
記念品贈呈

2021～2022年度　第1001号　第1505回例会

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1504回例会　会長挨拶　　9月26日（日）　Home&nicoホール

江南商工会館2021年10月6日(水)

本日は足元の悪い中、緊急事態宣言下にも拘わらず例会にご出席くださいましてありがとうござい

ます。普段例会にはあまりご参加いただけない方にもご参加いただきましてありがとうございます。先

日ようやくガバナー訪問例会中止の案内が届きまして、市民の集いに併せて例会を開催する運びと

なりました。しかしながらFAX例会の挨拶でも言いましたが、無理に参加をお願いするわけにもいきま

せんので、やむなく欠席された会員も出席扱いとさせていただきます。

緊急宣言下ではありますが、佐藤委員長始め委員会メンバーの皆様には、コロナ対策を始めとして

万全の準備をしていただき来ましたので、必ずややってよかったと思える日が来ると信じています。こ

れであの会長は何もしなかったなーと将来いわれることはないと思いますが、大変なことをやってくれ

たなーと言われることがないことを祈ってやみません。

次回例会のおりには入会式を予定しております。現状では緊急事態宣言も解除される予定ですの

で、通常例会を開催できると思いますので、多数の皆様の参加を心よりお待ちしています。
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コロナ禍での開催でしたが、配布予定チケット枚数の３倍以上のご応募を頂き、大盛況のうちに
無事事業を完了することができました。ありがとうございました。
　

第３５回市民の集い　2021年9月26日（日）　　in　Home&nicoホール

広瀬香美　ピアノ弾き語りライブ
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江南市剣道連盟 日本ボーイスカウト愛知連盟
尾張東地区　江南第１団

松本　利幸　様
団委員長　石黒　雅之　様

江南市スポーツ少年団 本部長代理　光永　翔太様

第1503回例会　2021年9月1日（水）　FAX例会

会長挨拶

第1503回例会　2021年9月1日（水）　江南ライオンズクラブ事務局

助成金贈呈

緊急事態宣言が発令されたため、やむなくFAX例会にさせて頂きました。ガバナー訪問例会の

中止の案内はいまだ届いておりません。決まり次第皆様にはお伝えするつもりです。

当初から9月第2例会は市民の集いの予定でしたので、ガバナー訪問例会があるため市民の

集いは、例会扱いとしないこととなっております。

緊急事態宣言下ではありますが、市民委員会の委員及び会員各位のご協力により市民の集

いは自治体の指導に従って開催する予定ですが、必ず参加してくださいとは言える状態ではあ

りませんので、ご都合のつく方はご協力くだされば幸いに思います。

10月6日に江南警察より交通安全運動の協力により感謝状が頂けると連絡がありましたが、

今年度はまだ1回もやっておりません、長年の協力によりいただけるものだと思いますので次回

通常の例会が開催された折に皆様にご披露したいと思っております。

1日も早くコロナが終息は無理にしても、治療薬が開発され感染しても治る状態になり通常の

生活が戻ることを願ってます。
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日本ボーイスカウト愛知連盟 ガールスカウト愛知連盟
尾張東地区　江南第３団 愛知県第１１団

副団委員長　苅谷　有朗　様 ブラウニーリーダー　阿部　真弓　様

江南市文化協会 江南保護区　保護司会

  　石川　裕　様 代表代理　武馬　宏祐

第1503回例会　2021年9月1日（水）　江南ライオンズクラブ事務局

助成金贈呈

助成金贈呈
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 尾張油業㈱ 石油製品・プロパン販売  サカエスポーツ

　Ｌ杉本　喜彦 　代表取締役 　Ｌ小塚　善弘 　代表取締役

〒483-8222 〒483-8207
愛知県江南市赤童子町藤13-1 愛知県江南市古知野町熱田103
TEL　0587-56-4039 TEL　0587-54-8550
FAX　0587-55-9577 FAX　0587-56-3895

記念品贈呈

 倉知会計事務所 税理士  細川一級建築士事務所 建築設計

　Ｌ倉知　義治 　所長 　Ｌ細川　幸弥 　所長

〒483-8037 〒483-8402
愛知県江南市勝佐町東郷118 愛知県江南市慈光堂町南100
TEL　0587-56-1877 TEL　0587-54-1313
FAX　0587-56-1855 FAX　0587-81-3688

 本郷歯科クリニック 歯科医  松井建築㈱ 建築

　Ｌ杉本　　博 　院長 　Ｌ松井　義晴 代表取締役社長

〒483-8238 〒483-8176
愛知県江南市木賀本郷町南122 愛知県江南市北野町郷浦34-3
TEL　0587-59-7337 TEL　0587-54-6655
FAX　0587-59-7557 FAX　0587-56-4811

 ㈲宮瀬新聞店 新聞販売  (医）おおわきレディスクリニック

　L宮瀬　義則 　代表取締役 　Ｌ大脇　正哉 　理事長

〒483-8115 〒483-8155
愛知県江南市安良町宮前137 愛知県江南市南山町中225-2
TEL　0587-55-2934 TEL　0587-56-3556
FAX　0587-55-8917 FAX　0587-56-0732

 伊神工業㈱　 建設業  ㈱高田建材店 建築材料販売工事全般

　Ｌ伊神　武司 　代表取締役 　Ｌ高田　真宏 　代表取締役

〒483-8005 〒483-8254
愛知県江南市草井町宮西206 愛知県江南市木賀町新開５４
TEL　0587-59-8908 TEL　0587-56-4325
FAX　0587-59-6155 FAX　0587-56-4363

会 員 企 業 紹 介

スポーツ用品販売

医師
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★印：今回寄付者

市民の集い　チケットドネーション

L宮瀬　義則 チケット２枚 頂きました　

ありがとうございました

2021年9月28日（火）　
in　富士カントリー可児クラブ

優勝 L安井　浩一
準優勝 L田中　彰
第3位 L鈴村　正悟

優勝　L安井　浩一

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ佐藤　全宏 23回目

Ｌ丸尾　猛　 19回目

江南LC　第1回ゴルフ大会

Ｌ和田　政明 11回目

Ｌ伊神　護　 15回目

Ｌ倉知　義治 5回目

ドネーション
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開会ゴング 11月10日(水) 第5回 理事会　11:30～
国旗儀礼 第1507回 例会　12:15～
国歌並びにライオンズクラブの歌 11月12日(金) 薬物乱用防止教室　in　西部中
ライオンズの誓いと地区スローガン 11月16日(火) 薬物乱用防止教室　in　北部中
　並びにクラブスローガン 11月17日(日) LCIF親睦ゴルフ
物故ライオンに黙祷 11月29日(水) ガバナー公式訪問
会長挨拶 第1508回 例会　12:15～
会員慶祝 於：名鉄小牧ホテル
記念品贈呈 11月未定 OCEALフォーラム　済州島
スピーチ　 　L野田泰義 中止
オリンピック聖火ランナーを体験して
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 

※　コロナ禍の影響があり変更になる
場合があります。ご了承下さい。 　　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）

江南市役所 愛知県江南市赤童子町大堀90 　　　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

　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６ー１８５５

　　幹　事　加藤　徳弥　江南市木賀東町新宮１６１

　目の見えない人たちに愛の光を 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５１－５２５３　携帯０９０－７０３３－２１５５

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５１ー５２５４

　　マーケティング委員会 委員長 住田 達哉

　＜連絡先＞ 　　　江南市古知野町広見１４５

　・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) 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４－５１８０　携帯０９０－１８３２－１３７５

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　マーケティング委員会 副委員長 田中 彰

　　TEL:(052)262－1100 　　　江南市松竹町東瀬古２４６

　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－２８３３　携帯０８０－３６０６－９６４６

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/　

　　TEL:(052)961－7151 　　　　Ｅ-mail　：　jimukyoku@konan-lions.jp（江南LC会員連絡用）

　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚

　　推進委員長　Ｌ石井　公久　携帯０９０－３２５３－９３０２ 事務局員不在の場合もありますので、お越しの際は

連絡をしてからお越し下さい。

　・上記連絡がつかない場合

　　幹　事　　Ｌ加藤　徳弥　携帯０９０－７０３３－２１５５

　Ｌ鈴村　正悟 29日

　Ｌ村瀬　正臣 10日 　Ｌ柴田　学 30日

　Ｌ東　茂 23日

　Ｌ青山　元造 9日 　Ｌ青山　和男 28日

10月お誕生日おめでとうございます

10月ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ野田　泰義 1日 　Ｌ岸　信勝 11日

　Ｌ丹羽　誠

　Ｌ佐藤　順一

　Ｌ山腰　員令

　Ｌ和田　政明

　Ｌ中野　裕二

4日

5日

12日

14日

24日

11月江南市イベント

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

26日　Ｌ杉本　博　Ｌ小林　陵二郎

0名

 本日の出席数

　Ｌ船戸　和昭 17日

　Ｌ河合　正猛 8日 　Ｌ杉本　喜彦 19日

　Ｌ伊神　武司 8日

4日　Ｌ野田　泰義

0名

68名

0名

5日

　Ｌ稲嶋　豊 3日

　Ｌ山腰　員令 10日 公務による欠席

 海外出張

 病欠

０名

 終身会員

０名

0名

68名

０名

 現在の世帯主会員数

第1504回

68名

第1503回

68名

１１．

１３．
１４．
１５．

例会出席状況報告

１６．

電話：0587-54-1111　FAX：0587-54-0800

窓口受付時間：8時30分から17時15分

０名

例会プログラム １1月行事予定

１．
２．

１２．

３．
４．

５．
６．
７．
８．
９．

１０．
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