
第1526回 例会　PM12:15～

　2022～2023年度　第1014号 第1531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、当クラブの会員でもあります江南市長の澤田和延様にお話しをして
いただきます。澤田市長よろしくお願いいたします。
　今年９月１日の日本の人口は１億２，４７５万人。去年から８０万人へりました。
２０４０年には、１億７２７万人になってしまうそうです。
人口が減って高齢化が進むと、物が売れなくなる。年金は、今若者３人で１人の
高齢者を支えているのが、いずれ若者１人で１人の高齢者を支えなければなら
なくなる、等々の問題が起こります。人口減少を止めるのはなかなか難しいの
ですが、少なくともそういう事態に対応できるようにしておかなければなりません。
　江南市も同じ運命をたどることになります。人口が減って税収が減れば、
いろいろな事業ができなくなります。
　空き家や空店舗が増えると地域コミュニティーの維持が難しくなります。
保育園や、学校をどうするか。市内全域に張り巡らされた水道管の維持をどう
するか。問題山積です。
　市長からいいお話が聞けると思います。

第１５２９回例会　会長挨拶　　１０月５日（水）　江南商工会館

江南商工会館2022年11月2日(水)
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第三副会長　L高田　真宏
にクラブスローガンを読み上げ
ていただきました。

江南市長　澤田　和延　様より
「人口減少と市の施策について」
子ども医療費助成制度対象年齢は
令和４年１０月から１８歳到達年度末
まで拡大された。
企業誘致の取り組みについては
安良区域においてすでに４社が操業を
開始し、２社の立地が決定している
病児・病後児保育では令和３年１１月
から市内のクリニックに事業委託して
支援をしている事などほかにも
安定的な水道・下水道事業運営等
施策について説明していただきました。

ライオンズローア
江南市長　澤田　和延　様

第１５２９回　例会
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結婚記念日の皆様　おめでとうございます。

10月　誕生日　結婚記念日

誕生日の皆様　おめでとうございます。
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　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、江南商工会議所会頭の松永金次郎様にお話しをしていただきます。
松永会頭よろしくお願い致します。
　うれしいご報告をいたします。L野田泰義がホールインワンを達成されました。
後ほど詳細をご本人からお話ししていただきますが、お祝いを申し上げます。　
　新聞やテレビで「空白の３０年」という言葉を聞かれた方多いと思います。
平成の初めには、企業の株式の時価総額が世界の上位２０社のうち、14社が
日本企業だったそうです。それが３０年たったら、今は１社もなくなってしまい
GAFAといわれる企業を頂点とするアメリカの企業が繁栄しています。
　こうなった理由はいくつかあるようですが、国の政策だったり、教育の影響
だったり、女性の社会進出の問題だったり、難しい問題が山積しています。
　そういう状況下で、江南市内の企業をとりまとめご活躍いただいております
松永会頭から企業経営についてお話していただきます。
　企業経営者である皆さんにとってもきっとお役に立つことと思います。

第1530回例会　2022年10月19日（水）　江南商工会館

会長挨拶
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第一副会長　L細川　幸弥
にクラブスローガンを読み上げ
ていただきました。

江南商工会議所会頭　
松永　金次郎様より
企業は変わる事で進化してゆく
事、顧客との横のつながりで作
り上げてきた、情報ネット
ワークついてスピーチをして
いただきました。

L野田　泰義がホールインワンを
達成されスピーチをして頂きま
した。達成場所は犬山カンツリ
ー倶楽部の６番ホールです。
なんと当日はドラコン賞も獲得
されたとの事です。
おめでとうございました。

第１５３０回　例会
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L野田　泰義 
力強いライオンズローア
ありがとうございました。

２０２２年１０月３日に江南駅西口で行われた、街頭募金運動に参加しました。

澤田市長がマイクで募金を呼びかけ 募金を呼びかける奥村会長
ました。

ご協力ありがとうございました。

第１５３０回　例会

赤い羽根共同募金運動　（活動報告）
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 ニワセイ 事務機・事務用品卸

　Ｌ丹羽　　誠 　代表
江南市マスコットキャラクター 〒483-8217

「藤花ちゃん」 愛知県江南市古知野町古渡130

TEL　0587-54-1270
FAX　0587-54-1271

 ㈱岸五 日用品・金物販売・造園・金属工事  Ｌ渡辺　俊也

　Ｌ岸　　信勝 　代表取締役

〒483-8239 〒483-8176
愛知県江南市木賀本郷町西6-1 愛知県江南市木賀町杉56
TEL　0587-56-2500 TEL　0587-55-7430
FAX　0587-54-6050 FAX　0587-55-7430

 ㈱市川木工  ㈱ネットワーク・サポート 携帯電話販売

　Ｌ市川　信行 　代表取締役 　Ｌ洞地　政秀　
〒483-8113 〒483-8271
愛知県江南市天王町五反林37 愛知県江南市古知野町桃源10白馬ビル３階

TEL　0587-56-4688 TEL　0587-51-1600
FAX　0587-56-4314 FAX　0587-51-1603

 ㈱石井不動産 　　　不動産業 ㈲江南観光社 あいみんBUS

　Ｌ石井　公久 　会長 　Ｌ加藤　徳弥 代表取締役社長

〒483-8213 〒483-8163
愛知県江南市古知野町朝日150 愛知県江南市木賀東町新宮161
TEL　0587-54-0710 TEL　0587-51-5253
FAX　0587-54-3004 FAX　0587-51-5254

 松山建設㈱ 　土木建築請負業  安井建設㈱ 　総合建築業

　Ｌ青山　元造 　代表取締役 　Ｌ安井　浩一 　代表取締役

〒483-8345 〒483-8044
愛知県江南市後飛保町高瀬１２２ 愛知県江南市宮後町天神５２
TEL　0587-57-7701 TEL　0587-54-3535
FAX　0587-57-7702 FAX　0587-59-7761

店舗内装工事
特注家具製作

会 員 企 業 紹 介

旅行

貸切バス業
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★印：今回寄付者
★
★

L野田　泰義 L奥村　悠二
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64年度累計

山腰　員令 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
石井　公久

53,000
1,414,000

単位：円
                                                  第1529回例会ドネーション　　

会報に写真掲載の喜び

小計

倉橋　克行 会報に写真掲載の喜び 3,000
永井　敦基 会報に写真掲載の喜び 3,000
林本　剛幸 会報に写真掲載の喜び 3,000

3,000
倉知　義治 会報に写真掲載の喜び 3,000

2,000
倉知　義治 会報にPR記事掲載の喜び

第１回ゴルフ大会優勝の喜び

高田　真宏 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

宮瀬　義則 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
細川　幸弥 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ野田　泰義 18回目
Ｌ奥村　悠二 3回目

64年度累計 1,517,000

                                                  第1530回例会ドネーション　　
単位：円

杉本　博 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
野田　泰義 ホールインワン達成の喜び 100,000

おめでとうございます。
メルビン・ジョーンズ・フェロー　アワード表彰

小計 103,000

牛垣　和博 5,000

松井　義晴 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

3,000

宮瀬　義則 第１回ゴルフ大会準優勝の喜び 3,000
丹羽　誠 第２回ゴルフ大会３位の喜び
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開会ゴング 1１月２日(水) 第4回 理事会　AM11:00～

国旗儀礼 第15３１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 1１月1２日(土)、１３日（日） 愛の献血運動

物故ライオンに黙祷 於：すいとぴあ江南（産業フェスタ会場内）

会長挨拶

会員慶祝 1１月2１日(月) ３３４-A地区LCIF親睦ゴルフコンペ

審議事項

スピーチ　 1１月2２日(火) 薬物乱用防止教室 於：江南市立西部中学校

フジドリームエアラインズ社長　楠瀬俊一様

報告事項 1１月2４日(木) 薬物乱用防止教室 於：江南市立北部中学校

テールツイスターの発表

出席状況報告 1１月2７日(日) 市民の集い 於：Home＆nicoホール

また会う日まで 第15３２回 例会　PM12:15～　（江南市民文化会館）

ライオンズローア

閉会ゴング 1１月2８日(金) 第２回ガバナー諮問委員会　ホスト：丹羽LC

食事（持ち帰り）

〈緊急連絡先〉

　幹事　Ｌ松岡　信孝　携帯　090ー7692－1796

　Ｌ住田　達哉 　Ｌ中根　禎裕

　Ｌ奥村　悠二

　Ｌ片山　裕之 　Ｌ住田　達哉

　Ｌ高田　真宏 　Ｌ苅谷　一紀

　Ｌ永田　紘一 　Ｌ福田　直樹

　Ｌ佐藤　傳 　Ｌ波多野　貴章

　Ｌ佐藤　順一

　　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　保健委員会 　　　　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。

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚・糖尿病予防のお願い

 

 終身会員

67名67名 現在の世帯主会員数

１１日

 本日の出席数 41名 37名

 公務による欠席

 海外出張 ０名 0名
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例会プログラム １１月行事予定

１．

２．

３．
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　１５．

　１６．

江南ライオンズクラブ会報
 病欠 ０名 ０名

0名 0名

０名 0名

例会出席状況報告

第1529回 第1530回

５日 １８日

１４日

11月ご結婚記念日おめでとうございます

11月お誕生日おめでとうございます

２日

13日

１３日

６日 ２３日

１１日 ２３日

３０日
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