
第1526回 例会　PM12:15～

　2022～2023年度　第1017号 第1537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、明けましておめでとうございます。
　例会にご出席いただきありがとうございます。
　相変わらずコロナウィルス感染が広がっていますが、有効な治療薬が
早くできるといいですね。
　今日は、愛知県議会議員の村瀬正臣先生に愛知県のお話を伺います。
日本の人口減少が止まりません。昨年から今年にかけて６２万人も減ったそ
うです。鳥取県の人口が５５万人ですから、鳥取県が一つ消えたことになり
ます。防衛費の増額も大事ですが、この問題は、あるいはもっと大事かも
しれません。いずれにしろ税金が上がる可能性があるなら、国民自身の真剣
な議論が必要だと思います。

第１５３５回例会　会長挨拶　　１月１１日（水）　曼陀羅寺

江南商工会館2023年2月1日(水)
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　　　全国から見た愛知県、愛知県から見た江南市、また江南市周辺市町の

　　人口動態などについて様々な統計を基に説明をいただきました。

　　人口減少がつづくなかでも悲観すること無く、地域で考えながら尾張地域

　　を活性化してゆく事などのお話をいただきました。

第１５３５回　例会　　２０２３年１月11日（水）　　曼陀羅寺

御祈祷

スピーチ　　愛知県議会議員　村瀬　正臣　様

曼陀羅寺本堂での御祈祷の様子
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第１５３５回　例会　　２０２3年１月11日（水）　　曼陀羅寺

L村瀬　正臣　

会員慶祝　

１月お誕生日おめでとうございます。

１月ご結婚記念日おめでとうございます。

ライオンズローア
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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。
　うれしい報告があります。昨日、江南警察署の感謝状贈呈式があり 
江南ライオンズクラブもいただきました。交通安全活動などこれからも
協力していきたいと考えています。
　今日は、江南警察署長の加藤貞夫様に警察活動についてお話を伺います。
　ある環境問題の専門家がこんなことを話してくれました。
　「お祭りが無くなると公害問題が起きる。」地域社会に無関心な住民が
増えて、共同体としての行事ができなくなるようになると、変なトラック
が出入りしていても気が付かず、ごみの不法廃棄などの事件が起きる。
　私の住んでいる五明は、かって家々に鍵をかけなくても安全でした。
今やそんなところは数少なくなりました。犯罪防止に警察もよくやってい
ただいていますが一番有効なのは、地域の人の目だといいます。地域社会
の協力が必要だと思います。
　ライオンズクラブの役割の一つかもしれません。どうぞよろしくお願い
いたします。

第１５３6回例会　２０２３年１月１８日（水）　江南商工会館　　

会長挨拶
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　事件、事故による被害拡大の防止や犯人の逮捕等のための初動警察活動

　などについて、ご自身の経験をもとにお話をいただきました。

第１５３6回　例会　　２０２3年１月１8日（水）　　江南商工会館

スピーチ　　江南警察署長　加藤　貞夫　様

記念品贈呈
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第１５３６回　例会　　２０２3年１月1８日（水）　　江南商工会館

L和田　政明

感謝状をいただきました。

愛知県江南警察署より感謝状をいただきました。　

ライオンズローア
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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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3,000
松岡　信孝 会報に写真掲載の喜び 3,000

会報に写真掲載の喜び 3,000

伊神　武司 会報に写真掲載の喜び 3,000

船戸　和昭

会報に写真掲載の喜び 3,000

3,000
洞地　政秀 会報にPR記事掲載の喜び 3,000
加藤　徳弥 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

会報に写真掲載の喜び 3,000
渡辺　俊也

会報にPR記事掲載の喜び

伊神　護

3回目

会報に写真掲載の喜び

細川　幸弥 会報に写真掲載の喜び

石井　公久
佐藤　全宏

会報に写真掲載の喜び 3,000
松井　義晴

奥村　悠二 会報に写真掲載の喜び

3,000
会報に写真掲載の喜び 3,000

3,000

多和田　芳樹 会報に写真掲載の喜び 3,000

会報に写真掲載の喜び

会報に写真掲載の喜び

3,000

3,000

倉知　義治

3,000

福田　直樹 3,000

岸　信勝 会報に写真掲載の喜び

64年度累計

菅原　勝八 会報に写真掲載の喜び 3,000
橋本　芳博

会報に写真掲載の喜び 3,000

3,000

3,000
3,000

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

青山　和男 会報に写真掲載の喜び 3,000

130,000
1,885,000

伊神　武司 第３回ゴルフ大会準優勝の喜び 3,000
東　茂 会報にPR記事掲載の喜び 3,000

松岡　信孝 クリスマス例会無事終了の喜び 3,000
松岡　信孝 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
松岡　信孝 会報にPR記事掲載の喜び

ＬＣＩＦ 1,000ドル献金

3,000多和田　芳樹

10,000

3,000

東　茂 会報に写真掲載の喜び 3,000

３回目

１１回目

１８回目

７回目
3回目

杉本　規郎 会報にPR記事掲載の喜び

単位：円
                                                  第15３５回例会ドネーション　　

3,000

会報にPR記事掲載の喜び
福田　直樹 会報にPR記事掲載の喜び

倉橋　克行 会報に写真掲載の喜び 3,000

和田　政明 第２回麻雀大会優勝の喜び 3,000

小塚　善弘 会報に写真掲載の喜び 3,000

小計

杉本　規郎 会報に写真掲載の喜び 3,000
洞地　政秀 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

会報に写真掲載の喜び
会報に写真掲載の喜び

丸尾　猛 会報に写真掲載の喜び
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 ㈱ヤジマ 　水道工事業  たつみ堂Ｂ＆Ｓ　小売販売業

　Ｌ小林陵二郎 　専務取締役 　Ｌ前田　哲郎　
〒483-8044 〒483-8141

愛知県江南市宮後町砂場東261 愛知県江南市布袋町西布95

TEL　0587-54-0227 TEL　0587-55-3265

FAX　0587-54-0510 FAX　0587-55-5165

 ㈱天錦 　飲食業

　Ｌ浅井 真一郎 　　取締役

　愛知県の花 〒483-8205
愛知県江南市古知野町小金101

　　カキツバタ TEL　0587-55-0333
FAX　0587-55-0347

 司法書士 こいけ事務所 司法書士  ㈱ケイズ・ジャパン 　サービス業

　Ｌ古池　秀年 　代表 　Ｌ片山　裕之 　代表取締役

〒483-8273 〒483-8248
愛知県江南市古知野町本郷210番地 愛知県江南市五明町天王25番地
TEL　0587-56-0711 TEL　0587-54-8756
FAX　0587-56-0712 FAX　0587-54-8805

 永井建設工業㈱ 　建設業  ㈱林本組 　建設業

　Ｌ永井　敦基 　代表取締役 　Ｌ林本　剛幸 　代表取締役

〒483-8257 〒483-8077
愛知県江南市上奈良町豊里107番地 愛知県江南市草井町千代見108番地
TEL　0587-54-8801 TEL　0587-54-8222
FAX　0587-59-8176 FAX　0587-54-8246

会 員 企 業 紹 介
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開会ゴング ２月1日(水) 第８回 理事会　AM１１：００～

国旗儀礼 第15３７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 ２月１５日(水) 第15３８回 例会　PM１２：１５～

物故ライオンに黙祷 四クラブ合同例会　ホスト　江南LC

会長挨拶 於：名鉄小牧ホテル

会員慶祝　

算賀年寿のお祝い ２月２０日(月) 第３回ガバナー諮問委員会　１Z・２Z

審議事項 於：ホテルプラザ勝川

・2022～2023年度　中間決算・監査報告について

・2023～2024年度　次期六役選任について

・2023～2024年度　次期江南LC役員選任について

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細川　幸弥 　Ｌ伊神　武司

　Ｌ鈴村　正悟 　Ｌ岸　信勝

　Ｌ橋本　芳博 　Ｌ小塚　善弘

　Ｌ多和田　芳樹 　Ｌ杉浦　功人

　Ｌ浅井　真一郎

　Ｌ中島　正雄 　Ｌ酒井　暢也

　　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 ２月行事予定

１．

２．

３．

４．

８．

９．

５．

６．

７．

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚・糖尿病予防のお願い

 

第153５回 第153６回

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

例会出席状況報告

２月お誕生日おめでとうございます

２月ご結婚記念日おめでとうございます

９日

１７日

２１日

２３日

１日

２日

 本日の出席数 ３７名 ２３名

67名67名 現在の世帯主会員数 ２日 １４日

１４日

１５日

２３日
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