連絡がつかない場合 事務局員不在の場合もありますので、お越しの際は

　　幹　事　　Ｌ加藤　徳弥　携帯０９０－７０３３－２１５５ 連絡をしてからお越し下さい。

９月ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ加藤　徳弥 ８日

９月江南市イベント

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い

江南ライオンズクラブ会報

９月お誕生日おめでとうございます

　Ｌ杉本　喜彦 1８日

９日　Ｌ倉知　義治

 公務による欠席

 海外出張

 病欠

０名

０名

37名

０名

０名

０名

例会出席状況報告

 現在の世帯主会員数

第1502回

68名

第1501回

68名

０名

39名

０名

０名

 本日の出席数

電話：0587-54-1111　FAX：0587-54-0800

窓口受付時間：午前8時30分から午後5時15分

例会プログラム １０月行事予定

１．

 終身会員
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