
第1526回 例会　PM12:15～

　2022～2023年度　第1013号 第1529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　ウイサーブ

  皆様、例会にご出席いただきありがとうございます。
　今日は、青少年健全育成のためご尽力いただいています、団体に助成金を
お渡しする日でございます。それぞれの代表の皆様ようこそお越しくださいました。
　先日、机の中を整理していましたら、今お席にお配りしてあります、「 事業を
失敗するコツ１２カ条 」 というのが出てきました。週刊サンデー毎日の80周年
記念号に評論家の岩見隆夫さんが載せていた記事の中から抜粋したものです。
　東京の良く流行る弁当屋さんの廊下に貼ってあったということですが、
経営者に聞くと、「 朝礼で唱えるわけでもなく、ただ貼っているだけ 」
また、「 この通りにやらないとしても、事業に成功するとは限らないが,その
代わり、この通りにすれば、必ず事業に失敗できる 」 と話してくれたそうです。
　皆様のお役に立てば幸いです。

第1527回例会　会長挨拶　　9月7日（水）　江南商工会館

江南商工会館2022年10月5日(水)
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江南市剣道連盟
理事長　　松本　利幸　　様 団委員長　　石黒　雅之　　様

副団委員長　　苅谷　有朗　　様 　　　　　　　　　東村　怜子　　様

江南市スポーツ少年団 江南市文化協会
本部長　　安藤　善啓　　様 副会長　　石川　裕　　様

江南市保護区保護司会
　　　　　　　伊代田　誠二　　様

日本ボーイスカウト愛知連盟　尾張東地区江南第１団

日本ボーイスカウト愛知連盟　尾張東地区　江南第３団 ガールスカウト日本連盟　愛知県　第11団

各団体を代表して剣道連盟　松本理事長様
よりお言葉を頂戴いたしました。

　　　　　　　　　　　　　                助成金贈呈

青少年の健全育成のために各団体へ助成金が贈呈されました。
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　　　　L石井公久より力強く地区スローガン及びクラブスローガンを
　　　　　　読み上げていただきました。

　　　９月誕生月のL倉知義治
　

　　　　９月誕生月、結婚記念日の皆様、おめでとうございます。

9月　誕生日　結婚記念日

地区スローガン　クラブスローガン　読上　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開会前の会場、受付の風景です。

「あしたがあるさ」の替え歌」「岩田ガバナーがあるさ」

の曲に合わせてガバナー並びに地区役員

の入場です。

替え歌の作詞、歌は３３４－こだわりのK.Kこと

江南LC　L苅谷　一紀　です。

　　　犬山LC会長　　L小島　誠　 　　江南LC会長　L奥村　悠二

　地区ガバナー歓迎のあいさつ 　地区ガバナー経歴紹介

　　　丹羽LC会長　L宮地　信男　 　　　６R－１Z　ZC　L大島　敏行

江南ライオンズクラブ　第１５２８回　例会

地区ガバナー　L.岩田 有司　公式訪問並びに６R－１Z合同例会

２０２２年９月２１日（水）　１１：１５～１２：１５　名鉄小牧ホテル　鳳凰の間

ライオンズの誓い並びに地区スローガン唱和 　地区ガバナー並びに地区役員、R役員の紹介
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ガバナーズキーワード　　「夢を語ろう！」

地区ガバナーの基本目標

　１.　３３４－A地区が会員増加に転じるトランスフォーメーションを起こす
　２.　多くのメンバーがビジョンを持ち成長する喜びを感じる
　３.　メンバーの若返りを促進する
　４.　既成概念にとらわれず多様性を受け入れる

　　地区ガバナーあいさつ　L岩田　有司

基本目標、LCIF財団の意義と魅力について丁寧にお話をしていただきました。

（当日はPCR検査にて陰性を確認をして、マスクを着用をしないでスピーチに臨まれました。）

　　地区ガバナー公式訪問回答書提出 　ライオンズ・ローア

　　　丹羽LC会長より提出されました。 　　第１副地区ガバナー　L木野村　好己

閉会の言葉並びにゴング ガバナー並びに地区役員の退場

　　小牧LC会長　L伊藤　敬一

地区ガバナー　L.岩田 有司　公式訪問並びに６R－１Z合同例会
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各クラブ会長、ZC 　　地区ガバナー、地区役員、R役員

各クラブのライオンテーマの皆様、大変お疲れ様でした。

地区ガバナー　L.岩田 有司　公式訪問並びに６R－１Z合同例会

江南LC　出席者の皆様

昼食のお弁当は持ち帰りでした。
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　今年度も　【おもいやりのあるリーダーになろう】　をテーマに、ライオンズ国際

平和ポスターコンテストを開催しました。

各ポスターは独創性、芸術性、テーマの表現力について審査されております。

入賞作品は当クラブのホームページでの展示を行うと共に、令和４年１１月に

催されます　「こうなん産業フェスタ」　のイベントステージで表彰される予定です。

最優秀賞 優秀賞 優秀賞
西口　明李　様　 佐溝　実央奈　様 渡邉　芽衣　様
（古知野南小学校） （古知野南小学校） （古知野南小学校）

優秀賞 優秀賞 優秀賞
山本　遼太郎　様 井戸　笑瑠　様 渡辺　咲帆　様
（古知野南小学校） （古知野南小学校） （古知野南小学校）

国際平和ポスターコンテスト　入賞作品
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 倉知会計事務所 税理士  細川一級建築士事務所 建築設計

　Ｌ倉知　義治 　所長 　Ｌ細川　幸弥 　所長

〒483-8037 〒483-8402
愛知県江南市勝佐町東郷118 愛知県江南市慈光堂町南100
TEL　0587-56-1877 TEL　0587-54-1313
FAX　0587-56-1855

 本郷歯科クリニック 歯科医  松井建築㈱ 建築

　Ｌ杉本　　博 　院長 　Ｌ松井　義晴 代表取締役社長

〒483-8238 〒483-8176
愛知県江南市木賀本郷町南122 愛知県江南市北野町郷浦34-3
TEL　0587-59-7337 TEL　0587-54-6655
FAX　0587-59-7557 FAX　0587-56-4811

 ㈲宮瀬新聞店 新聞販売  (医）おおわきレディスクリニック

　L宮瀬　義則 　代表取締役 　Ｌ大脇　正哉 　理事長

〒483-8115 〒483-8155
愛知県江南市安良町宮前137 愛知県江南市南山町中225-2
TEL　0587-55-2934 TEL　0587-56-3556
FAX　0587-55-8917 FAX　0587-56-0732

 伊神工業㈱　 建設業  ㈱高田建材店 建築材料販売工事全般

　Ｌ伊神　武司 　代表取締役 　Ｌ高田　真宏 　代表取締役

〒483-8005 〒483-8254
愛知県江南市草井町宮西206 愛知県江南市木賀町新開５４
TEL　0587-59-8908 TEL　0587-56-4325
FAX　0587-59-6155 FAX　0587-56-4363

 きむらや 飲食業  ㈲アイコー 自動車販売・修理

　Ｌ稲嶋　　豊 　代表 　Ｌ山腰　員令 　取締役

〒483-8157 〒483-8046

愛知県江南市布袋町北71 愛知県江南市高屋町花戸12
TEL　0587-56-3041 TEL　0587-53-5878
FAX　0587-53-3434 FAX　0587-53-5877

会 員 企 業 紹 介

医師
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★印：今回寄付者
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　江南ライオンズクラブ第1回ゴルフ大会が　２０２２年９月１日に犬山カンツリー俱楽部にて
開催されました。
優勝者は、L.　牛垣　和弘　　２位　L.　宮瀬　義則　　３位　L.　丹羽　誠　の結果でした。

おめでとうございます。

Ｌ奥村　悠二 3回目

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ野田　泰義 18回目

和田　政明 会報にPR記事掲載の喜び

                                                  第1525回例会ドネーション　　

野球を楽しむ会勝利の喜び
単位：円

細川　幸弥 3,000

丸尾　猛 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

3,000
佐藤　順一 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

菅原　勝八 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
武馬　宏祐 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

柴田　学 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

杉本　喜彦 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
伊神　護 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

佐藤　順一 会報に写真掲載の喜び 3,000
宮瀬　義則 会報に写真掲載の喜び 3,000

小塚　善弘 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
奥村　悠二 会報に写真掲載の喜び 10,000

高田　真宏 会報に写真掲載の喜び 3,000
武馬　宏祐 会報に写真掲載の喜び 3,000

福田　直樹 会報に写真掲載の喜び 3,000
松岡　信孝 会報に写真掲載の喜び 3,000

66,000小計

渡辺　俊也 会報に写真掲載の喜び 3,000
多和田　芳樹 入会スポンサーの喜び 5,000

1,361,00064年度累計

第1回ゴルフ大会

参加者集合写真 優勝　L.牛垣　和弘
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開会ゴング 10月5日(水) 第4回 理事会　AM11:00～

国旗儀礼 第1529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 10月19日(水) 第1530回 例会　PM12:15～

物故ライオンに黙祷 於：江南商工会館

会長挨拶

会員慶祝 10月27日(水) ６R１Z親善チャリティーゴルフ大会

審議事項

スピーチ　江南市長　澤田　和延　様

報告事項

テールツイスターの発表 〈緊急連絡先〉

出席状況報告 　幹事　Ｌ松岡　信孝　携帯　090ー7692－1796

また会う日まで

ライオンズローア

閉会ゴング 

食事（持ち帰り）

　Ｌ野田　泰義 　Ｌ山腰　員令

　Ｌ丹羽　誠 　Ｌ和田　政明

　Ｌ佐藤　順一 　Ｌ中野　裕二

　Ｌ小林　陵二郎 　Ｌ杉本　博

　Ｌ野田　泰義 　Ｌ船戸　和昭

　Ｌ稲島　豊 　Ｌ杉本　喜彦

　Ｌ伊神　武司 　Ｌ東　茂

　Ｌ青山　元造 　Ｌ青山　和男

　Ｌ山腰　員令 　Ｌ鈴村　正悟

　Ｌ村瀬　正臣 　Ｌ柴田　学

　Ｌ岸　信勝

　　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 
　病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 　　会　長　奥村　悠二　　　携帯　090ー2575ー0466

　＜連絡先＞ 　　幹　事　松岡　信孝　　　携帯　090ー7692ー1796

　・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)

　　夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 　　マーケティング委員会 委員長 　　小林　陵二郎

　　TEL:(052)262－1100 　　　　　　　　　　　　　　携帯　090－2680－6787

　　マーケティング委員会 副委員長 　林本　剛幸

　・社会保険　中京病院(献腎受付) 　　　　　　　　　　　　　　携帯　090－3858－5917

　　TEL:(052)961－7151

　　　　ｗｅｂ　：　http://konan-ｌｉｏｎｓ.jp/　

　 ・江南LC　保険委員会 　　　　Ｅ-mail　：　jimukyoku@konan-lions.jp（江南LC会員連絡用）

　　委員長　Ｌ住田　達哉　携帯０９０－1832ー1375 　　　　Ｅ-mail　：　info@konan-lions.jp（対外連絡用）

　・上記連絡がつかない場合 事務局員不在の場合もありますので、お越しの際は

　　幹　事　Ｌ松岡　信孝　携帯０９０－７692ー1796 連絡をしてからお越し下さい。

江南ライオンズクラブ会報
 病欠 ０名 ０名

 

１４．

１５．

１６．
10月お誕生日おめでとうございます

４日 １２日

１０月行事予定

１．

２．

３．

５日

４．

５．

６．

７．

例会プログラム

１０．

１１．

１２．

１３．

８．

９．

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚・糖尿病予防のお願い

９日 ２８日

１０日 ２９日

 終身会員

 本日の出席数 36名 24名

 公務による欠席

 海外出張 ０名 0名

0名 0名

０名 0名

例会出席状況報告

第1527回 第1528回

67名67名 現在の世帯主会員数

４日

５日

１日 １７日

１０日 ３０日

１４日

２６日

10月ご結婚記念日おめでとうございます

３日 １９日

８日 ２３日

２４日

１１日
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