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「未来に向かって、感動の奉仕に  ウィ・サーブ」
「ウィ・サーブ」

「明るい未来  明日に向かって  ウィ・サーブ」



第978回8月度第1例会 会長挨拶 会長 L村山和幸
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

皆さん、こんにちは。本日も多数の例会出席ありがとうござい
ます。また7月27日の夏季家族会の参加ありがとうございまし
た。まさかL木野村や皆さんがあそこまでTT兄弟に反応して
頂けるとは思いませんでした。一緒に楽しい思い出作りをあ
りがとうございました。
本日は、334A地区6R・2Z・ZC・L桑原克彦に春日井中央ライ
オンズクラブ8月第一例会に公式訪問を頂き誠にありがとう
ございます。L桑原にはZCという大役をお引き受け頂きあり

がとうございます。そして春日井けやきライオンズクラブは今年度25周年、誠におめでとうございま
す。我々春日井中央ライオンズクラブとしても大変喜んでおります。後ほどZCより今期の基本方針、活
動方針など詳しくご指導が頂けると思います。一年間よろしくお願いいたします。
本日の席次は前会長L山田の提案を参考に各事業委員会の席次となっております。事業委員長も私と
一緒で不慣れでありますが前年度の委員長に今期の副委員長をお願いしておりますのでアドバイス
を頂きながら各事業を盛り立てて行きたいと考えました。どうぞ同じテーブルの先輩ライオンの皆さ
ま、ご指導よろしくお願いいたします。
今日は8月8日と私の好きな番号の日です。末広がりの八が好きで私と妻の車、会社の車も全てのナン
バーは88で統一しています。今日の記念すべき日に例会が出来たこと、ZCの例会訪問と大変良い日
が迎えられたと思っています。しかし明日8月9日は７4年前、1945年のこの日午前11時2分に世界で2
発目となる原子爆弾が長崎に投下されました。たった6.2㎏のプルトニウムが約7万5千人もの尊い命
を奪ったのです。私は長崎県諫早市で生まれました。原爆の日、父は当時16歳で爆心地から数十キロ
離れた場所でしたので難を逃れましたが当時12歳だった母は家が稲佐山の麓でしたので爆心地から
余り離れておらず一瞬で家もすべてがなくなり大けがと辛い思いをしました。母は昔の事を今でも話
したがりません。思い出すのも辛いと思います。そして毎年思う事は9日早く戦争が終わっていれば広
島・長崎の犠牲者24万6千人の命が救えたのではないかそう思ってなりません。毎年8月15日は日本
人に命の大切さ、大きな気づきや反省を与えてくれていると思います。
話は変わりますが、次回の第二例会はMRJの見学となっております。家族会員の皆さんのご参加もよ
ろしくお願いいたします。最後になりますが、まだまだ暑い日が続きます。皆様にはくれぐれもご自愛
頂きこの夏を元気に乗り切って頂きますようご祈念いたしまして会長挨拶とさせていただきます。

8月度第1例会 ドネーション

本日は、春日井中央ＬＣへ、例会訪問出来ましたお喜びで。6Ｒ・2Ｚ・ＺＣ
Ｌ桑原克彦

多額のドネーションを
頂きました。

Ｌ川口 俊樹 ￥5,000 誕生日のお祝い有難うございます。

Ｌ吉田 智雄 ￥10,000 お誕生日を祝って頂き有りがとうございます。

Ｌ山田　実 ￥10,000 本日、6Ｒ・2Ｚ・ＺＣ桑原克彦ライオンをお迎えできたお喜びで！！

Ｌ小松 隆義 ￥10,000 本日は、桑原ＺＣをお迎えできたお喜びと、久しぶりにローアをさせて頂きます。

Ｌ村山 和幸 ￥20,000 夏期家族会には、台風にもかかわらず、沢山のご出席を頂き有難うございます。
又、本日はゾーンチャーパーソンＬ桑原克彦の例会訪問を頂き有難うございます。
一年間宜しくご指導をお願い致します。



出席状況
報告

第978回  8月度  第1例会   2019年8月8日（木）
〈会員総数〉50名　〈出席者数〉35名　〈欠席者数〉15名
〈例会出席率〉70%

久しぶりにこの席に立つと緊張するものですね。村山会長の
挨拶にも戦時中の話がありましたが、私の長兄が予科練に
行っておりまして明日出撃の日に終戦を迎えました。兄は戦
争から帰って来ても予科練での、戦争の話は一切しなかった
そうです。私が2歳の時でした。そんな事もありまして私は防
衛大学を志望しましたが受かりませんでしたので、今の仕事
をしております。さて今週はいろいろなニュースが飛び込ん
で来ました。月曜日にはスマイル・シンデレラで一躍脚光を浴
びました女子プロゴルフの渋野日向子選手が全英女子OPで

ライオンズローア　L小松隆義

の優勝でした。日本人がメジャー大会で優勝するのは樋口久子以来42年ぶり二人目の快挙でした。し
かも若干二十歳、プロ転向2年目の偉業です。私も日曜日の晩にテレビ中継を観ておりましたが途中
で寝てしまい翌朝のニュースを見てびっくりしました。そして小泉進次郎衆議院議員とニュースキャス
ターの滝川クリステルの結婚報道もビッグニュースでした。昨日は浅間山噴火と今週はいろいろと大
きなニュースが飛び込んで来ました。こんな暑い日ではありますが、皆さん頑張って暑い夏を乗り切ろ
うと、そしてZCのL桑原に声援を贈る意味を込めてローア一斉をしたいと思います。ウォー!!

8月8日　8月度定例理事会が開催されました。

誕生日のお祝い　Ｌ吉田智雄

キャビネット表彰　バッジ授与　ローア一斉

誕生日のお祝い　Ｌ川口俊樹

8月誕生日のお祝い　ローア一斉
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■ 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

■ マーケティング・コミュニケーション委員長
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西 春 店（0568)22-7770　岐阜・市橋店（058)277-7330

稲 沢 店（0587)33-5600　高 浜 店 （0566)54-0017

一宮木曽川店（0586)84-1110 安 城 店 （0566)96-6058
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   代表取締役会長

　 亀　山　　　隆

株式会社タートル
―衣裳 ・ 美容 ・ 撮影すべて揃った写真館―

        春日井店 春日井市上条町１－109
TEL （0568)81-2736　FAX （0568)82-1881

春日井市不二ガ丘１－34

TEL〈0568〉51－1571

FAX〈0568〉51－1876

　代表取締役

　金　林　文　達

株式会社 ダイカネ技建

春日井市鳥居松町６－50－２

TEL〈0568〉37－2731

FAX〈0568〉37－2732

　代表取締役

　川　口 俊　樹

スペースデザイン株式会社

例会プログラム

今後のスケジュール
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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

テールツィスターの時間

出席状況報告

ライオンズロ－ア

閉会のゴング

9/12（木） 6R・2Z合同例会 ガバナー公式訪問
　　　　　ホテルプラザ勝川
9/17（火） 9月度定例理事会　春日井商工会議所
9/22（日） 献眼・献腎・顕彰式典
　　　　　春日井市総合福祉センター
9/26（木） 9月度第二例会　ホテルプラザ勝川

10/10（木） 10月度第一例会　ホテルプラザ勝川
10/10（木） 10月度定例理事会　ホテルプラザ勝川
10/15（火） 薬物乱用防止教室　柏原小学校
10/19（土） 春日井まつり献血運動　春日井市役所
10/24（木） 10月度第二例会（月見例会）
　　　　　  日本料理大森（名古屋城前）

※ 例会終了後　食事タイム

※ 食事終了後　ＭＲＪ見学に行きます

第979回 8月度 第2例会 （ＭＲＪ見学例会）
《日時》 2019年8月22日（木）11：30～
《場所》 キッチン くま

8月定例理事会

会長
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内海  永柱・Ｌ田中  智司

《日時》 2019年8月8日（木）PM2：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

7. その他

承認
2. 春日井祭り協賛金について
　昨年 １００，０００円

承認
3. 福祉の集い協賛金について
　昨年 ２０，０００円

承認
5. ＬＣＩＦ１００ドル献金について
　１００ドル×５０名分

承認
4. 春日井スカウト団全国防災キャラバン
開催の後援について

6. 大橋壮樹Ｌ退会について 承認

承認1. 夏期家族会会計報告について




