
第1526回 例会　PM12:15～

　2022～2023年度　第1015号 第1533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、県営名古屋空港を本拠として国内各地にたくさんの路線を運営される
フジドリームエアラインズの社長、楠瀬俊一様にお話していただきます。
　楠瀬俊一様どうぞよろしくお願いいたします。
　ご承知の方もあるかもしれませんが、中部国際空港は、愛知万博開催が大きな
後押しとなって誕生しました。当時国は、空港一元化を主張してほとんどの路線を
中部国際空港発着するようにと言ってきました。愛知県としては、このままでは
名古屋空港が自衛隊だけが利用する飛行場になる可能性もあったため、何として
も民間路線が欲しかったのですが、そんな中でフジドリームエアラインの進出は
本当にありがたかったものです。
　私たち空港周辺の町は、常滑に行くより便利なこともありますので、国内旅行の
場合は、できるだけ利用していただければ幸いです。

第１５３１回例会　会長挨拶　　１1月2日（水）　江南商工会館

江南商工会館2022年12月7日(水)
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　　　 ２０２０年６月にフジドリームエアラインズ（FDA,JH）の代表取締役社長に就任
　　されました、楠瀬俊一様に企業概要、リージョナル航空の発展に向けた課題
　　チャーター便の積極的な運行、また今後の路線展開などの話を聞き、昨年７月
　　からは静岡/熊本線を再開するなど地方都市を　結ぶことに力をいれていきたい
　　とのお話をうかがいました。

　　　　　　皆様おめでとうございます

第１５３１回例会　スピーチ　　株式会社フジドリームエアラインズ　代表取締役社長　楠瀬俊一　様

１１月　誕生日　結婚記念日
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第2回ゴルフ大会（親善チャリティーゴルフ
大会同時開催）の優勝者　L倉橋克之
一声をありがとうございました。

２０２２年１０月２７日にスプリングフィールドゴルフクラブにてチャリティーゴルフ大会
催されました。

聴導犬とは、視覚障碍者の生活を安全で安心
できるものにするために、生活で必要な音を
タッチして教え、音源に導く身体障害者補助犬
の事です。

日本聴導犬協会デモンストレーション 聴導犬支援チャリティ募金贈呈

ライオンズローア

６Rー１Z親善チャリティーゴルフ大会（ホスト丹羽LC)

始球式　大島ZC 3位入賞の　L宮瀬　義則　

3



奥村会長挨拶

　皆様、江南ライオンズクラブ平和ポスター表彰式へ
ようこそお出かけいただきました。
　ロシアによるウクライナ侵攻のニュースを見聞きするに
つけ、平和のありがたさと平和を守る事の難しさを痛感
いたします。憲法に戦争放棄の条項を盛り込んだから平和
が守られるのではなく、私たちの不断の努力によってこそ
平和が実現いたします。江南ライオンズクラブは、会員一人
一人がこのことを強く自覚して行動していますが、特に子供
たちにも平和の大切さを考えてほしい。その思いからこの
平和ポスターコンクールを開催しています。
　今回表彰いたしますのは、応募作品の中で特に優秀な
作品です。会場入り口近くの献血会場のテントの中に展示
していますので、是非ご覧いただきたいと存じます。

コロナ禍において献血協力数が減少傾向
にあるなか、日本赤十字社とともに
こうなん産業フェスタ会場内において
献血への協力を呼びかけました。
献血会場へは、愛知県知事　大村秀章様
江南市長　澤田和延様も来場されました。

表彰式 　　　 受賞者のみなさんと記念撮影

愛の献血運動　すいとぴあ江南（こうなん産業フェスタ会場内）　１１月１２日（土）１１月１３日（日）

国際平和ポスターコンテスト表彰式　１１月１２日（土）　こうなん産業フェスタ会場内　
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 １１月２４日（木）　江南市立北部中学校

奥村会長挨拶

 　こんにちは、江南ライオンズクラブの薬物乱用教室の開催にあたり、快くお引き
受けいただきました、西武中学校の校長先生をはじめ緒先生方に心からお礼を申
し上げます。また先生から、「今日は薬物乱用教室で話を聞くのだ」といわれて、
面倒だしくわからないけれどとにかく来てくれた皆さんに、とても感謝しています。
　 経済学者の伊東光晴先生の「君たちの生きる社会」に書いてあった話を
ご紹介します。
　 アメリカの独立宣言文を起草した一人であるベンジャミン・フランクリンは、雷が
電気であることを調べるため、嵐の中でタコをあげたことで有名ですが、いろいろな
発明もしました
　 そのうちの一つが鉄製のストーブの発明でした。それまでの暖炉が部屋の一部
しか暖かくできなかったのに、このストーブは部屋全体を暖かくできました。
人々はベンジャミンストーブと呼んで大評判になったのですが、彼は特許をとりま
せんでした。多くの人々が安く利用できるようにと思ったからでした。
　 一方、ダイナマイトを発明したノーベルは特許をとり、その製造を独占し巨万の
富を得、その遺産でノーベル賞が作られました。
　 どちらの生き方がよいかは判断のわかれるところですが、自分だけの幸せを
求める生き方より、他の人々に幸せをも求める生き方に共感を覚えます。
　 皆さんのこれからの人生が、他の多くの人々に幸せをもたらす生き方に
なることを、心から期待しています。
　 だから薬物で、体を壊し、心を壊すことだけは決してしてはいけないという
ことを今日は学んでください。

奥村会長挨拶（西部中学校） 奥村会長挨拶（北部中学校）

薬物乱用防止教室　１１月２２日（火）　江南市立西部中学校
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　 １１月２４日（木）　江南市立北部中学校

北部中学校講師　 西部中学校講師　
名古屋ダルク　柴　真也　様 名古屋ダルク　川又　克規　様

名古屋ダルク講師のみなさん自身による
経験をもとに、薬物乱用によって壊れて
いく心や体、また人間関係などあらゆる
弊害についてお話をして頂きました。
西部中学校では、生徒より講師へ質問
の時間が設けられました。

薬物乱用防止教室　　　１１月２２日（火）　江南市立西部中学校

質問の時間　 薬物の見本の展示　
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 １１月２４日（木）　江南市立北部中学校
薬物乱用防止教室　１１月２２日（火）　江南市立西部中学校

薬物乱用防止教室の感想をいただきました。
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　皆様、第３６回江南ライオンズクラブ「市民の集い」へお出かけいただきま
してありがとうございます。
　脚本家のジェームス三木さんが、新成人に贈る言葉をテレビのインタビュー
で話してました。
　彼はドラマを作るにあたって、主役と通行人のキャラクターは明確に区別さ
れるというのです。主役のキャラクターというのは、ドラマの展開の中で、ト
ラブルに必ず遭遇するのですが、それを見事に解決する人。一方、通行人の
キャラクターは、そのトラブルから逃げてしまうか、あるいはもともと関係ない人。
　新成人の皆さん、あなた方はそれぞれの人生のドラマの中で、主役を演じな
ければならない。どんなことがあってもトラブルから逃げたりして通行人にな
ってはならない。という話です。
　今日お招きした、高橋英樹さんと星野真里さんは、ドラマの中で与えられた
役を見事に演じられるとともに、実生活の中でもきっといくつかのトラブルを
解決し、堂々とした人生を築いてこられました。
　お二人の素敵なお話を聞いてくださって、皆様が毎日を楽しくそして力強く
お過ごしいただくことにお役に立てば幸いでございます。
　どうぞお楽しみください。

第１５３２回例会　第３６回　市民の集い　２０２２年１１月２７日（日）　Ｈｏｍｅ＆ｎｉｃｏホール　　

会長挨拶
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市民の集い　　１１月２７日（日）　Ｈｏｍｅ＆ｎｉｃｏホール
高橋英樹・星野真里 講演会　桃太郎＆真里さんの「人生数え歌～明るく・楽しく・よもやま話

講演後半は俳優の星野真里さんを交えてのトークイベントでした。

高橋英樹さん・星野真里さんをかこんでの集合写真

前半は俳優の高橋英樹さん講演でした。
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ライオンズローア　L波多野　貴章

市民の集いを直前に控えて挨拶して 西部中学校、北部中学校で開催されました
いただきました。 薬物乱用防止教室が無事終了しました。

本当にお疲れ様でした。

たくさんの皆様に来場していただきました。

会場案内の様子 出演者様と奥村会長

第１５３２回例会　１１月２７日（日）　Ｈｏｍｅ＆ｎｉｃｏホール

奥村会長挨拶

市民の集い　　１１月２７日（日）　Ｈｏｍｅ＆ｎｉｃｏホール
高橋英樹・星野真里 講演会　桃太郎＆真里さんの「人生数え歌～明るく・楽しく・よもやま話
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◎第1回麻雀大会　　令和４年１０月２６日（水）　雀荘　若草

結果 １位 L野田　泰義

２位 L伊神　護

３位 L菅原　勝八

◎第２回ゴルフ大会　　令和４年１０月２7日（木）　スプリングフィールドゴルフクラブ

結果 １位 L倉橋　克行

２位 L鈴村　正吾

３位 L小林　陵二郎

◎お酒を楽しむ会　　令和４年１１月１６日（水）　イタリアンダイニング　リッジ

今回は江南駅西口にある シェフお勧めのワインを料理と共に
イタリアンダイニング　リッジさんに いただきました。
お邪魔しました。

◎第2回麻雀大会　　令和４年１1月２4日（木）　雀荘　若草

結果 １位 L和田　政明

２位 L野田　泰義

３位 L菅原　勝八

親睦事業

優勝　L倉橋　克行
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★印：今回寄付者

Ｌ松岡　信孝　よりヘアドネーション　１件

ご協力いただきました。　ありがとうございました。
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3,000

2,000
宮瀬　義則 ６Ｒ１Ｚ親善チャリティーゴルフ大会３位の喜び

単位：円
                                                  第15３１回例会ドネーション　　

2,000
野田　泰義 第１回麻雀大会優勝の喜び

第１回ゴルフ大会優勝の喜び
小林　陵二郎 第２回ゴルフ大会３位の喜び

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

Ｌ野田　泰義 18回目

5,000

Ｌ奥村　悠二 3回目

ヘアドネーション

倉橋　克行

小計

高田　真宏 会報に写真掲載の喜び 3,000

佐藤　順一 会報に写真掲載の喜び 3,000

和田　政明 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

64年度累計

渡辺　俊也 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
市川　信行 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
石井　公久

70,000
1,587,000

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

岸　信勝 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

伊神　護 第１回麻雀大会準優勝の喜び 2,000
菅原　勝八
丹羽　誠 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

1,000第１回麻雀大会３位の喜び

船戸　和昭 会報に写真掲載の喜び 3,000
杉本　喜彦 会報に写真掲載の喜び 3,000

10,000

丹羽　誠 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

細川　幸弥 会報に写真掲載の喜び
柴田　学 会報に写真掲載の喜び 3,000

3,000
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　愛知県厚生農業協同組合連合会

 江南厚生病院　  牛垣建設㈱ 　総合建設業

 Ｌ河野　彰夫 　病院長 　Ｌ牛垣　和博 　代表取締役

〒483-8704 〒483-8085
愛知県江南市高屋町大松原137 愛知県江南市髙屋町西里151

TEL　0587-51-3333 TEL　0587-54-9041

FAX　0587-51-3300 FAX　0587-54-9051 

 ㈱大沢アトリエ 　建築設計・監理  エコー㈱ 　不動産賃貸業

　Ｌ大澤　潤一 　代表取締役 　Ｌ橋本　芳博 代表取締役社長

〒480-0137 〒483-8259
愛知県丹羽郡大口町大屋敷１－２５０ 愛知県江南市上奈良町緑１１
TEL　0587-55-5234 TEL　0587-55-3232
FAX　0587-55-5234 FAX　0587-54-6600

 ㈱トーカイスパイラル  ㈱米幸商店 　米穀販売

　Ｌ森下　栄二 　取締役会長 　Ｌ佐藤　傳 　代表取締役

〒483-8257 〒483-8205
愛知県江南市上奈良町豊里37 愛知県江南市古知野町小金113
TEL　0587-53-1545 TEL　0587-53-8856
FAX　0587-53-5195 FAX　0587-53-8856

 ㈱松岡 　不動産業  東鉄工業㈱ 　製造業

　Ｌ松岡　信孝 　代表取締役 　Ｌ東　　茂 　代表取締役

〒483-8278 〒483-8266
愛知県江南市古知野町牧森226番地 愛知県江南市島宮町西之宮153
TEL　0587-51-3250 TEL　0587-54-8181
FAX　0587-51-3251 FAX　0587-54-6753

 クラエー㈱ 　不動産賃貸業  ㈱ホームテック 　リフォーム業

　Ｌ倉橋　克行 　取締役 　Ｌ波多野 貴章 　代表取締役

〒501-3217 〒483-8211
岐阜県関市下有知29－28－2 愛知県江南市古知野町杉山179
TEL　0575-21-0034 TEL　0587-53-5295
FAX　0575-21-0032 FAX　0587-53-5296

会 員 企 業 紹 介

製造業

(建設)

13



開会ゴング 1２月７日(水) 第５回 理事会　AM１１：００～

国旗儀礼 第15３３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 1２月７日(水) 交通安全県民運動　PM１４：３０～

物故ライオンに黙祷 於：アピタ江南西店

会長挨拶

スピーチ　 1２月１７日(土) 第15３4回 例会　

中日新聞社　経営企画担当常務　臼田　信行様 （クリスマス例会）　PM１８：３０～

会員慶祝 於：ホテルインディゴ犬山有楽苑

食事

報告事項 〈事務局　年末年始のお休み〉

テールツイスターの発表 １２月２８日（水）　～　１月５日（木）

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 

　Ｌ永井　敦基 ５日 　Ｌ森　隆志 ６日

　Ｌ倉橋　克行 ６日 　Ｌ中島　正雄 23日

　Ｌ石井　公久 　Ｌ古池　秀年

　Ｌ林本　剛幸 　Ｌ佐藤　全宏

　　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。

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 公務による欠席

 海外出張 ０名 0名

 終身会員

例会プログラム
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１２月行事予定

１．

２．

３．

４．

8．

５．

６．

７．

67名 現在の世帯主会員数

11．

12．

13．

14．

15．

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚・糖尿病予防のお願い

 

 本日の出席数 ３９名 ４２名

10．

４日

１５日

１９日

２４日

例会出席状況報告

第1531回 第1532回

1２月ご結婚記念日おめでとうございます

1２月お誕生日おめでとうございます

67名
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