
第1526回 例会　PM12:15～

　2022～2023年度　第1016号 第1535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、中日新聞社の経営企画担当常務　臼田信行様をお招きいたしました。
臼田常務は、敏腕な記者として有名でしたが、現在は中日新聞社の経営の中枢
でご活躍いただいておられます。
　お忙しい方をお願いしたため、例会の日程を変えて開会ゴングの後すぐスピ
ーチをしていただくことになりました。私の不手際でございますが、お許しい
ただきましたライオンズクラブの会員の皆様の友情に感謝申し上げます。
　１１月は、献血、薬物乱用防止教室、市民の集いと、大きな事業が続きまし
たが、無事終わることができました。担当の委員会の皆様、またご協力いただ
きました会員の皆様に心より御礼申しあげます。今日も例会の後で交通安全県
民運動キャンペーンを実施いたしますので、時間があります方はご参加を御願
い申し上げます。

第１５３３回例会　会長挨拶　　12月7日（水）　江南商工会館

曼陀羅寺2023年1月11日(水)
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　今は新聞への逆風が吹きつける時代です。１９９０年代、日本の新聞の発行部

数は５，０００万部でしたが、現在人口の減少の影響もありますが、部数の減り

方はそれ以上の３，０００万部程度となってしまいました。

　インターネット記事全盛の中、時間と人手をかけた調査報道は新聞社でこそ可

能であり、訓練された記者たちでないと複雑な事実関係の掘り下げは難しい事で

あります。原稿おいても、事実を抑えているか、あやふやなところはないかをデ
スクに厳しくチェックされます。特ダネ記事は９９％間違いないと思っても、残
る１％が詰め切れていなければ陽の目を見ることはありません。
記事にもしも誤りがあったならすぐに訂正を出し、人権問題になる様な誤りであ
れば謝罪記事を出だします。事実が新聞の命です。
　新聞により基礎的な知識を養えるなど一定の貢献があろうかと思います。
新聞には厳しい時代ですが、真実と自由を守る市民社会の大事なツールですので
若い人たちには是非手に取って読んでもらいたいと思います。

第１５３３回　例会　　２０２２年１２月７日（水）　　江南商工会館

スピーチ　中日新聞社　経営企画担当常務　臼田　信行　様
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キャンペーン期間中、年間に１，０００ドル以上の寄付をされた皆様に特別感謝アワードが
贈呈されました。

第１５３３回　例会　　２０２２年１２月７日（水）　　江南商工会館

２０２０-２０２１年度キャンペーン１００寄付者特別感謝アワード贈呈

会員慶祝

１２月お誕生日おめでとうございます。 １２月ご結婚記念日おめでとうございます。
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市民委員長　L福田直樹

11月２７日　ホーム＆ニコホールで開催
された市民の集いが無事終了しました。
本当にお疲れ様でした。

江南警察署の警察官及び江南市の職員の方々と共に交通安全を呼びかけました。

啓発活動の様子

年末交通安全県民運動　　２０２２年１２月７日（水）　アピタ江南西店

参加者集合写真

第１５３３回　例会　　２０２２年１２月７日（水）　　江南商工会館

ライオンズローア
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　　皆様、クリスマス例会にご出席いただきありがとうございます。
　　キリスト教徒にとって、救い主であるイエスキリストの誕生日というこ
　とですが、ユダヤ教ではイエスを救い主と認めないのだそうです。
　　そのユダヤ教でこんな話があります。
　ユダヤ教の神様は、世界中の子供たちの願いを聞いてやりたい、しかし
　神様も忙しいので、かわりにお母さんを作ったというのです。
　　キリストの誕生日でしっくりこない日本人は、私たちを生んでくれたや
　さしいお母さんの日とするともっといいのになと思っています。
　　コロナ感染が増え始めましたので、感染対策に配慮しながらの懇親会で
　ご迷惑をおかけしますが、よろしくご協力をお願いいたします。

第１５３4回例会　クリスマス例会　２０２２年１２月１７日（土）　ホテルインディゴ犬山有楽苑　　

会長挨拶
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第二副会長　L石井　公久 保健委員長　L住田　達哉
愛の献血運動おつかれさまでした。

第１５３4回例会　クリスマス例会　２０２２年１２月１７日（土）　ホテルインディゴ犬山有楽苑　　

ライオンズの誓いとスローガン読み上げ ライオンズローア

懇親会

乾杯の発声　L倉知　義治 乾杯！
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懇親会
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懇親会
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懇親会
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懇親会
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懇親会
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また会う日まで

閉会の挨拶　　第一副会長　L細川　幸弥

懇親会
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参加者集合写真

優勝　L岸　信勝 優勝者挨拶

準優勝　L伊神　武司 ３位　L多和田　芳樹

第３回　ゴルフ大会　２０２２年１２月１日（木）　犬山カンツリー倶楽部
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★印：今回寄付者

Ｌ野田　泰義

★ Ｌ奥村　悠二

★ Ｌ杉本　喜彦

Ｌ細川　幸弥　

★ Ｌ高田　真宏　

★ Ｌ渡辺　俊也
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菅原　勝八 第２回麻雀大会準3位の喜び 1,000

酒井　暢也 会報に写真掲載の喜び 3,000

伊神　武司 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

安井　浩一 事業委員会表彰の喜び 3,000

鈴村　正悟 事業委員会表彰の喜び 3,000

酒井　暢也 会長表彰の喜び 3,000

佐藤　傳 事業委員会表彰の喜び 3,000

安井　浩一

小計

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

50,000奥村　悠二

2,000

3,000

市川　信行 江南商工会議所副会頭就任の喜び

単位：円
                                                  第15３３回例会ドネーション　　

20,000

野田　泰義 第２回麻雀大会準優勝の喜び

市民の集い無事終了の喜び

福田　直樹 市民の集い無事終了の喜び

３回目

１１回目

１８回目

７回目

3回目

佐藤　傳 市民委員長無事終了の喜び

酒井　暢也 ゴルフ部会部長就任の喜び 3,000

青山　元造 会報に写真掲載の喜び 3,000

山腰　員令 会報に写真掲載の喜び 3,000

5,000

5,000

5,000

鈴村　正悟 ライオンズクエスト薬物防止委員長無事終了の喜び

LCIF・国際関係委員長無事終了の喜び

5,000

倉橋　克之 3,000

小林　陵二郎 会報に写真掲載の喜び

64年度累計

大澤　潤一 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

橋本　芳博 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

倉橋　克之

168,000

1,755,000

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

野田　泰義 会報に写真掲載の喜び 3,000

3回目

第３回ゴルフ大会優勝の喜び

安井　浩一 会報にPR記事掲載の喜び

岸　信勝

多和田　芳樹 第３回ゴルフ大会３位の喜び

3,000

10,000

宮瀬　義則 会報に写真掲載の喜び 3,000

鈴村　正悟 第２回ゴルフ大会準優勝の喜び 3,000

牛垣　和博 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

3,000

青山　元造 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

会報に写真掲載の喜び

2,000
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 ㈱サカイ 時計・宝石・メガネ・小売業  多和田紙工㈱ ダンボール製造業

　Ｌ酒井　暢也 　代表取締役 　Ｌ多和田 芳樹 　代表取締役

〒483-8274 〒509-0315

愛知県江南市古知野町広見10 岐阜県加茂郡川辺町比久見833-1

TEL　0587-56-2847 TEL　0574-53-4131
FAX　0587-54-9627 FAX　0574-53-4114

 行政書士　住田達哉事務所  八千代スレート㈱ 建設業

　Ｌ住田　達哉 　所長 　Ｌ森　隆志 　代表取締役

〒483-8274 〒483-8374
愛知県江南市古知野町広見145 愛知県江南市宮田町久保見３３
TEL　0587-54-5180 TEL　0587-57-7211
FAX　0587-54-5102 FAX　0587-57-7212

 鈴村住建㈱ 　不動産業  ㈱ジェーケー・サービス

　Ｌ鈴村　正悟 　代表取締役 　Ｌ福田　直樹 　代表取締役

〒483-8205 〒483-8207
愛知県江南市古知野町小金147 愛知県江南市古知野町熱田20
TEL　0587-54-2254 TEL　0587-54-0500
FAX　0587-54-2126 FAX　0587-59-7182

 ㈱江南工業所 　金属加工業

　Ｌ杉本　規郎 　代表取締役
江南市マスコットキャラクター

〒483-8044
愛知県江南市宮後町砂場東421
TEL　0587-54-1429
FAX　0587-55-3595

杉原硝子㈱ ガラス・サッシ販売  ㈲なかね呉服店 小売業

　Ｌ杉原　徳哉 　代表取締役 　Ｌ中根　禎裕 　取締役社長

〒483-8167 〒483-8273
愛知県赤童子町南野1-2 愛知県江南市古知野町本郷34
TEL　0587-55-2134 TEL　0587-55-0137
FAX　0587-54-5313 FAX　0587-55-0138

「藤花ちゃん」

会 員 企 業 紹 介

水道工事

土木工事
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開会ゴング 1月11日(水) 第7回 理事会　AM１１：００～

国旗儀礼 第15３5回 例会　PM１２：１５～

国歌並びにライオンズクラブの歌 於：曼陀羅寺

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 １月１８日(水) 第15３６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

スピーチ　

愛知県議会議員　村瀬　正臣　様

報告事項 〈緊急連絡先〉

テールツイスターの発表 　幹事　Ｌ松岡　信孝　携帯　090ー7692－1796

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 

食事（持ち帰り） 

　Ｌ松井　義晴 　Ｌ佐藤　傳

　Ｌ青山　元造 　Ｌ波多野　貴章

　Ｌ片山　裕之 　Ｌ洞地　政秀

　Ｌ伊神　護 　Ｌ武馬　宏祐

　Ｌ金田　久光 　Ｌ船戸　和昭

　Ｌ中野　裕二 　Ｌ牛垣　和博

　Ｌ倉知　義治

　　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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１月行事予定

１．

２．

３．

４．

8．

５．

６．

７．

 現在の世帯主会員数

11．

12．

13．

14．

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 ３４名 ３６名

10．

１日

１５日

２６日

例会出席状況報告

第153３回 第１５３４回

1月ご結婚記念日おめでとうございます

67名６７名

1月お誕生日おめでとうございます

１日

１日

１日

２日

２日

１３日

１６日

１６日

１９日

２５日
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