
記念品贈呈

2021～2022年度　第1002号　第1507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！

2021年11月10日(水) 江南商工会館

第1505回例会　会長挨拶　　10月6日（水）　江南商工会館

皆様こんにちは、緊急事態宣言もようやく解除され通常例会が開催出来る運びとなりました。ワクチ

ン接種も進み会員の方はほとんど2回目まで終えられたと思いますが、しかしながら何時再流行する

かも解りませんので、引続き感染対策をよろしくお願いします。

緊急事態宣言下で9月26日に開催されました市民の集いも市民委員会はじめ皆様のご協力により、

成功裏の内に無事終えることが出来、今のところ感染者が出たという報告もありませんので一安心で

す。

本年度はまだ一回も行っておりませんが、本日江南警察署に於いて交通安全運動の協力により感

謝状を頂いてまいりました。長年の活動の成果が認められた結果です。

後ほど東京オリンピックの聖火ランナーを務められた野田ライオンよりスピーチを頂く予定ですので

ご期待ください。

間もなく衆議院が解散され選挙が今月末に行われる予定です。選挙によってコロナが再流行するこ

とが無いように祈るばかりです。

本日理事会で承認されましたが、10月第二例会には2名の方の入会式を行う予定です。第二例会

には本日以上の会員の方に出席いただきお二人をお迎えしたいと思いますのでよろしくお願いします。
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聖火ランナーの舞台裏をお話し頂きました　楽しいスピーチありがとうございました

Ｌ野田 泰義　スピーチ　～オリンピック聖火ランナーを体験して～

10月6日　愛知県警察から感謝状を頂きました

2



LCIFキャンペーン100アワード受賞　おめでとうございます

10月 誕生日おめでとうございます

10月 結婚記念日おめでとうございます
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市民の集い無事終了しました

皆様のご協力に感謝いたします

ありがとうございました

ライオンズローア

第1506回例会　会長挨拶　　10月20日（水）　江南商工会館

新規陽性者数と入院患者数の減少により、愛知県においては10月17日をもって厳重警戒宣言及び

厳重警戒措置は解除されました。一歩で新規感染者の発生など、感染症のリスクは依然として続いて

いるため、今後も社会経済活動とのバランスを取りながら、感染拡大の防止に取り組んでいくことが大

切です。

さて、10月17日（日曜日）に日本ラインゴルフクラブに於いて江南ロータリークラブ・江南青年会議所

との3団体合同親善ゴルフ大会が開催され当クラブからも10名の会員が参加しました。私はゴルフは

やりませんので参加しませんでしたが、懇親会には参加させていただきました。各団体とも会員数の

減少には非常に悩んでおられるようで、特に青年会議所は現在26名でありますが、次年度は会員数

が17名になる予定であり会の維持そのものが危ぶまれる状況にあるそうです。

本日はこの後入会式を行い2名の新入会員をお迎えすることになっております。新入会員には午前

中にオリエンテーションを受けて頂いておりますが会員の皆様も良き相談相手になり、末永く在籍して

いただきたいと思いますのでご協力をお願いします。

衆議院選挙が告示され応援等でお忙しい中、本日は当クラブ会員の村瀬正臣ライオンにスピーチを

頂きますのでご期待ください。

4



●ｽﾎﾟﾝｻｰﾗｲｵﾝ Ｌ奥村　悠二

●事業所名 株式会社　日　麺

●業　種 めん類製造業

●事業所住所 〒483-8366
江南市河野町管竹１３

●連絡先 TEL　0587-57-1611
FAX　0587-57-5439

●奥様のお名前 脇田　雅子　様

●結婚記念日 1971年5月6日

●ｽﾎﾟﾝｻｰﾗｲｵﾝ Ｌ奥村　悠二

●事業所名 株式会社ケイズ・ジャパン

●業　種 サービス業

●事業所住所 〒483-8248
江南市五明町天王２５

●連絡先 TEL　0587-54-8756
FAX　0587-54-8805

●奥様のお名前 片山　銀貞　様

●結婚記念日 2006年11月5日

新入会員紹介

新入会員　L脇田　祐輔　生年月日1944年12月22日

新入会員　L片山　裕之　生年月日1965年1月1日
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入会式　　L脇田祐輔　　L片山裕之
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県政について　力強いスピーチを頂きました　ありがとうございました

国際平和ポスター選考も無事終わり、
江南市内４カ所での展示も無事終了いたしました

ご協力頂きましてありがとうございます

本年度から　江南ライオンズクラブホームページ
においても掲載するようになりました。
是非ご覧ください

なお、11月いっぱい江南市ホームページにも
展示されていますので、是非ご覧ください。

Ｌ村瀬 正臣　スピーチ

ライオンズローア
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 きむらや 飲食業  ㈲アイコー 自動車販売・修理

　Ｌ稲嶋　　豊 　代表 　Ｌ山腰　員令 　取締役

〒483-8157 〒483-8046

愛知県江南市布袋町北71 愛知県江南市高屋町花戸12
TEL　0587-56-3041 TEL　0587-53-5878
FAX　0587-53-3434 FAX　0587-53-5877

 ニワセイ 事務機・事務用品卸

　Ｌ丹羽　　誠 　代表者

〒483-8217
愛知県江南市古知野町古渡130
TEL　0587-54-1270
FAX　0587-54-1271

 ㈱岸五 日用品・金物販売・造園・金属工事  Ｌ渡辺　俊也

　Ｌ岸　　信勝 　代表取締役

〒483-8239 〒483-8176
愛知県江南市木賀本郷町西6-1 愛知県江南市木賀町杉56
TEL　0587-56-2500 TEL　0587-55-7430
FAX　0587-54-6050 FAX　0587-55-7430

 ㈱市川木工  ㈱ネットワーク・サポート 携帯電話販売

　Ｌ市川　信行 　代表取締役 　Ｌ洞地　政秀　
〒483-8113 〒483-8271
愛知県江南市天王町五反林37 愛知県江南市古知野町桃源10白馬ビル３階

TEL　0587-56-4688 TEL　0587-51-1600
FAX　0587-56-4314 FAX　0587-51-1603

 ㈱石井不動産 　　　不動産業 ㈲江南観光社 あいみんBUS

　Ｌ石井　公久 　代表取締役 　Ｌ加藤　徳弥 代表取締役社長

〒483-8213 〒483-8163
愛知県江南市古知野町朝日150 愛知県江南市木賀東町新宮161
TEL　0587-54-0710 TEL　0587-51-5253
FAX　0587-54-3004 FAX　0587-51-5254

江南市マスコットキャラクター

「藤花ちゃん」

店舗内装工事
特注家具製作

会 員 企 業 紹 介

旅行

貸切バス業
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Ｌ 倉知　義治 市民の集い無事終了の喜び

Ｌ 佐藤　　傳 市民の集い無事終了の喜び

Ｌ 大澤　潤一 市民の集い無事終了の喜び

Ｌ 柴田　　学 6Rマーケティング委員長会議準備ありがとうございました　他2件

Ｌ 野田　泰義 例会スピーチの喜び

Ｌ 野田　泰義 新車購入の喜び

Ｌ 倉知　義治 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 佐藤　全宏 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 菅原　勝八 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 伊神　　護 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 武馬　宏祐 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 丸尾　猛 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 和田　政明 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 佐藤　順一 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 佐藤　全宏 第2回麻雀大会　準優勝の喜び

小計

63年度　累計

Ｌ 脇田　祐輔 入会の喜び

Ｌ 片山　裕之 入会の喜び

Ｌ 奥村　悠二 入会スポンサーの喜び（上記2名）

Ｌ 倉知　義治 新入会員を迎える喜び

Ｌ 倉知　義治 例会を無事開催できる喜び

Ｌ 倉知　義治 会報に写真掲載の喜び

Ｌ 杉本　規郎 副テールツイスター無事終了の喜び

Ｌ 杉本　規郎 会長表彰の喜び

Ｌ 杉本　喜彦 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 小塚　善弘 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 倉知　義治 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 細川　幸弥 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 松井　義晴 会報にＰＲ記事掲載の喜び

伊神　武司 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 高田　真宏 会報にＰＲ記事掲載の喜び

Ｌ 鈴村　正吾 第1回ゴルフ大会3位の喜び

小計

63年度　累計
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第1506回例会ドネーション
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9



★印：今回寄付者

優勝 Ｌ福田　直樹
第二位 Ｌ田中　彰
ベスグロ Ｌ青山　元造

お疲れ様でした

優勝 Ｌ安井　浩一
準優勝 Ｌ酒井　暢也
第三位 Ｌ東　茂

お疲れ様でした

ホームラン市役所店
江南市赤童子町御宿12
電話　0587-53-3518

３団体合同ゴルフコンペ
江南ロータリークラブ・江南青年会議所・江南ライオンズクラブ

Ｌ和田　政明 11回目
Ｌ倉知　義治 5回目

Ｌ伊神　護　 15回目

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ佐藤　全宏 23回目
Ｌ丸尾　猛　 19回目

6R-1Z親善チャリティゴルフ大会

第3回麻雀大会　10月28日（木）　ホームラン市役所店

1位 佐藤　順一 7位 松岡　信孝
2位 伊神　護 8位 東　茂
3位 渡辺　俊也 9位 和田　政明
4位 佐藤　全宏 10位 野田　泰義
5位 細川　幸弥

丹羽　誠6位
11位
12位

菅原　勝八
加藤　徳弥
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開会ゴング 12月1日(水) 第6回 理事会　11:30～
国旗儀礼 第1509回 例会　12:15～
国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 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 12月1日(水) 年末交通安全県民運動
物故ライオンに黙祷 14:30～
会長挨拶 於：アピタ江南西店　
会員慶祝
記念品贈呈 12月18日(土) クリスマス例会
食事 18:30～
スピーチ 於：マリオットアソシアホテル
江南商工会議所会頭　松永金次郎様
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 

　　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。

１３．

　Ｌ片山　裕之 5日 　Ｌ住田　達哉 18日

１４．
１５．

例会出席状況報告

１６．

例会プログラム １2月行事予定

１．
２．

１２．

３．
４．

５．
６．
７．
８．
９．

１０．

１１．

 現在の世帯主会員数

第1506回

70名

第1505回

68名

 終身会員

０名

０名

36名

０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

37名

0名

13日

13日2日　Ｌ住田　達哉

　Ｌ佐藤　傳 11日 　Ｌ波多野　貴章 30日

　Ｌ高田　真宏 6日 　Ｌ苅谷　一紀 23日

　Ｌ永田　紘一 11日 　Ｌ福田　直樹 23日

11月お誕生日おめでとうございます

11月ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ青山　勝美 3日 　Ｌ佐藤　順一 14日

　Ｌ奥村　悠二

　Ｌ中根　禎裕
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