
　2021～2022年度　第1007号　第1517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1515回例会　会長挨拶　　3月2日（水）　江南商工会館

2022年4月6日(水)

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。

先月24日に、ロシアのウクライナに対する軍事侵攻が始まり、連日そのニュースが新聞の一

面を飾っています。また、新型コロナのオミクロン株にもBA.1よりも感染力の強いBA.2系統が、

徐々に確認されてきています。愛知県に6日まで出されているまん延防止措置も、二週間延長さ

れる予定です。

そんな中、3月19日に予定されていました姉妹クラブであります徳島眉山ライオンズクラブの結

成60周年記念式典は、非常に残念ですが、延期ではなく中止するとの連絡がありました。

さて、本日は1979年10月に入会され、この度卒寿を迎えられましたＬ青山和男に、ライオンズ

クラブについてのスピーチをしていただきます。今後の活動の糧となるお話もあると思いますの

で、ご期待ください。

昨年度のことを考えますとなぜこの状態で緊急事態宣言が出ないのか不思議な気がしますが、

緊急事態宣言が出るまでは、できる限り例会を開催したいと思いますのでよろしくお願いします。
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第1515回例会　2022年3月2日（水）　江南商工会館

スローガン読上　L高田真宏

LCIFキャンペーン100　アワード表彰
おめでとうございます

２０２２年度、次期第三副会長を任命された高田です。

第三副会長は２回目となります。前回は、Ｌ伊神 護が会長をされた時にお引き受けいたしま

した。コロナ禍の中、運営が難しいところがあるかと思いますが、次期会長Ｌ奥村 悠二を少し

でもお支えしたいと思っております。

又、次期より、副会長は、事業委員会の担当以外、委員長をかけもちという構成に変わりまし

たので，ＬＣＩＦの委員長を同時に受ける事となりました。

この場をお借りいたしまして、次年度ＬＣＩＦ1000＄献金においても御協力の程、よろしくお願い

申し上げます。

最後に、コロナが終息し、一年楽しく運営できる事を願いまして、挨拶とさせて頂きます。
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3月　お誕生日おめでとうございます

3月　結婚記念日おめでとうございます

第1515回例会　2022年3月2日（水）　江南商工会館

Diamond　Centennial　Award　表彰
おめでとうございます
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第1515回例会　2022年3月2日（水）　江南商工会館

L青山和男　スピーチ
　【ライオンズクラブ会員として大切な事】

毎回例会の度に唱えられる「ライオンズの誓い」は、正に我々会員の目標として最適な言葉で

あると思います。

しかし、私はいつもここへ孔子の「忠恕（ちゅうじょ）」という言葉を重ね合わせて、心に刻んでお

ります。忠恕とは、まごころ・思いやりという事で、身近な一寸した親切心も入ると思います。

さて、２００５年に私は江南市内の筆で書かれた文字を訪ね歩き「江南の書」を執筆致しました。

更に、足を延ばして２０回ほど京都に通い「京都の書」を、また１０回程鎌倉に通い「鎌倉の書」

を執筆し出版しました。

これらの活動を通じて、私は沢山の勉強をさせて頂き、ライオンズクラブの会員として、大きな

一歩になったと思っております。

今日は、これらの事をお話しして、ライオンズクラブ会員として大切な事は何かをお話ししたい

と思います、と様々な経験談を交えて力強くスピーチをして頂きました。ライオンズクラブ会員と

してのあるべき姿を今一度見つめ直す有意義な時間となりました。ありがとうございました。
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優勝 L住田達哉

第1516回例会　2022年3月16日（水）　スポルト江南

プロウォーキング事業

ボウリング大会

地区ガバナーより協力要請がありましたプロウォーキング（ゴミ拾いウォーキング）事業を、江南ライオンズク

ラブのアクティビティとして企画し、実施致しました。皆様、ご協力頂きありがとうございました。

日頃の運動不足の解消になり、楽しいひと時を過ごすことが

できました。

翌日ゴルフの予定があるライオンがいらっしゃいましたが、ゴ

ルフは大丈夫でしたか？
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第1516回例会　2022年3月16日（水）　スポルト江南

第1516回例会　会長挨拶

スローガン読上げ　L加藤　徳弥

皆さんこんばんは。

本日はボウリングの前にプロウォーキングを実施しましたところ、多数の会員の皆様のご協力を

得まして無事終えることが出来ました。結果につきましては写真等をそえて地区に報告する予定で

す。

その後行われましたボウリング例会につきましては、日頃の運動不足を充分に解消していただけ

たと思います。結果については後半に発表させていただき、合わせて表彰させていただきますので

ご期待ください。

さて、コロナの感染者は、ワクチンの三回目の接種の効果もあり、減少傾向にあります。そんな中

愛知県に出されていましたまん延防止措置は21日に解除され、およそ2か月ぶりに飲食店への時

短要請がなくなる予定です。しかしながら、解除後の対応について、愛知県では会食は4人までを

目安に、花見や歓迎会での大人数・長時間の飲食は避けることを求めています。ライオンズの例

会に於きましては、感染対策を充分にしながら出来る限り開催していきたいと思っていますので、

ご協力よろしくお願いします。

スローガン読上げと併せて新規事業開業

のご報告を頂きました。

コロナ禍で、本業への影響が大きく、カ

フェをオープンされました。一度ご賞味あ

れ。

店名 Ｃａｆｅ旅と野菜が好き

住所 江南市赤童子町大間１８０－１

営業時間 ８：３０～１７：００

定休日 日曜日
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https://youtu.be/MyWT5QydISg
（ライオンズクラブ国際協会334-A地区　第６８回年次大会）

QRコードをスマートフォン等で撮影していただいてもアクセスできます。

◆Youtubeライブ配信：2022年4月23日（土）14：00～16：15
代議員総会～大会式典までの模様を配信予定しております。

◆Youtubeアーカイブ：当日の模様を編集し、大会1週間後を目途に配信致します。

◆閲覧方法：下記アドレスにアクセスしてください。

◇３３４－Ａ地区 第６８回年次大会　Youtubeライブ配信のご案内◇

2022年3月13日（日）　アピタ江南西店

献血活動

本年も、コロナ禍の影響で産業フェスタが中止になったため、アピタ江南西店の

駐車場をお借りして、赤十字血液センターと協力し、献血活動を実施しました。

献血受付数 １２７名

献血できた方 １１４名

例年以上の成果を得ることができました。

皆様ご協力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 例会スピーチをさせていただいた喜び
Ｌ 倉知　義治 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 奥村　悠二 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 細川　幸弥 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 石井　公久 会報に写真掲載の喜び

小計
63年度　累計

Ｌ 加藤　徳弥 新規事業開業、並びに例会スピーチをさせていただいた喜び
小計
63年度　累計

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ佐藤　全宏 23回目 Ｌ和田　政明 11回目
Ｌ菅原　勝八 22回目 Ｌ渡辺　俊也 10回目
Ｌ丸尾　猛　 19回目 Ｌ松井　義晴  7回目
Ｌ武馬　宏祐 17回目 Ｌ倉知　義治 5回目
Ｌ伊神　護　 15回目 Ｌ奥村　悠二 2回目

3,000

Ｌ佐藤　順一 14回目 L杉本　喜彦 6回目

第1515回　例会ドネーション
単位：円

10,000
3,000
3,000
3,000
3,000

1,892,000

25,000
1,872,000

第1516回　例会ドネーション
単位：円

20,000
20,000
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開会ゴング 4月20日(水) 第1518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 4月23日(土) 第68回地区年次大会

物故ライオンに黙祷 13:30～15:30

会長挨拶 於：マリオットアソシアホテル

会員慶祝

記念品贈呈 5月11日(水) 第1519回例会（田楽賞味例会）

スピーチ L武馬　宏祐 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 ※ 藤まつり中止のため、藤見例会は中止になりました。

出席状況報告 ご注意ください。

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 

　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。

6日 　Ｌ武馬　宏祐 18日

江南ライオンズクラブ会報
 病欠 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松岡　信孝 4日 　Ｌ河野　彰夫 16日

　Ｌ安井　浩一

 公務による欠席 ０名 ０名

 海外出張 ０名 ０名

 本日の出席数 31名 23名

 終身会員

例会出席状況報告

０名 ０名

第1515回 第1516回

 現在の世帯主会員数 68名 68名

4月結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ澤田　和延 10日

　 　

１６．

4月お誕生日おめでとうございます

　Ｌ稲島　豊 9日 　Ｌ河合　正猛 17日

１５．

５．

６．

７．

８．

９．

１０．

１１．

１２．

１３．

１４．

４．

例会プログラム 4月・5月　行事予定

１．

２．

３．
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