
第1526回 例会　PM12:15～

　2022～2023年度　第1012号 第1527回例会

334-Ａ地区スローガン 幸せのわかち合いで　We Serve

クラブスローガン 助け合う　心で築く　ウィサーブ

第1525回例会　会長挨拶　　8月3日（水）　江南商工会館

江南商工会館2022年9月7日(水)

暑い日にもかかわらず、例会にご出席いただきましてありがとうございます。

コロナも心配ですが、熱中症にも十分ご注意いただきたいと思います。

先日、6R1ZのZC大島敏行Lをお迎えしてお話を伺いましたが、今年の３３４

－A地区のスローガンは 、「幸せの分かち合いで We Serve」ということです。

確かにライオンズクラブの活動は、会員自身が幸せなければできません。

このことは、物質的なことばかりではありません。体も健康で、家族も仲良くし

て いなければなりません。

皆様どうぞお幸せな毎日をお過ごしいただいて、ライオンズクラブの奉仕活動

にご尽力いただきますようお願いたします。
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第1525回例会　2022年8月3日（水）　江南商工会館

　　　　　　　　　　　　　親睦同好会　ゴルフ部会　助成金贈呈
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8月　結婚記念日おめでとうございます

8月　お誕生日おめでとうございます
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第1526回 例会　PM12:15～

###
幸せのわかち合いで　We Serve
助け合う　心で築く　ウイ・サーブ！

スローガン　読上　　L高田　真宏

ライオンズローア　　L武馬　宏祐　　L渡辺　俊也
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　 今日は嬉しい事をご報告いたします。
永井敦基さんと林本剛幸さんが新たに入会していただきました。永井さんは
福田直樹L.林本さんは多和田芳樹L.のご紹介です。永井さん、林本さんを心
からご歓迎申し上げるとともに、ご紹介いただいたL福田、L多和田にお礼を申 
し上げます。後ほど新入会員のお二人にはご挨拶をしていただきます。

　先日、何気なくYahooを検索していて、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団のことを　
調べていたら、2010年にこの財団からライオンズクラブのはしか撲滅のために
500万ドルが提供され、この運動が大きな成果を上げたという記述を見つけまし
た。その年のLCIFの理事長挨拶にも金額は明記されていませんが、そのことが
述べられていて、ビル・ゲイツにもライオンズクラブが認められているのだと思い
ました。LCIFは翌年の三陸大津波にも2100万ドル提供したということです。
きっと東北の人たちのお役に立ったことと思います。
LCIFが何に使われるか分かったものじゃないと思っていた私の不明を恥じるば
かりですが、ライオンズクラブの一員であることを少し誇らしく思えました。
と同時に私も少しは協力しなければと思ったことです。

第1526回例会　2022年8月17日（水）　江南商工会館

会長挨拶
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●ｽﾎﾟﾝｻｰﾗｲｵﾝ Ｌ福田　直樹

●事業所名 永井建設工業株式会社

●業　種 建設業

●事業所住所 〒483-8257
江南市上奈良町豊里107

●連絡先 TEL　0587-54-8801
FAX　0587-59-8176

●奥様のお名前 永井　舞　様

●結婚記念日 2001年7月7日

●ｽﾎﾟﾝｻｰﾗｲｵﾝ Ｌ多和田　芳樹

●事業所名 株式会社林本組

●業　種 建設業

●事業所住所 〒483-8077
江南市草井町千代見108

●連絡先 TEL　0587-54-8222
FAX　0587-54-8246

●奥様のお名前 林本　幸子　様

●結婚記念日 2001年12月15日

新入会員紹介

新入会員　L永井　敦基　　生年月日　1973年12月5日

新入会員　L林本　剛幸　　生年月日　1978年5月29日
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第1526回例会　2022年8月17日（水）　江南商工会館

入会おめでとうございます。
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野球を楽しむ会（親睦事業）　2022年8月28日（日）　ナゴヤドーム
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島眉山ライオンズクラブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　長尾　勝彦

　　　　　　徳島眉山ライオンズクラブ「結成60周年記念誌」の送付について

謹啓
　時下ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。
　平素は、格別のご高配を賜りまして深くお礼申し上げます。
　さて、徳島眉山ライオンズクラブは、1960年の結成以来、2020年
結成60周年を迎えることができました。これも一重に皆様のご支援の賜物
と心より感謝しております。
　60周年記念式典、祝宴も予定しておりましたが、新型コロナ感染症の影響
を鑑み、中止せざるえませんでした。皆様方にはご心配やご迷惑をおかけして
申し訳ありませんでした。
　これを機に、会員一同「ウィサーブ」の心を大切にしながら、社会奉仕に精進
してまいりたいと決意も新たに鋭意努力いたす所存でございますので、今後
ともご指導、ご高配を賜りますようお願いいたします。
　クラブ60周年の記念誌を送付させていただきます。
　甚だ略儀ではありますが、書中をもちまして日頃のお礼とご挨拶とさせて
いただきます。
　まだまだ暑い日が続きますが、お身体ご自愛いただき、ご活躍される事を
祈念しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　白

徳島眉山ライオンズクラブより感謝状と「結成60周年記念誌」をいただきました。
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 社会福祉法人すいと福祉会　
 特別養護老人ホーム　ふぁみりい恕苑

　　Ｌ菅原　勝八　取締役会長 　　Ｌ伊神　　護 　理事長

〒483-8339 〒483-8404

愛知県江南市飛高町夫見添148 愛知県江南市小杁町林125
TEL　0587-55-2323 TEL　0587-52-4700
FAX　0587-55-3143 FAX　0587-57-1584

 丸尾耳鼻咽喉科 医師

　　Ｌ武馬　宏祐　　代表取締役 　　Ｌ丸尾　猛　 　院長

〒483-8368 〒48３-８3３１
愛知県江南市宮田町南野東157 愛知県江南市前飛保緑ケ丘231
TEL　0587-57-5151 TEL　0587-56-1187
FAX　0587-52-3201 FAX　0587-55-0733

 ㈱ミツワ 電気亜鉛メッキ  ㈴共和金属製作所

　　Ｌ和田　政明取締役会長 　Ｌ金田　久光　　代表社員

〒483-8185 〒483-8044
愛知県江南市大海道町神明１ 愛知県江南市宮後町王塚112
TEL　0587-55-2006 TEL　0587-56-2320
FAX　0587-56-1665 FAX　0587-54-8326

 ㈲佐藤木型製作所 木型制作  ㈲柴田製作所　 金属加工

　Ｌ佐藤　順一　　顧問 　Ｌ柴田　学　 　取締役

〒485-0081 〒483-8242
愛知県小牧市横内立野680-1 愛知県江南市五明町根場273
TEL　0568-65-8871 TEL　0587-56-2857
FAX　0568-65-8872 FAX　0587-56-2929

 尾張油業㈱ 石油製品・プロパン販売  サカエスポーツ

　Ｌ杉本　喜彦 　代表取締役 　Ｌ小塚　善弘 　代表取締役
 

〒483-8222 〒483-8207
愛知県江南市赤童子町藤13-1 愛知県江南市古知野町熱田103
TEL　0587-56-4039 TEL　0587-54-8550
FAX　0587-55-9577 FAX　0587-56-3895

 ㈲ユニオン機器

 ㈲武馬脩介紋工所　紋紙製造

会 員 企 業 紹 介

医理化器販売

金属部品

金型部品製造
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★印：今回寄付者
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                                                  第1525回例会ドネーション　　
単位：円

船戸　和昭 100,000株式会社設立の喜び

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ野田　泰義 18回目
Ｌ奥村　悠二 3回目

山腰　員令 大会計画・出席委員長無事終了の喜び 5,000
倉橋　克之 教育レクレーション委員長無事終了の喜び 5,000

倉橋　克之 会計就任の喜び 30,000
柴田　学 6R1Zマーケティング・コミュニケーション委員長無事終了の喜び 20,000

倉橋　克之 事業委員会表彰の喜び 3,000
柴田　学 会報に写真掲載の喜び 3,000

柴田　学 会長表彰の喜び 3,000
山腰　員令 運営委員会表彰の喜び 3,000

佐藤　全宏 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
奥村　悠二 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

青山　和男 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
野田　泰義 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

加藤　徳弥 会報に写真掲載の喜び 3,000
青山　和男 会報に写真掲載の喜び 3,000

奥村　悠二 会報に写真掲載の喜び 10,000
倉知　義治 会報に写真掲載の喜び 3,000

倉橋　克之 会報に写真掲載の喜び 3,000
212,000

佐藤　全宏 会報に写真掲載の喜び 3,000
小林陵二郎 会報に写真掲載の喜び 3,000

小計

1,248,00064年度累計

                                                  第1526回例会ドネーション　　
単位：円

松岡　信孝 会報に写真掲載の喜び 3,000
大澤　潤一 会報に写真掲載の喜び 3,000

船戸　和昭 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

林本　剛幸 入会の喜び 10,000
福田　直樹 入会スポンサーの喜び 5,000

小林　陵二郎 マーケティング委員長就任の喜び 10,000
永井　敦基 入会の喜び 10,000

1,295,000

中根　禎裕　 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
47,000小計

64年度累計
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開会ゴング 9月7日(水) 第3回 理事会　AM11:00～

国旗儀礼 第1527回 例会　PM12:15～

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 9月21日(月) ガバナーを囲む会　AM11:00～

物故ライオンに黙祷 ガバナー公式訪問並びに6R1Z2Z合同例会

会長挨拶 第1528回 例会　  PM12:15～

会員慶祝 於：名鉄小牧ホテル

審議事項

助成金贈呈

スピーチ　江南市剣道連盟　松本利幸様

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 〈緊急連絡先〉

ライオンズローア 　幹事　Ｌ松岡　信孝　携帯　090ー7692－1796

閉会ゴング 

食事（持ち帰り）

　　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　奥村　悠二　　　携帯　090ー2575ー0466

　目の見えない人たちに愛の光を 
　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　幹　事　松岡　信孝　　　携帯　090ー7692ー1796

　＜連絡先＞ 　　マーケティング委員会 委員長 　小林　陵二郎

　・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) 　　　　　　　　　　　　　　携帯　090－2680－6787

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内

　　TEL:(052)262－1100 

　・社会保険　中京病院(献腎受付)

　　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　保険委員会 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

　　委員長　Ｌ住田　達哉　携帯０９０－1832ー1375

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松岡　信孝　携帯０９０－７692ー1796

 海外出張 ０名 0名

 病欠 ０名 ０名

 

　Ｌ杉本　喜彦 18日

８．

９．

１４．

１５．

9月お誕生日おめでとうございます

１６．

１7．

9月行事予定

１．

２．

３．

　Ｌ倉知　義治 9日

４．

５．

６．

７．

例会プログラム

１０．

１１．

１２．

１３．

江南ライオンズクラブ会報

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚・糖尿病予防のお願い

9月ご結婚記念日おめでとうございます

　Ｌ加藤　徳弥 8日

 終身会員

 本日の出席数 37名 38名

 公務による欠席

0名 0名

０名 0名

例会出席状況報告

第1525回 第1526回

68名66名 現在の世帯主会員数
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