
　2021～2022年度　第1006号　第1515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1513回例会　会長挨拶　　2月2日（水）　江南商工会館

2022年3月2日(水)

オミクロン株の流行により、新型コロナの新規感染者が、昨日は全国で8万人を超え、愛知でも5千

人を超える感染者が発生しました。先週月曜日に会った人が、木曜日に救急車で緊急搬送され、金

曜日に敗血症で死亡されました。後日、コロナに感染していたことが判明したそうです。弔問に伺おう

としましたが、家族葬で行うので弔問は辞退しますとのお話で誠に寂しい限りです。今まではこんなに

感染者がいるのに身近では聞かないと思っていましたが、徐々に身近になってきた気がします。

1月31日から事業復活支援金の受付が始まっています。給付対象は、新型コロナ感染症の影響を

受けた中小法人・個人事業者で2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月

～2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して、50％以上または30％以上50％未満に減少

した事業者であり、個人は減少率により、法人は売り上げ規模と減少率により支援金の金額が変わ

ります。申請期限は5月31日までですので、対象となる方は申請をしてください。

本日は中間決算の承認と、次期役員の承認をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いし

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。

最後に感染状況により例会の中止等、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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本例会から始めました、
副会長の指名による
スローガン読上げをして
頂きました。

これから皆様も指名されるかも
しれません

その際にはご協力のほど
宜しくお願い致します。

LCIFキャンペーン100　アワード表彰
おめでとうございます

2月　お誕生日おめでとうございます

第1513回例会　2022年2月2日（水）　江南商工会館

スローガン読上　L前田哲郎

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
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卒寿　Ｌ青山和男 傘寿　Ｌ奥村悠二

おめでとうございます

ますますのご健勝、お活躍をお祈り申し上げます

古希　Ｌ倉知義治

第1513回例会　2022年2月2日（水）　江南商工会館

算賀年寿　ご祈祷
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メタボ対策のためジムに通い始め
ハードワークした結果、体調を崩し
現状に応じたワークを行うことが大
事だという教訓を学びました

楽しいお話とともにスローガン
読上げ頂きました。

ありがとうございました

スローガン読上げ　L東　茂

第1514回例会　2022年2月16日（水）　江南商工会館

第1514回例会　会長挨拶

皆様こんにちは本日は例会にご出席いただきありがとうございます。

コロナ下の中、北京冬季オリンピックが開催されており、日本人選手も活躍し、連日熱戦が繰り広

げられています。

コロナに関しましては、15日現在、愛知県では6，662人の新規感染者が発生し、無症状で検査を

受けていない人を考慮すると、もっと増えると思います。大阪では病床使用率が100％を超え、医

療崩壊が既に始まっております。江南市も毎日感染者が報告されています。

当クラブではまだ会員の方の感染例は聞いておりませんが、いつ何時なるかもしれませんので、

十分対策をお願いします。

さて、昨日地区LCIF委員長から電話があり、コロナ下で目標達成には程遠い状況になっており、

江南LCは現在11口ですが、あと2口くらいお願いできないかと電話がありました。一応依頼はしてお

きますが、無理かもしれませんとお答えしておきました。

本日は、次年度副会長にスピーチをしていただきます。私も今期が始まる前はコロナが終息する

と思っていましたが、現状はまだまだです。一日も早く終息し、次年度は通常の例会・会務運営がさ

れることを祈ってやみません。
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第1514回例会　2022年2月16日（水）　江南商工会館

次期第一副会長　L細川幸弥　スピーチ

次期第二副会長　L石井公久　スピーチ

を起こすという作業があり、大変苦労いたしました。その結果、クラブで印刷することにより予算削減になりまし

たが、会員数が最盛期の約半数となっていますので、予算組は現状のままでは困難になっていくと思われま

す。たとえば、ＰＲ誌も電子データー化してメール配布と印刷して配布の両刀使いするとか、変革していかなく

てはならないのかもしれません。

コロナ禍の中、私もZOOM会議も経験しましたが、慣れてないということもありますが、なんかしっくりきません

でした。今こうやって例会でメンバーの皆様とお顔合わせると、実際に顔を合わせて話し合うことの大切さをし

みじみ感じています。コロナ後のライオンズクラブの活動がどのように変わっていくのかわかりませんが、変え

ていくべきものと、変えてはいけないものをきっちり区別していかなくてはならないように感じてます。

次年度奥村会長の基本方針は、例会の充実、会員相互の親睦交流を深めることにあります。現在はゴルフ

部、親睦部会の麻雀ですがそれ以外にも内容を、グルメだったり、釣り、プロ野球観戦など様々な催しを企画

して親睦を図っていきたいとの思いを実現し、クラブが活性化し親睦を深められるように力を注いでいきたいと

思っています。

本日は例会においてこのような機会をいただき、誠にありがとうございま

す。次期第二副会長を務めさせていただきます石井公久でございます。ラ

イオンズに入会して10年以上になりますが、例会出席率も良くない不良会

員ですが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。

また、来年度は市民委員会と教育レクレーション委員会を担当するとともに、

アラート・環境保全委員長も兼任させていただきます。特に市民のつどいに

おいては市民の皆様はもちろん、会員の皆様の期待に応えられるよう取り

組んでいきたいと思いますので皆様のご協力をお願いたします。

次年度第一副会長を仰せつかりました細川幸弥です。よ

ろしくお願いします。

早いもので、第41代安井会長の時にL古田冨士夫スポン

サーで入会して、本年で23年になりました。その年は入会

者が20人近く入会した、今では考えられない年に入会いた

しました。入会してから4年間PR委員会に配属されました。

今では各クラブでも事務局にて作成していますが、当時は

江南ＬＣが先駆けでPR誌を印刷業者作成からクラブで作成

するようになりました。今ではスピーチの原稿をデーターで

頂けるのがほとんどですが、当時はテープで録音して原稿

本日は時間があるので私の現在の生業について簡単にお話をさせていただきたいと思います。一部の方はご存

じかと思いますが、私は2年前に株式会社石井不動産の代表取締役を退任し、現在では会長職になっており、経

営の第一線を退いています。

現在は、持ち株会社を設立し、その代表を務めております。50歳前半で代表を退くことになった理由はいろいろあ

りますが、10年くらい前から社員数が多くなり、「どんなに頑張っても番頭さん止まり」の会社では社員のモチベー

ションが上がらないのではないか？、はたして家族経営的な雰囲気が無い状態で事業承継がスムーズに行える

のか？、などの疑問を持つようになり、そのような問いの答えとして会社の所有と経営の分離を行いました。

代表を退いてからは、社員の定着率もアップするとともに社員の若返りも進み、現在のコロナ過においても活気

がある社風になったように感じています。

現在、私は持ち株会社として配当収入を得るとともに、各地に発生している空き家を買い取り、リノベーションをし

て借家として貸し出す事業を行っています。本年は観光地に点在する空き家を買い取ってワーケーション向け物

件にもチャレンジしてみようと画策中ですので、皆さんの中で面白そうな物件情報が有れば是非教えてください。

本日は昨今、社会問題となっている中小企業の事業承継問題について、当社の取り組みを簡単にお話しさせて

いただきました。ご清聴ありがとうございました。
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★印：今回寄付者

★

Ｌ 青山　和男 卒寿祝の喜び
Ｌ 奥村　悠二 傘寿祝の喜び
Ｌ 倉知　義治 古希祝の喜び
Ｌ 野田　泰義 平戸工場竣工式無事終わりました。
Ｌ 野田　泰義 交通安全協会ミドリ十字銀賞受賞の喜び
Ｌ 小林　陵二郎 教育ﾚｸﾚｰｼｮﾝ委員長無事終了の喜び
Ｌ 小林　陵二郎 事業委員会表彰の喜び
Ｌ 前田　哲郎 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 田中　彰 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 片山　裕之 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 小林　陵二郎 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 奥村　悠二 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 松岡　信孝 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 倉橋　克行 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
Ｌ 菅原　勝八 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 杉本　喜彦 会報に写真掲載の喜び

小計
63年度　累計

L杉本　喜彦

3,000

6回目

20,000
30,000

3,000
3,000

単位：円

Ｌ佐藤　順一 14回目

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倉知　義治

 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

Ｌ丸尾　猛　 19回目 Ｌ松井　義晴

1,847,000

50,000

184,000

30,000

3,000
5,000

10,000

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000
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開会ゴング 3月13日(日) 献血活動

国旗儀礼 9:30～16:00

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 3月16日(水) ボーリング例会

物故ライオンに黙祷 16:50～

会長挨拶 於：スポルト江南

会員慶祝

記念品贈呈 3月19日(土) 江南ライオンズ旗争奪剣道大会

スピーチ　L青山和男 【中止】

食事

報告事項 4月6日(水) 第1517回例会

テールツイスターの発表 12:15～

出席状況報告 於：江南商工会館

また会う日まで

ライオンズローア

閉会ゴング 

　L和田　政明　　　　　　　　　３日 　L森　隆志 ２０日

　L杉本　博 ６日 　L宮瀬　義則 ２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　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前田　哲郎

　Ｌ大脇　正哉

　Ｌ市川　信行

 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

 現在の世帯主会員数 68名 68名

 終身会員 ０名 ０名

36名 33名

第1513回 第1514回

　L渡辺　俊也 ２０日

例会出席状況報告

7日 　L杉本　規郎

8日 　Ｌ渡辺　俊也

　 　

３月結婚記念日おめでとうございます

28日11日 　Ｌ森下　栄二

3月・4月　行事予定

１．

２．

３．

４．

　L杉浦　功人 １８日 　Ｌ大脇　正哉 ２７日

３月お誕生日おめでとうございます

１６．

５．

６．

８．

９．

１１．

１２．

11日

15日
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