
　2021～2022年度　第1008号　第1519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1517回例会　会長挨拶　　4月6日（水）　江南商工会館

2022年5月11日(水)

新型コロナウィルスについては、第6波の初期と似て若年患者が増加し、第7波移行の可能性

があると報じられています。特に現在ではオミクロン株BA.1の1.3倍の感染力のあるBA.2が感染

者の半分を占めるそうです。また、最近では中国においてBA.1の亜種が発見されたとの報道も

あります。

国立感染症研究所では従来感染経路として、くしゃみなどで飛び散った飛沫による感染と、飛

沫などに触れた手で鼻や口を触ることによる接触感染の2つを挙げる一方で、ウィルスを含んだ

空気中の微粒子を吸い込むことで感染するエアゾル感染を認めてきませんでしたが、3月28日

に国立感染症研究所のHPが更新され、1番目にエアロゾル感染が挙げられました。その対策と

しては部屋の換気が一番有効な手段です。

さて、今期も残り3ケ月となり4月23日には地区年次大会がありますが、代議員のみの参加と

なっております。代議員の方はよろしくお願いします。

今後さらに感染が拡大すれば予定の変更があるかもしれませんが、感染対策をして出来る限

り、例会を開催したいと思いますので、ご協力お願いします。
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第1517回例会　2022年4月6日（水）　江南商工会館

スローガン読上　L山腰員令

4月　結婚記念日おめでとうございます／ライオンズローア

スローガン読み上げとともに、ゴルフへ熱い思いをお話頂きました。

中部シニア大会に入賞し、日本シニアゴルフ大会を目指します。

Ｌ武馬宏祐 結婚記念日おめでとうございます。

本例会の会員慶祝は、Ｌ武馬宏祐 お一人で、

スピーチも賜り、まさにＬ武馬宏祐ｄａｙになりました。

お疲れさまでした。
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第1517回例会　2022年4月6日（水）　江南商工会館

L武馬宏祐　スピーチ
　【ゾーンチェアーパーソンについて】

新型コロナウイルスの感染拡大は、私達ＬＣの活動に大変大きな影響と制約をあたえまして、

この２年間、正常なアクティビティ、例会が出来ておりません。そんな中で、本年度は「市民の集

い」「薬物乱用防止教室」先の３月１３日「献血活動」等制約の中で、開催出来ました事は、

「ウィ・サーブ」をモットーとして活動している私達としては、地域の皆様に貢献する活動が出来

た、と評価している所で有ります。執行部の皆様に感謝申し上げます。

さて、ゾーンチェアーパーソン（ＺＣ）は、地区ガバナーより委嘱を頂きましたゾーンの運営の最

高責任者になります。委嘱を受けるには、各クラブ会長経験者の資格が要ります。私達たち江

南ＬＣは６Ｒ１Ｚに属しています。１Ｚに６クラブ有りまして、その６クラブの「ローテーション」制にて

順番が回ってきます。このシステムは大変好評でして、自分たちのクラブにいつ順番が回ってく

るか、事前に知ることが出来、準備がし易いとの事です。

江南ＬＣ内に於いて過去ＺＣの経験者は、直近の２０１９年「武馬 宏祐」、２０１３年「永田 紘

一Ｌ」、２００７年「福田 源公様」、２００２年「故酒井 幹治様」、１９９５年「故大脇 正太郎様」こ

んな順番になります。其の内２名がガバナー経験者となります。その２人ともZCの経験者で有り

ます。

ＺＣの役割は、１．ゾーン運営の責任者 ２．ガバナー諮問委員会の委員長兼議長 ３．キャビ

ネット構成員・ＧＡＴの構成員となります。

その中で、重要な仕事として、例会訪問が有ります。これには２つの目的が有ります。１つはそ

のクラブの運営が健康的に行われているかの確認です。其の為１時間程前に会場につきます。

クラブの会員の皆様と雑談の中にクラブの状況を知ることが出来ます。もう１つは東洋東南アジ

アフォーラム・３３４A地区年次大会・３３４複合地区年次大会・国際大会の大会への参加を勧め

ることです。

スピーチの内容としては、地区ガバナーの「地区運営方針」を伝え、会員増強に積極的な役割

を果たす事、クラブレベルに於いて指導者育成に助言を行う事を目的としています。私達は地

区ガバナーより委嘱を受けて居ますので、其の意向に沿って、スピーチすることは重要なことだ

と考えます。

その他の活動につきましては、お手元に「活動報告書」をお配りさせて頂きましたので、御目通

しを頂きたいと思います。
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第1518回例会　2022年4月20日（水）　江南商工会館

第1518回例会　会長挨拶

スローガン読上　L倉橋　克行

毎例会で述べさせていただいておりますが、新型コロナウィルスについては、感染者数について

はやや減少傾向にあるものの、依然高い水準にあります。新型コロナウィルスも生き残りのために

どんどん変異しています。

新型コロナ蔓延の中、ロシアによるウクライナへの侵攻もあり、原油が高騰し、物価が上昇する

中、円安が進行して経済は悪化の一途をたどっております。

その影響からか、新聞報道によれば、一時雨後のタケノコのように増えた新電力が次々と撤退

や倒産に追い込まれ、契約の切り替えを余儀なくされた企業が、次の契約が見つかるまでの間、

大手電力の送配電会社が責任を持つ最終保守供給の申し込みが増加しているそうです。

さて、４月２３日に予定されています地区年次大会は、代議員だけの参加で行われる予定ですが、

５月２９日に松本で開催される予定であった複合地区年次大会は取り止めとなり、代議員による議

案審議は前年度と同じくデータ通信と郵送にて行うと連絡がありました。皆様に参加していただくた

め色々と準備してきましたが非常に残念です。

さて、今期も残り70日余りとなりました。当初からコロナの影響があり様々な行事が再三延期され

その後中止となったりと、非常に予定が立てにくい状態が現在も続いています。今後さらに感染が

拡大すれば予定の変更があるかもしれませんが、感染対策を充分にして出来る限り例会だけは

開催したいと思いますのでご協力お願いします。

スローガン読上

ありがとうございました。

4



第1518回例会　2022年4月20日（水）　江南商工会館

Ｌ杉本規郎　スピーチ

Ｌ小林陵二郎　スピーチ

2018年7月に入会し、今年度は入会4年目の年となる杉本規郎

です。会社は㈱江南工業所で精密金属部品加工（主な取引先:

オークマ・兼房）を営んでおります。祖父寛が創業して65年になり、

父健次が法人設立して37年となります。父も江南ライオンズに入

会しておりましたが、早くに他界し大勢に見送っていただきました。

もう15年も経つのですが、私がこの例会の場で会葬御礼をさせて

いただいたのを昨日のことのように覚えております。その節は大

変お世話になりました。

話を変えて、私の趣味のお話しをさせて頂きます。ゴルフ・バイ

クは若いころから好きでやっているのですが、2度目の東京オリン

ピック開催が決定した頃から、昨今新しい競技も増えて何かかか

われる競技はないかなと考えて、新しい競技は若い子が小さいこ

ろからやっていて無理ですし、道具を使う競技ならと安易な考えで、

射撃をやってみようとなりました。

競技射撃の中でも散弾銃で飛んでいく的を撃つクレー射撃を始めてみました。モントリオールオリン

ピックの麻生太郎さんは有名ですが、日本では銃を所持するのがとても大変で、この競技を始めるに

は公安の許認可がないとできないのです。私も足しげく警察に通って、10か月かけて所持許可を取り、

始めることができました。江南市にも競技射撃協会があり、会員が20名ほどいます。所持することの

ハードルはかなり高い競技ですが、危険な道具を使う競技ですし、精神集中の必要な競技でかなり楽

しいです。

競技射撃では今初めても、すぐに江南代表で県大会には出場可能ですし、狩猟免許を取れば昨今流

行のジビエ料理を自身で狩猟したものでもできます。興味のある方は是非お声掛けを。

今回は、自己紹介も兼ねまして私自身の職歴を少々お話をさせ

て頂きたいと思います。

前会員で、株式会社ヤジマの創業者 矢島丈吉 が私の義父

であります。ヤジマに勤める以前は満員電車で通勤する勤め人で

ありました。就職したのは、バブル景気も収束をしかけた頃で 車

両メーカーの営業マンとして社会人生活をスタートしました。西日

本を中心に鉄道車両 及び 特殊車両の販売に従事し、 JR東海

へ新幹線の納車も経験を致しました。納車した車両は、１００系新

幹線と申しまして、横長のライトに特徴のある車両でした。年間16

両・1編成程度の受注であった為、多額の生産コストに会社がつい

てゆけず、この納車を最後に、事業から撤退していきました。

毎日、子供の寝顔しか見ることができないことが続き、しばしば体調を崩す様な事もありました。

そんな時に、義父から誘いをもらい、現在の水道工事店で働き始めました。水道工事店は、職人

の世界でありまして、仕事が出来る様 になるまでは自分の意見など聞いてもらえる事はありませ

ん。 理不尽で悔しい思いの連続で、 親程年の離れた先輩の指示は、バカヤローで始まり、タワケ

で終わります。私は、バカヤローでもタワケでもないと思いながら、うなずく事しか出来ませんでし

た。思い返せば、いっぱしに扱われる様になる迄には かなりの年数が必要だった様に思いますが、

今では、退職した先輩に感謝の気持ちでいっぱいです。

そんな私が江南ライオンズクラブに入会させて頂いて、３年が過ぎ去り、来季はマーケティング副

委員長という大役を賜ります。 貴重な経験を与えて頂けます、クラブ会員の皆様にお礼を申し上

げます。 一生懸命勤めさせて頂く所存にございますので宜しくお願い致します。 ご清聴ありがとう

ございました。
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ライオンズクラブの仲間の新たな一面を見れた、楽しいスピーチありがとうございました

第1518回例会　2022年4月20日（水）　江南商工会館

Ｌ田中　彰　スピーチ

ライオンズローア

本日はこのような機会を与えていただき誠にありがとうございま

す。マーケティング副委員長の田中です。ライオンズクラブに入

会させて頂いて初めてこの壇上でスピーチすると思います。

今日は、業界と会社と私の事を大変おこがましいですが、学ん

できた事を踏まえ多少前後しますが話そうと思います。

仕事はクリーニングをしてますが、業界としてはバブルの頃で

8,000億円、コロナ前で4,000億円、コロナ後は約2,000億円といっ

た以前は不況に強い業種でしたが、いまは厳しい業種です。

私どもの会社は、昭和21年に岐阜の川島で個人店として創業

しました。その後、先代が会社にしなくてはいけないと昭和58年

にさわやかグループに入会し、江南市に工場を作りました。平成

2年にグループを脱退し、平成3年に社名をソフトピアに変更し本

私は中学時代から自分の意志で入社したいと思い学校卒業後、2年間修行で神戸に行きました。そ

の時先代から言われた言葉は「クリーニングの仕事は覚え無くていい。下の者の気持ちだけ学んでこ

い」と言われました。その後、ソフトピアにもどり、一般世間では社長の息子になりますが、「上になりた

ければ実力でつかみとれ」「社長と社員が一緒の所に住み出社する事もおかしい」と言われ住む所も

別、当たり前ですが、すべて敬語、給料も会社規定の最低の一社員から配送、洗浄、仕上げ、出荷な

ど23年位現場で作業をし、24年目に初めて本社に呼ばれて経営の勉強を始め、現在に至ります。

会社組織になってからだと思いますが、大阪大学の教授と出会い、弊社では、毎週一回会議があり

ます。会議と言いましても売り上げ、クリーニングの事は一切しません。物の考え方、基礎、基本、規

律、一般常識等を学ぶ勉強会を行なってます。私自身、クリーニングに勤めていることを皆様の前で話

す事は非常に嫌で恥ずかしかったのですが、この勉強会でクリーニングでサービスをするのでは無く、

サービス業を行っている。又、サービス業とは何かを解き、たまたまクリーニングをしていると当てはめ

れば良いと学んでからは吹っ切れ、自信を持ってクリーニング業と言えるようになりました。

又、チャンスとは人との出会い 誰でも最低3回はチャンスがある そのチャンスをチャンスととるのか、

見逃がすかが、差としてでる。先代は、さわやかグループの社長、大阪大学の教授が、今付き合って

る人だと思います。私も現在2名います。今後３人目を見逃さないようにします。
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結成６５周年

　おめでとうございます

ＬＣＩＦキャンペーン１００　モデルクラブ達成　表彰を頂きました
200％　Model　Club

一宮ライオンズクラブ　結成６５周年記念大会　に出席してきました
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★印：今回寄付者

Ｌ 丹羽　　誠 母親の葬儀会葬のお礼
Ｌ 倉知　義治 愛の献血運動無事終了の喜び
Ｌ 倉知　義治 プロウォーキング無事終了の喜び
Ｌ 武馬　宏祐 例会スピーチをさせていただいた喜び
Ｌ 細川　幸弥 新車購入の喜び
Ｌ 住田　達哉 ボーリング大会優勝、写真掲載の喜び
Ｌ 東　　　茂 ボーリング大会準優勝の喜び
Ｌ 田中　　彰 ボーリング大会第3位の喜び
Ｌ 加藤　徳弥 会報に写真掲載の喜び
Ｌ 森　　隆志 会報にＰＲ記事掲載の喜び

小計
63年度　累計

Ｌ 古池　秀年 会報にＰＲ記事掲載の喜び
Ｌ 丸尾　猛 会報に写真掲載の喜び

小計
63年度　累計

河合　正猛様　が、令和４年３月３１日にご逝去されました。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

訃報

第1518回　例会ドネーション
単位：円

3,000
3,000
6,000

1,962,000

1,956,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
2,000
1,000
3,000
3,000

64,000

単位：円

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
Ｌ佐藤　順一 14回目 L杉本　喜彦 6回目

第1517回　例会ドネーション

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

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ佐藤　全宏 23回目 Ｌ和田　政明 11回目
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開会ゴング 5月29日(日)～30日(月)

国旗儀礼 第1520回例会（１泊例会）

国歌並びにライオンズクラブの歌 於：三谷温泉　ホテル明山荘

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 6月1日(水) 第1521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 6月18日(土) 第1522回例会（最終例会）

食事 17:00～

報告事項 於：インディゴ犬山有楽苑

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 

　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。

15日 　Ｌ細川　幸弥 31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浅井　真一郎 11日 　Ｌ杉本　規郎 30日

　Ｌ奥村　悠二

 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 34名 39名

 終身会員

例会出席状況報告

０名 ０名

第1517回 第1518回

 現在の世帯主会員数 67名 67名

5月結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ加藤　徳弥 12日

　 　

5月お誕生日おめでとうございます

　Ｌ青山　和男 2日 　Ｌ牛垣　和博 14日

　Ｌ丸尾　猛 1日 　Ｌ酒井　暢也 13日

１５．

５．

６．

７．

８．

９．

１０．

１１．

１２．

１３．

１４．

４．

例会プログラム 5月・6月　行事予定

１．

２．

３．

　Ｌ菅原　勝八 9日 　Ｌ前田　哲郎 27日

　Ｌ金田　久光 4日 　Ｌ市川　信行 20日

　Ｌ大島　孝允 5日 　Ｌ松井　義晴 25日
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