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第974回6月度第一例会　会長挨拶
ライオンズクラブ国際協会　334A地区6R2Z　春日井中央ライオンズクラブ

出席状況
報告

第974回  6月度  第1例会   2019年6月13日（木）
〈会員総数〉54名　〈出席者数〉37名　〈欠席者数〉17名
〈例会出席率〉68.51%

ライオンズローア　伊藤L
皆さん、こんにちは。父の病気の件では、ご心配おかけいたしま
した。有り難うございました。3日間で検査手術し、退院致しまし
て、父のレバーを写真で見せました。5月28日火曜日に手術結果
を聞いて癌ではありませんでしたが8月まで手術をのばしていれ
ばどうなっていたかは分かりません。皆さん癌は「早期発見、早
期治療」がとても大切です。
ウォー

皆さん、こんにちは！本日はブラザークラブより沢山のご参加
を頂いております。まず、春日井ライオンズクラブより元６Ｒ・
２Ｚ・ＺＣ鳥居洋治Ｌ、第一副会長冨田真樹Ｌ、高い席から
ですが本日は御参加ありがとうございます。
続きまして、春日井けやきライオンズクラブより会長 堀尾泰
弘Ｌ・澤木信也Ｌ・林新吉Ｌ・林高広Ｌ、重ね重ねとなります
が、本日は御参頂き、ありがとうざいます。本日は短い時間で

すが、ゆっくりと当クラブの例会をお楽しみ頂き、それぞれクラブの活動に繋げて頂ければと思いま
す。また後程、春日井ライオンズクラブ第一副会長の冨田真樹Ｌにはスピーチをお願いしたいと思い
ます。冨田第一副会長リラックスしてよろしくお願い致します。
さて、われわれ執行部の任期も残すところ３週間となり、40周年節目の年がいよいよ終わるのだと、日
に日に感慨深いものを感じます。先日、本年度最後のガバナー諮問委員会が名鉄犬山ホテルで行わ
れ、新旧の役員があつまり、一年間の事業報告が行われました。一年間の奉仕活動を振りかえり思うこ
とは、盛大な記念事業もさる事ながら脈々と継続されてきた献腎献眼顕彰式やいい汗流そう大会など
の継続アクティビティを今年も繋ぐことが出来たという安堵感と、今後も継続していく責任感を感じた
次第です。諸先輩方の思いが詰まったこの奉仕を、今後も継続していくには、やはり春日井中央ライオ
ンズクラブの強みでもある会員相互の連帯感と、更なるメンバー増強であると実感した次第です。
また6月1日に春日井市の市制76周年記念式典が執り行われました。そこで今年度メインアクティビ
ティーにて春日井駅へ贈呈した時計塔が、市の発展に貢献したとして表彰されました。いくつかの団
体・企業がある中で、団体表彰では我々春日井中央ライオンズクラブ、企業表彰でも当クラブメンバー
の木野村巳Ｌが表彰され、2名で一緒に登壇できたことは、春日井中央ラインズクラブの存在感を大
きくアピールできたと思います。この時計の建造には、３年前より川口俊樹Ｌ・内海永住Ｌと沢山のメ
ンバーにご尽力いただいた結果完成することができました。とりわけ建造物の考案から行政との調整
と、プロジェクト発足当時からご尽力頂きました高柳守男Ｌには、心からの御礼と敬意を表したいと思
います。ありがとうございました。
結びに、いよいよ梅雨にはいりました。梅雨の晴れ間の美しい青空に夏らしさを覚える今日ですが、今
月もどうぞお体を大切にお過ごしください。ありがとうございました。



春日井中央ライオンズクラブ６月新旧定例理事会

会長
幹事
議事録作成者
議事録署名者

Ｌ山田  実
Ｌ前田  朗
Ｌ小松  隆義
Ｌ川口  俊樹
Ｌ成瀬  祐一

《日時》 2019年6月13日（木）PM2：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

退会について
Ｌ鳥居  道昭、Ｌ長谷川  碩登
7月初旬に退会者の送別会を予定している

1.
承認

2. その他

春日井中央ライオンズクラブ６月新旧定例理事会

次期会長
次期幹事
議事録作成者
議事録署名者

Ｌ村山  和幸
Ｌ灰﨑  信吉
Ｌ加藤  太
Ｌ丹羽  洋士
Ｌ田中  智司

《日時》 2019年6月13日（木）PM2：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

収支予算書について1. 承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

3. 誕生日・結婚祝　祝い品について

4. 次年度入会金について　昨年同様20,000円

5. 上半期スケジュール表について

6. 緊急連絡網について

7. 今期メインアクティビティ予算について

8. 新旧合同臨時理事会開催について
7月5日（金）　日比野　午後5時30分受付、6時開始　登録料：5,000円

9. その他

2. 夏期家族会予算について



６月結婚祝

おめでとうございます

水永 敦（あつし）・美津子（みつこ）　29日

６月誕生祝

4日

6日

14日

19日

30日

伊藤　篤子 （あつこ）

杉田　貴信 （たかのぶ）

福岡　嗣人 （つぐひと）

中村　紳 （しん）

杤本　雅尚 （つねなお）

おめでとうございます



皆さん、こんにちは
春日井ライオンズクラブ第一副会長冨田真樹です。後、半月後
ですが私自身にアクシデントや不祥事が無い限りは多分57代
会長に就任する事になると思います。5年前程に、幹事をさせ
てい頂き、その当時の加藤太会長、山田実幹事には大変お世話
になりました。あの年は4クラブ合同事業という事で春日井中
央ライオンズクラブさんの主導でLCIFの資金を活用してフィリ

ピンに助産施設を作るという大きな事業がありました。幹事として係わらさせていただき非常に思い出
に残る年になりました。本当にお世話になりました。あの時の山田幹事が、もうすでに会長を終えようと
しているという事で、年齢を聞きましたら私より一回り以上若いという事で、後どうするのですか？是非、
ガバナー、国際会長を狙って下さい。
春日井中央ライオンズクラブさんとの係わりについて、少しお話したいと思います。結成と同時に、父は
春日井中央ライオンズクラブさんに籍を移しました。私自身、子供達とクリスマス家族会などに行かせて
頂いておりました。平成3年7月7日に父が他界いたしました。父の遺志を尊重して、母や姉の了承をとり
献眼をさせていただきました。何故、春日井中央ライオンズクラブのメンバーではないのかという事で
すが、当社の顧問税理士が春日井ライオンズクラブのメンバーでしたので、タイミングで入会しました。
同じ春日井の地で、奉仕活動を一緒にしておりますので、5年前のフィリピンでの4クラブ合同事業の様
に奉仕の和を春日井中に広げていけたらと思っております。有り難うございました。

会員スピーチ　冨田真樹L

６月度第１例会  ドネーション

本日、春日井中央ＬＣへ、例会出席出来ましたお喜びで
多額のドネーション頂きました。

本日、春日井中央ＬＣでスピーチをさせて頂くお喜びで
多額のドネーション頂きました。

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

本日、春日井ＬＣ、春日井けやきＬＣより多数のブラザーメンバーを
例会にお迎えできたお喜びで！

Ｌ山田  実

春日井ＬＣ元ＺＣ鳥居ＬＣ，第一副会長冨田Ｌと春日井けやきＬＣ会長
堀尾Ｌはじめ３名のメンバーの方にお越し頂いたお喜びと、山田会長の心
づかいに感謝します。ありがとうございます。

Ｌ村山  和幸

本日、ライオンズローアをさせて頂きます。有難うございます。Ｌ伊籐  麻美

５４歳の誕生日をお祝いして頂いたお喜びで！Ｌ杤本  雅尚

先日行われました、名古屋城北ＬＣの後藤Ｌのエイジシュート記念コンペ
に優勝してしまいました。メロンも美味しく頂き有難うございました。

Ｌ磯村  延宏

先日，待望の第一子が、誕生したお喜びで！！！Ｌ清水  義博

本日、ブラザークラブの皆様に多数参加頂いたお喜びで！！Ｌ前田  朗

久しぶりに参加できたお喜びで！

￥20,000

￥10,000

￥10,000

￥10,000

￥10,000

￥10,000

￥5,000

￥5,000Ｌ成瀬  祐一

先日のゴルフにて、宇佐見Ｌから、頂いた分全てドネーション致します。Ｌ金林  文達

久しぶりに参加できたお喜びで！

￥3,000

￥1,000Ｌ泉  希望子

春日井けやきＬＣ

〃

〃

〃

会長 Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

堀尾 泰弘

澤木 信也

林 高弘

林 新吉

春日井ＬＣ 冨田 真樹



■クラブホームページ http://www.kasugai-chuo-lions.com

Company  Information
企業は地域に貢献し親しまれています

発　行　所　春日井中央ライオンズクラブ
事　務　局　春日井市鳥居松町５-４５ 春日井商工会館内 TEL 0568-84-0585 FAX 0568-82-0220
会　　　長 Ｌ山田　実 ㈱アイチ金属　　　　名古屋市北区五反田77  　 TEL 052-909-5600
幹　　　事 Ｌ前田　朗　　 ㈱フロンティア　　　名古屋市中区錦3-10-14 協和錦ビル4F　TEL 052-961-5592
マーケティング・コミュニケーション委員長  Ｌ村瀬　太一 ㈱ナチュラルハート　名古屋市守山区小幡中2-20-22    TEL 052-715-5963

例会プログラム

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

開会のゴング

国旗に敬礼

国歌並びにライオンズヒム斉唱

ライオンズの誓い及びスローガン唱和

会長挨拶

幹事報告

出席100％賞

テールツイスターの時間

出席状況報告出席委員長

新旧バッジ交換

本年度役員退任挨拶

次年度役員新任挨拶

次年度幹事報告

ライオンズロ－ア

閉会のゴング

第975回 6月度 第2例会　　　　　　
《日時》 2019年6月22日（土）PM5：30～
《場所》 ホテルプラザ勝川

懇親会プログラム

1.

2.

3.

4.

5.

6.

開会のことば

乾杯の音頭

食事タイム

余興

ライオンズローア

閉会のことば

春日井市松新町１－４

ルネック２階

TEL〈0568〉27－8784

FAX〈0568〉27－8468

　パートナー

　泉　希　望　子

名城法律事務所　春日井事務所

春日井市坂下町３ー652－５

TEL〈0568〉88－6186

FAX〈0568〉88－6276

　代表取締役

　伊　藤　篤　子

旅行・電化販売・人材派遣

(有)ネオチューブ
(株)ネオジャパン

本　社 西春日井郡豊山町大字豊場
営業所 字八反107
       TEL〈052〉903－3058（代）
       FAX〈052〉903－3338
事務所 西春日井郡豊山町大字豊場
　　　 字沢口80
       TEL〈0568〉29－2220（代）
        FAX〈0568〉29－3838
　代表取締役

　伊　藤　麻　美

株式会社　山   武
名古屋市中央卸売市場
　　               北部市場

GOOD MORNING 暮らしの食卓を支えるおはよう企業
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