
　2021～2022年度　第1003号　第1509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1507回例会　会長挨拶　　11月10日（水）　江南商工会館

2021年12月1日(水)

11月1日に市役所に於いて弥生会に出席して参りました。この会は江南市内官公署及び公

共的団体等の代表者の長をもって組織し、会員相互の意見交換を図ることを目的とするそう

です。

さて、その中で当クラブの会員でもある江南厚生病院の病院長である河野Lより「新型コロ

ナウィルス感染症について」と題して講演がありました。

新型コロナは飛沫感染が主体であり、その他に接触感染があり症状としては発熱、倦怠感、

頭痛、筋肉痛、咳、呼吸困難感、下痢、味覚障害、嗅覚障害等があるそうです。年齢が最大

の重症化リスク因子であり、その他に慢性閉塞性肺疾患・悪性腫瘍・肥満・腎臓病・高血圧

などがリスク因子となるそうです。承認済みのワクチンには有害な副反応もあるが、期待され

る効果が大きいので、特別な場合を除き是非接種して下さいとのことです。

そしてワクチンが普及した状況でも、感染予防の基本はマスク・手洗い・手指の消毒、3密

の回避だそうです。現状は収まっているように見受けられますが、再拡大の危険性が全くな

いわけではないので、基本は守って下さいとのことです。

秋の叙勲・褒章に於いて、当ライオンズクラブから中嶋正雄Lに旭日双光章、武馬宏祐Lに

藍綬褒章が授与されました。詳しい内容につては後日会報に掲載させていただきたいと思い

ます。栄典として、国家または公共に対して、功労のある者を勲等に叙して勲章を授けること

を叙勲、社会の各分野における優れた行いや実績のある者に対して褒章の記章を授与する

ことあるいはその記章を褒章というそうです。

本日は江南商工会議所の松永会頭にスピーチをお願いしております。興味深いお話をし

ていただけると思いますのでご期待ください。
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於 : 曼陀羅寺

11月 誕生日おめでとうございます 11月 結婚記念日おめでとうございます

第1507回例会　2021年11月10日（水）　江南商工会館

スピーチ　江南商工会議所会頭　松永金次郎様

LCIFキャンペーン100アワード受賞　おめでとうございます
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於 : 曼陀羅寺
会則・GMT・FWT委員長

L伊神　護

薬物乱用防止教室　江南市立西部中学校　2021年11月12日

薬物乱用防止教室　江南市立北部中学校　2021年11月16日

ライオンズローア

江南ライオンズクラブ内規改訂につき

理事会にて承認を頂きました。

ありがとうございました。
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 松山建設㈱ 　土木建築請負業  安井建設㈱ 　総合建築業

　Ｌ青山　元造 　代表取締役 　Ｌ安井　浩一 　代表取締役

〒483-8345 〒483-8044
愛知県江南市後飛保町高瀬１２２ 愛知県江南市宮後町天神５２
TEL　0587-57-7701 TEL　0587-54-3535
FAX　0587-57-7702 FAX　0587-59-7761

　愛知県厚生農業協同組合連合会

 江南厚生病院　  牛垣建設㈱ 　総合建設業

 Ｌ河野　彰夫 　病院長 　Ｌ牛垣　和博 　代表取締役

〒483-8704 〒483-8085
愛知県江南市高屋町大松原137 愛知県江南市髙屋町西里151
TEL　0587-51-3333 TEL　0587-54-9041

FAX　0587-51-3300 FAX　0587-54-9051 

 ㈱大沢アトリエ 　建築設計・監理  エコー㈱

　Ｌ大澤　潤一 　代表取締役 　Ｌ橋本　芳博 代表取締役社長

〒480-0137 〒483-8259
愛知県丹羽郡大口町大屋敷１－２５０ 愛知県江南市上奈良町緑１１
TEL　0587-55-5234 TEL　0587-55-3232
FAX　0587-55-5234 FAX　0587-54-6600

 ㈱トーカイスパイラル  ㈱米幸商店 　米穀販売

　Ｌ森下　栄二 　取締役会長 　Ｌ佐藤　傳 　代表取締役

〒483-8257 〒483-8057
愛知県江南市上奈良町豊里37 愛知県江南市前野町新田135
TEL　0587-53-1545 TEL　0587-56-2653
FAX　0587-53-5195 FAX　0587-53-8856

 ㈱松岡 　不動産業  東鉄工業㈱ 　製造業

　Ｌ松岡　信孝 　代表取締役 　Ｌ東　　茂 　代表取締役

〒483-8278 〒483-8266
愛知県江南市古知野町牧森226番地 愛知県江南市島宮町西之宮153
TEL　0587-51-3250 TEL　0587-54-8181
FAX　0587-51-3251 FAX　0587-54-6753

会 員 企 業 紹 介会 員 企 業 紹 介

製造業

(建設)

４



★印：今回寄付者

L 倉知　義治 会報に写真掲載の喜び

L 田中　　彰 第１回ゴルフ大会準優勝の喜び

L 東　　　茂 ６R1Ｚチャリティーゴルフ大会3位の喜び

L 佐藤　順一 第３回麻雀大会優勝の喜び

L 伊神　　護 第３回麻雀大会準優勝の喜び

L 渡辺　俊也 第３回麻雀大会３位の喜び

L 菅原　勝八 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 住田　達哉 会報に写真掲載の喜び

L 福田　直樹 会報に写真掲載の喜び

L 岸　　信勝 会報にPR記事掲載の喜び

L 渡辺　俊也 会報にPR記事掲載の喜び

L 市川　信行 会報にPR記事掲載の喜び

L 山腰　員令 会報にPR記事掲載の喜び

L 丹羽　　誠 会報にPR記事掲載の喜び

ホームラン市役所店

江南市赤童子町御宿12

電話　0587-53-3518

　Ｌ佐藤　全宏 23回目

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

６３年度　累計

小計

1,479,000

43,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

第1507回例会ドネーション 単位：円

3,000

5,000

3,000

2,000

第4回麻雀大会　11月24日（水）　ホームラン市役所店

1位 Ｌ佐藤　全宏 5位 Ｌ菅原　勝八

4位 Ｌ渡辺　俊也 8位 Ｌ野田　泰義

2位 Ｌ伊神　護 6位 Ｌ細川　幸弥
3位 Ｌ東　茂 7位 Ｌ佐藤　順一

★Ｌ菅原　勝八 22回目

★Ｌ渡辺　俊也 10回目

　Ｌ倉知　義治 5回目

　Ｌ丸尾　猛　 19回目

　Ｌ伊神　護　 15回目

　Ｌ和田　政明 11回目
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開会ゴング 12月1日(水) 年末交通安全県民運動

国旗儀礼 14:30～

国歌並びにライオンズクラブの歌 於：アピタ江南西店　

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18日(土) クリスマス例会

物故ライオンに黙祷 18:30～

会長挨拶 於：マリオットアソシアホテル

会員慶祝

食事 1月12日(水) 第1511回例会

スピーチ 於 : 曼陀羅寺

江南警察署長　 吉岡　利高様 ご祈祷 11:30～

報告事項 例会 12:15～

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

　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６ー１８５５

　目の見えない人たちに愛の光を 　　幹　事　加藤　徳弥　江南市木賀東町新宮１６１

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５１－５２５３　携帯０９０－７０３３－２１５５

　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５１ー５２５４

　＜連絡先＞ 　　マーケティング委員会 委員長 住田 達哉

　・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) 　　　江南市古知野町広見１４５

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４－５１８０　携帯０９０－１８３２－１３７５

　　TEL:(052)262－1100 　　マーケティング委員会 副委員長 田中 彰

　　　江南市松竹町東瀬古２４６

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－２８３３　携帯０８０－３６０６－９６４６

　　TEL:(052)961－7151 　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/　

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

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

　　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

　・上記連絡がつかない場合 連絡をしてからお越し下さい。

　　幹　事　　Ｌ加藤　徳弥　携帯０９０－７０３３－２１５５

事務局年末年始休暇

2021年12月28日～2022年1月5日

24日

　Ｌ脇田　祐輔 22日6日

4日

6日 　Ｌ中嶋　正雄 23日

　Ｌ倉橋　克行

 病欠 ０名

 終身会員 ０名

　Ｌ石井　公久

　Ｌ森　　 隆志

例会出席状況報告

１２月結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ青山　勝美 7日

　Ｌ佐藤　全宏

 現在の世帯主会員数 70名

１９日

第1507回

　Ｌ古池　秀年

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

 公務による欠席 ０名

 海外出張 ０名

 本日の出席数 36名

12月お誕生日おめでとうございます
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例会プログラム 12月・1月　行事予定
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