
　2021～2022年度　第1005号　第1513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！

江南商工会館2022年2月2日(水)

第1511回例会　会長挨拶　　1月12日（水）　曼陀羅寺

明けましておめでとうございます。ライオンズの年度も前半が過ぎ、後半に突入しこのまま無事終

了できるかと思いましたが、年末からコロナ感染者が増大し、感染経路が不明な市中感染も増加して

おります。一部地域には蔓延防止措置も適用されましたが、どれほどの効果があるのかは不透明で

す。コロナ感染の中でもオミクロン株が大半を占めており、感染力は強いが重症化率は低いとの報告

がありますが、会員の皆様におかれましては十分注意をはらって頂きたいと思います。

一方で、例会もこのまま開催しても良いのかは判断に迷うところですが、今回食事につきましては持

ち帰れるよう配慮しました。緊急事態宣言措置が愛知県に適用されるまでは、出来る限り開催してい

きたいと思います。

本日、理事会において次期６役が承認されました。次年度は、コロナが終焉し総ての活動が予定通

り行えることを祈ってやみません。

さて、１月７日に青山勝美ライオンから１２月末をもって体調不良を理由に退会の申し出がありまし

たのでご報告申し上げます。

本日は当クラブの会員でもあります江南市の澤田市長に江南市の現状、そして未来についてお話

しいただきますので、ご期待ください。
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第1511回例会　2022年1月12日（水）　曼陀羅寺

江南市長　澤田和延 様　スピーチ

江南ライオンズクラブメンバーでもある江南市長 澤田和延様より新年のご挨拶を頂きました。

昨年は、新型コロナウイルスの流行により、市としても過去に例のないワクチン接種事業を行うことにな

り、実施体制の構築には非常に高い難易度があり、予約開始当初は混乱ありましたが、接種券の分

散発送により解消することができました。また、市民の皆様、医療従事者、職域接種を進めていただい

た企業の皆様のご協力により、１月４日現在の江南市民の２回接種率は８７．０％を達成することがで

きました。職域接種においては、江南市に本社があるＫＴＸ様が、ＫＴＸ診療所を開設して頂き、接種が

進んだ一因であると感謝しています。

今年に入り、急激にオミクロン株による第６波が危惧されており、３回目接種に向けて取り組んで参

ります。

昨年は、コロナ対策の一環で、江南市経済活性化を目指し、令和２年に続き、藤花ちゃんプレミアム

付き商品券（第２弾）を販売させて頂きました。江南商工会議所の協力により、取扱店521店舗が参加

して頂き、全１０万１千冊を完売致しました。感染状況や感染対策とのバランスもありますが、今後も、

市内経済の好循環を期待していきたいと考えています。

今年は、布袋駅東複合公共施設整備事業や古知野北部地区複合公共施設整備事業等の大型事

業も着々と進行しています。

布袋駅東複合公共施設整備事業においては、鉄道高架化と周辺整備事業により、これまでの駅の

東西の分断を解消し、新たなまちづくりの拠点、市の南玄関口としての役割を果たすことを期待してい

ます。施設内には、図書館や保健センター、子育て支援センターや交流スペースを集約し、食品スー

パーなどの民間商業施設を取り入れることで、新たなにぎわいの創出や地域の活性化を図り、これか

らの江南市発展を支えていく事業となります。本施設のネーミングライツパートナーを本年５月中旬か

ら募集する予定でいますので、ぜひご検討の程、宜しくお願い致します。

古知野北部地区複合公共施設については、愛称募集の結果「古北にじいろ会館」として本年４月１

日に開館予定です。施設内には、古知野北公民館・古知野北学童保育所が入居し、多世代交流施設

として、様々な世代の市民が集い、共に関わり合って利用されるのを期待しています。

ウィズコロナ・アフターコロナの時代に向け、こうした施設が江南市の発展の起爆剤となるよう、しっ

かりと事業を進めていく所存です。皆様方今後ともご協力宜しくお願い致します。
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第1511回例会　2022年1月12日（水）　曼陀羅寺

祈祷式　曼陀羅寺　本堂

１月　お誕生日おめでとうございます 1月　ご結婚おめでとうございます

メルビン・ジョーンズ・フェロー　アワード表彰
おめでとうございます

100周年記念会員増強賞　表彰
おめでとうございます
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第1511回例会　2022年1月12日（水）　曼陀羅寺

次期六役　ライオンズローア

第1512回例会　2022年1月19日（水）　江南商工会館

第1512回例会　会長挨拶　　1月19日（水）　江南商工会館

オミクロン株の台頭により、新規感染者が、昨日は全国で３万２千人を超え、今日は東京では７千人

台になる予想で、全国では４万人を超えると思われます。

愛知県を含む１３都県に、まん延防止等重点措置が、１月２１日から２月１３日まで適用されることが決

まりました。内容については、各都県に任されているそうなので、はっきりはしませんが、酒類の提供の

制限が中心になるようです。

そんな中、皆様にはＦＡＸにて連絡しましたが、２月１６日の四クラブ合同例会は中止になり、１５１４回

例会は、江南で、開催することとなりました。緊急事態宣言が発令されるまでは、通常例会を開催してい

く予定ですので、ご理解・ご協力をお願いします。

間もなく、江南でも3回目のワクチン接種が始まると思いますが、是非とも案内が来た場合には、速や

かに受けて頂きたいと思います。

今後も予定変更があるとは思いますが、速やかに皆様にお伝えしますので、ご了承のほどよろしくお

願いします。
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第1512回例会　2022年1月19日（水）　江南商工会館

次期会長　L奥村悠二　スピーチ

次期幹事　L松岡信孝　スピーチ

次期会計　L倉橋克行　スピーチ

先日の1月第１例会で、次年度6役のご承認をいただきありがとうござい

ます。次期会長を務めます奥村悠二でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

ノートルダム清心女子大学の理事長であった、渡辺和子さんの言葉で

す。「一生の終わりに残るものは、自分が集めたものではなく、自分が与

えたもの」というのがあります。私の好きな言葉です。

江南ライオンズクラブの会員の皆様にとって、人生の終わりはまだかな

り先のことですが、主たる活動が物質的にも、精神的にもまさに「与える」

この度、伝統ある江南ライオンズクラブの幹事を務めさせて頂く事とな

りました松岡です。

私は次期会長でありますL奥村悠二のスポンサーのもと2015年に入会

をさせて頂き、はやいもので６年がたちました。優しい諸先輩方にご指導

頂きながら、甘えてきた日々を過ごしてまいりましたが、この度、幹事とい

う大役を拝命させていただくことになり、今更ながら責任の重さを痛感し

ております。

しばらくは新型コロナ禍の影響が続くと思われますが、江南ライオンズ

クラブとしてできることを考えながら例会の内容の充実や少しでも多くの

奉仕活動を企画運営していきたいと考えております。

また次期会長の運営方針は【会員増強と退会者の防止】【例会出席率

の向上】【親睦会の充実】を掲げており、この精神のもとに次期会長L奥

村及び次期会計L倉橋と協力し、クラブの皆様と相互理解を深め、クラブ

の運営に一生懸命務めてまいります。

この度、次期会計を仰せつかりました倉橋克行です。

私は、2017年にその当時の会長であったL伊神護のスポンサーによっ

て入会させていただいて早５年になります。これまでマーケティングコミュ

ニケーション委員長や教育レクリエーション委員長、ゴルフ部の会計など

を務めさせていただきました。

今回、次期会長のＬ奥村悠二から会計のお話をいただいた時には正直

私のような若輩者で務まるのかと迷いましたが、Ｌ奥村に若い人にやって

もらいたいと言われ、クラブ内で１番若いＬ松岡が幹事を引受けていまし

たので２番目に若い私としては断る訳にはいきませんでした。

やるからには次期会長、副会長、幹事をサポートし、会計として皆様か

らお預かりする大切な年会費やドネーションをしっかりきっちりと管理させ

ていただき、責任を持って一生懸命に務めさせていただきます。７月から

の１年間楽しい江南ライオンズクラブを皆様と一緒に築き上げていけれ

ば幸いです。
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杉原硝子㈱ ガラス・サッシ販売  ㈲なかね呉服店 小売業

　Ｌ杉原　徳哉 　代表取締役 　Ｌ中根　禎裕 　取締役社長

〒483-8167 〒483-8273
愛知県赤童子町南野1-2 愛知県江南市古知野町本郷34
TEL　0587-55-2134 TEL　0587-55-0137
FAX　0587-54-5313 FAX　0587-55-0138

 ㈱ヤジマ 　水道工事業  たつみ堂Ｂ＆Ｓ　小売販売業

　Ｌ小林陵二郎 　専務取締役 　Ｌ前田　哲郎　
〒483-8044 〒483-8141
愛知県江南市宮後町砂場東261 愛知県江南市布袋町西布95
TEL　0587-54-0227 TEL　0587-55-3265

FAX　0587-54-0510 FAX　0587-55-5165

 ㈱ソフト・ピア 　クリーニング業

　Ｌ田中　彰 　代表取締役

〒483-8359 　愛知県の花
愛知県江南市松竹町東瀬古246
TEL　0587-53-2833 　　カキツバタ
FAX　0587-53-2827

 ㈱天錦 　飲食業  司法書士 こいけ事務所 司法書士

　Ｌ浅井 真一郎 　　取締役 　Ｌ古池　秀年 　代表

〒483-8205 〒483-8273
愛知県江南市古知野町小金101 愛知県江南市古知野町本郷210番地
TEL　0587-55-0333 TEL　0587-56-0711
FAX　0587-55-0347 FAX　0587-56-0712

 ㈱ケイズ・ジャパン 　サービス業

　Ｌ片山　裕之 　代表取締役

〒483-8248
愛知県江南市五明町天王25番地
TEL　0587-54-8756
FAX　0587-54-8805

会 員 企 業 紹 介
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★印：今回寄付者

Ｌ 倉知　義治 前期無事終了の喜び
Ｌ 伊神　護 忘年ゴルフ大会優勝の喜び
Ｌ 橋本　芳博 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 杉本　　博 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 加藤　徳弥 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 倉橋　克行 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 住田　達哉 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 鈴村　正悟 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 波多野貴章 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 福田　直樹 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 倉知　義治 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 菅原　勝八 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

小計
63年度　累計

Ｌ 倉知　義治 例会が無事開催できた喜び

Ｌ 安井　浩一 6R1Zチャリティーゴルフ大会優勝の喜び

Ｌ 安井　浩一 第１回ゴルフ大会優勝の喜び

Ｌ 佐藤　順一 忘年ゴルフ大会準優勝の喜び

小計

63年度　累計

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

Ｌ佐藤　順一 14回目

江南警察署から感謝状を頂きました

単位：円　2021～2022年度　第1005号　第1511回例会

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松井　義晴  7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

1,645,000

　2021～2022年度　第1005号　第1512回例会 単位：円
5,000

20,000

3,000
58,000

5,000

3,000
3,000
3,000

18,000

1,663,000

5,000

5,000

3,000
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開会ゴング 2月16日(水) 第1514回例会

国旗儀礼 12:15～

国歌並びにライオンズクラブの歌 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 3月2日(水) 第1515回例会

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 3月16日(水) 第1516回例会

算賀年寿　ご祈祷 12:15～

食事 於：江南商工会館

報告事項

テールツイスターの発表 3月19日(土) 江南ライオンズ旗争奪剣道大会

出席状況報告 於：ＫＴＸアリーナ

また会う日まで

ライオンズローア 3月19日(土) 徳島眉山LC結成60周年式典

閉会ゴング 於：徳島グランヴィリオホテル

　　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 

　目の見えない人たちに愛の光を 　　会　長　倉知　義治　江南市勝佐町東郷118

　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５６－１８７７　携帯０９０－３１５８－２１４１

　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５６ー１８５５

　＜連絡先＞ 　　幹　事　加藤　徳弥　江南市木賀東町新宮１６１

　・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）５１－５２５３　携帯０９０－７０３３－２１５５

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　　　　ＦＡＸ（０５８７）５１ー５２５４

　　TEL:(052)262－1100 　　マーケティング委員会 委員長 住田 達哉

　　　江南市古知野町広見１４５

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５４－５１８０　携帯０９０－１８３２－１３７５

　　TEL:(052)961－7151 　　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

　・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 　　　　　ＴＥＬ（０５８７）５３－２８３３　携帯０８０－３６０６－９６４６

　　推進委員長　Ｌ石井　公久　携帯０９０－３２５３－９３０２ 　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/　

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

　・上記連絡がつかない場合 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

　　幹　事　　Ｌ加藤　徳弥　携帯０９０－７０３３－２１５５

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。

７．

１０．

１３．

１４．

１５．

 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細川　幸弥

　Ｌ鈴村　正悟

　Ｌ橋本　芳博

 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浅井　真一郎

第1511回 第1512回
2月結婚記念日おめでとうございます

 現在の世帯主会員数 68名 68名

 終身会員 ０名 ０名

39名 32名

例会出席状況報告

1日 　Ｌ伊神　武司

2日 　Ｌ岸　　 信勝

15日

　Ｌ多和田　芳樹 　Ｌ杉浦　功人

21日

23日

23日

9日 　Ｌ小塚　善弘

14日

例会プログラム 2月・3月　行事予定

１．

２．

３．

４．

　Ｌ中嶋　正雄 2日 　Ｌ酒井　暢也 14日

2月お誕生日おめでとうございます

１６．

５．

６．

８．

９．

１１．

１２．

17日
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