
　2021～2022年度　第1004号　第1511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！

曼陀羅寺2022年1月12日(水)

第1509回例会　会長挨拶　　12月1日（水）　江南商工会館

11月12日には西部中学校、16日には北部中学校に於いて、寒い中、名古屋ダルク柴真也氏・武馬ラ

イオンに講師をお願いし、鈴村ライオンをはじめとして多数のライオンのご協力により無事終えることが

出来ました。生徒の皆さんにも熱心に聞いていただき、多数の質問も出て成功裏に終わりました。

さて、南アフリカ発と言われる、新型コロナの変異株オミクロン株の感染者が、日本でも確認されました。

それに伴い、日本においては、渡航制限がいち早く実施されました。会員の皆様におかれましては、十

分対策をして日々過ごしていただきたいと思います。

本日は江南警察の吉岡署長様にスピーチを頂きます。興味深いお話が聞けると思いますのでご期待

ください。

また、例会終了後、アピタ江南西店に於いて、年末交通安全運動県民運動へ参加しますので、ご参加

いただける方は、14時までに現地にお越しください。配布時間は15時30分までとなっております。

いよいよ、次回の例会はクリスマス例会です。感染対策を万全にし、アトラクションも用意しております

ので期待してご参加ください。

最後になりましたが、LCIFには現在7名の方にご協力いただいておりますが、さらなるご協力をよろしく

お願いします。
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第1509回例会　2021年12月1日（水）　江南商工会館

江南警察署長　吉岡 利高 様　スピーチ

私は、生活安全部門の防犯対策担当が一番長いことから、先ず犯罪の推移についてお話しします。

県内で最も犯罪が多発したのは、平成15年で22万5千件余りでありましたが、昨年には3万9千件余りで、こ

の18年で82%も減少しています。なぜ、こんなにも犯罪が減ったのか考察しますと、一つは県民の防犯意識の

変化があったということです。

防犯については、法律や条例など活動の根拠となるものはありませんでしたが、平成16年３月に安全なま

ちづくり条例が施行されました。県民、自治体、事業者の地域安全に関する責務が定められ、明記されました。

それ以来、防犯活動を行う防犯ボランティアが右肩上がりにどんどん増えて行きました。それと同時に犯罪が

右肩下がりに減っていきました。次に防犯技術が大きく進化していることです。防犯カメラが普及していって、

犯罪の予防には非常に有効だなと認知されてくると、県民の意識も変わってきました。

私は、特殊詐欺対策も担当していました。江南警察署管内では、この特殊詐欺が倍増しています。一件当

たりの被害額が約270万円と高額です。特殊詐欺被害にあっても被害金額を抑えようと、金融機関に要請し、

各金融機関が対策を講じていただいた結果、一日あたりの利用限度額も下がってきました。

また、金融機関窓口では、高額現金の取扱いは一旦止められて、警察に通報していただいており、被害は

ほとんどなくなっています。

特殊詐欺対策にも特効薬はあります。１番は留守番電話にしておき、相手が話すのを聞いて、知り合いか

どうか確認してから電話に出ることです。次に自動録音警告装置というものがあります。電話がかかってくる

と、相手に「この電話は特殊詐欺対策のために録音をします。」と音声が流れるものです。

すると犯人は、自分の声を録音されたくないので、断念するというものです。これは、特殊詐欺対策だけでなく、

悪質商法や何かを勧誘する電話にも有効です。これを取り付けるだけで、間違いなく防ぐことができます。

最近特に危惧していることは、自転車に関わる交通事故です。人身事故で一番多いのが、自動車と自動車

同士の事故ですが、次に多いのが自動車と自転車の事故です。自動車と自転車の事故は、一つ間違えば重

大な結果を招くことは明らかです。本年10月に自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が改正され、

自転車に乗車するときは、ヘルメットを着用すること、賠償保険に加入することが義務付けられました。義務

規定で罰則はありませんが、この機会に家族を含め自転車に乗るときは、ヘルメットを着用して、重大な結果

を防いで頂きたいと思います。

以上のことを踏まえて、江南警察署に着任した１年以上前から、署の方針として、「早く、楽しく、前向きに」、

「自分、家族、仲間を大切に」、「報告、連絡、相談で情報共有を」、「地元のボランティアや協力者の方を大切

に」の４点を、署員に指示しています。

こうして一年間、警察活動を実施し、犯罪や交通事故は減少傾向であり、交通死亡事故の発生は残念でな

りませんが、全般的には、大変いい状況にあると思います。

まもなく、本年も終わり新年を迎えますが、いい状況は繋げていきたいと考えています。

皆様方には、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

2



第1509回例会　2021年12月1日（水）　江南商工会館

L武馬宏祐　藍綬褒章受章　おめでとうございます

薬物乱用防止委員長　L鈴村 正悟　ローア

年末交通安全県民運動の啓発事業　2021年12月1日　アピタ江南西店
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第1510回 クリスマス例会　2021年12月18日（土）　名古屋マリオットアソシアホテル

会長 Ｌ倉知 義治　挨拶 Ｌ杉本 喜彦　ローア

乾杯　Ｌ松井 義晴 閉会の挨拶　Ｌ奥村 悠二

4



第1486回 クリスマス例会　2020年12月19日（土）　名古屋マリオットアソシアホテル

懇親会風景

L中嶋 正雄　旭日双光章受章　おめでとうございます
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第1486回 クリスマス例会　2020年12月19日（土）　名古屋マリオットアソシアホテル

懇親会風景
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 クラエー㈱ 　不動産賃貸業  ㈱ホームテック 　リフォーム業

　Ｌ倉橋　克行 　取締役 　Ｌ波多野 貴章 　代表取締役

〒501-3217 〒483-8211
岐阜県関市下有知29－28－2 愛知県江南市古知野町杉山179
TEL　0575-21-0034 TEL　0587-53-5295
FAX　0575-21-0032 FAX　0587-53-5296

 ㈱サカイ 時計・宝石・メガネ・小売業  多和田紙工㈱ ダンボール製造業

　Ｌ酒井　暢也 　代表取締役 　Ｌ多和田 芳樹 　代表取締役

〒483-8274 〒509-0315
愛知県江南市古知野町広見10 岐阜県加茂郡川辺町比久見833-1
TEL　0587-56-2847 TEL　0574-53-4131
FAX　0587-54-9627 FAX　0574-53-4114

 行政書士　住田達哉事務所  八千代スレート㈱ 建設業

　Ｌ住田　達哉 　所長 　Ｌ森　隆志 　代表取締役

〒483-8274 〒483-8374
愛知県江南市古知野町広見145 愛知県江南市宮田町久保見３３
TEL　0587-54-5180 TEL　0587-57-7211
FAX　0587-54-5102 FAX　0587-57-7212

 鈴村住建㈱ 　不動産業  ㈱ジェーケー・サービス

　Ｌ鈴村　正悟 　代表取締役 　Ｌ福田　直樹 　代表取締役

〒483-8205 〒483-8207
愛知県江南市古知野町小金147 愛知県江南市古知野町熱田20
TEL　0587-54-2254 TEL　0587-54-0500
FAX　0587-54-2126 FAX　0587-59-7182

 ㈱江南工業所 　金属加工業

　Ｌ杉本　規郎 　代表取締役
江南市マスコットキャラクター

〒483-8044
愛知県江南市宮後町砂場東421
TEL　0587-54-1429
FAX　0587-55-3595

「藤花ちゃん」

会 員 企 業 紹 介会 員 企 業 紹 介

水道工事

土木工事
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★印：今回寄付者

★

★

★

★

Ｌ 武馬　宏祐 藍綬褒章受章の喜び
Ｌ 柴田　　学 6Rマーケティング委員会無事終了ありがとうございました。
Ｌ 倉知　義治 薬物乱用防止教室無事終了の喜び
Ｌ 佐藤　全宏 第4回麻雀大会優勝の喜び
Ｌ 伊神　　護 第4回麻雀大会準優勝の喜び
Ｌ 森下　栄二 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 石井　公久 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 東　　　茂 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 大澤　潤一 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 松岡　信孝 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 佐藤　傳 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 野田　泰義 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 倉知　義治 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 渡辺　俊也 会報に写真掲載の喜び

小計
63年度　累計

３
位
　
 
L
青
山
 

元
造

3,000
3,000

優
勝
　
　
L
伊
神
　
護

準
優
勝
　
L
佐
藤
 

順
一

10,000
3,000

3,000
3,000
3,000

Ｌ丸尾　猛　 19回目

Ｌ倉知　義治 5回目

Ｌ奥村　悠二 2回目

Ｌ武馬　宏祐 17回目

Ｌ伊神　護　 15回目

Ｌ佐藤　順一 14回目

Ｌ和田　政明 11回目

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ渡辺　俊也 10回目

Ｌ佐藤　全宏 23回目

Ｌ菅原　勝八 22回目

Ｌ松井　義晴  7回目

忘年ゴルフ大会　12月23日（木）

単位：円第1509回例会ドネーション

50,000

3,000
3,000
3,000

108,000

10,000

3,000
3,000
2,000

1,587,000

3,000
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開会ゴング 1月19日(水) ボウリング例会

国旗儀礼 17:00～

国歌並びにライオンズクラブの歌 於：スポルト江南

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 2月2日(水) 節分例会

物故ライオンに黙祷 12:15～

会長挨拶 於：江南商工会館

会員慶祝

記念品贈呈 2月16日(水) 四クラブ合同例会

スピーチ 12:15～

江南市長　L澤田 和延 於：名鉄小牧ホテル

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 

　　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

　Ｌ洞地　政秀

　Ｌ伊神　護 2日 　Ｌ武馬　宏祐

７．

１０．

 公務による欠席 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

　Ｌ松井　義晴

　Ｌ青山　元造

　Ｌ片山　裕之

 海外出張 ０名 ０名

 病欠 ０名 ０名

江南ライオンズクラブ会報
 本日の出席数

　Ｌ金田　久光

 終身会員 ０名 ０名

38名 37名

 現在の世帯主会員数 70名 70名

第1509回 第1510回 　Ｌ倉知　義治 15日

１３．

１４．

１５．

１月結婚記念日おめでとうございます
例会出席状況報告

1日 　Ｌ佐藤　傳

1日 　Ｌ波多野　貴章

2日 　Ｌ船戸　和昭

13日

16日

16日

19日

1日

例会プログラム 1月・2月　行事予定

１．

２．

３．

４．

25日

　Ｌ中野　裕二 1日 　Ｌ牛垣　和博 26日

1月お誕生日おめでとうございます

１６．

５．

６．

８．

９．

１１．

１２．
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