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「明るい未来  明日に向かって  ウィ・サーブ」

第988回 新年例会

クリスマス家族会



■第987回12月度第2例会 会長挨拶 L村山和幸■
皆様こんにちは。本日はクリスマス家族例会に会員の皆
様、ライオンレディーの皆様、そして、ご家族の皆様、沢山
のご出席ありがとうございます。ライオンレディーとご家
族の皆様には、日頃より我々ライオンズクラブ活動にご理
解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
12月13日に当クラブ今年最後のゴルフコンペがありまし
た。優勝されたL宮道おめでとうございます。そのあとの
ゴルフ部忘年会では、女性会員にも多数参加して頂き、
楽しいひと時を過ごすことができました。ありがとうござ

いました。
そして、本日はこの場をお借りして、皆様と共にお祝いしたいメンバーがいます。金婚式を迎えられたL小松隆
義と奥様・梅子様。銀婚式を迎えられたL小池元裕と奥様・美和子様、L前田朗と奥様・貴子様、以上の方々を皆様
と一緒にお祝いさせて頂きたいと思います。
さて、一年が経つのはあっという間ですね。私が今年度会長に就任して半年が過ぎようとしておりますが、振り
返って見れば夏期家族会に始まり、9月には春日井市役所においての『世界平和ポスター』の展示、そして9月22
日には中日新聞の近郊版にも取り上げて頂いた当クラブのメイン事業でもある『献眼・献腎・顕彰式』がありま
した。
10月15日には柏原小学校での薬物乱用防止教室の実施、10月19日には春日井まつりでの献血運動にメンバー
33人の協力と呼びかけにより113名と多くの方々から貴重な血液を提供して頂く事ができました。本当にありが
とうございました。
11月9日には福祉の集いでの献血運動、11月23日には障害者と一緒に落合公園で『いい汗流そう大会』を開催
しました。障害者やご父兄の方々の笑顔が嬉しかったですね。
皆様と思い出を作った広島でのアジアフォーラムでは、ほとんどが徒歩移動でしたが皆さんで一生懸命歩きま
したね。笑いと感動をありがとうございました。
11月18日には今期のメインアクトとしての春日井市役所に『車椅子10台寄贈』を行いました。このことも中日新
聞の近郊版に掲載され、春日井中央ライオンズクラブの良いＰＲになったと思います。
今年最後のアクティビティは、L杤本委員長のもと『年末交通安全運動』を行いました。美園幼稚園と当クラブの
メンバーが一体となり交通安全の呼びかけをして頂きありがとうございました。他にも2回の持ち出し例会と
色々なアクティビィティを皆さんの協力で進めさせて頂き、達成感と思い出を作る事ができました。まだまだ半
年ですがありがとうございました。故L亀山もこの会場のどこかで見てくれていると思います。L亀山や皆さんに
喜んで頂けるかわかりませんが、今日のクリスマス例会は7役一同で皆さんに楽しんで頂けるように企画いたし
ましたので、今年の思い出の一日にして頂ければと思います。是非お楽しみください。
最後になりますが、2019年もあと10日です。残り少ない今年を、今日という一日を、皆様と一緒に思いっきり騒
いで楽しんで2019年を皆様と共に、笑って走り切りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

出席状況
報告

第987回  12月度  第2例会   2019年12月21日（木）
〈会員総数〉49名　〈出席者数〉38名
〈欠席者数〉11名　  〈例会出席率〉77.55%



YCE交換留学生　帰国報告　前田美佑奈さん

この度、春日井中央ライオンズクラブ様よりアメリカ
のコロラド州に派遣をさせて頂きました、前田美佑
奈（みゆな）です。今回の派遣で私はたくさんの事物
を見たり、感じたり、体験することができました。先
ず、私が派遣前に立てた目標からお話をさせて頂き
ます。私が決めた目標は、自ら積極的に異国の方と関
わることでした。結果を言うと、その目標は達成する
ことができました。ですがコロラドに着いた時はとて
も不安と緊張でホストファミリーの方とも会話があま

り上手くできませんでした。そんな私が目標を達成できたのはホストファミリーのおかげでした。コロラド
に着いた初日にホストファミリーの友人宅でのホームパーティーに連れて行ってもらいました。そこで私
はたくさんの方と出会いました。不安と緊張が残っている中、ホストファミリーとその友人たちは私にとて
も優しく接して下さり、いつの間にか私の不安と緊張は消えていました。翌日からはホストファミリーともた
くさん会話をしました。そしてホストファミリーだけではなく、近所の方や、スーパーで働いている方、通り
すがる方にも挨拶をしました。すると、挨拶を返してくれました。私はそれをとても嬉しく感じ、帰国するま
で毎日続けました。他にも日本語を英語に変換することが難しく、言葉が上手く成り立たない時は、異国の
方々は、待っていてくれたり、逆にサポートもしてくれました。そのことがあり、帰国してからは、私の行動が
変わりました。例えば、街で困っている外国の方を見かけたら、自分から話し掛けに行ったり、派遣前には
あまりしていなかった家のお手伝いをしたり、朝起きる時に、今までは家族に起こしてもらっていたことも、
自分で起きる習慣を身に付けるようになりました。他にもたくさんの物事が派遣後にできるようになり、こ
の経験がとても活きていると思いました。最後に春日井中央ライオンズ様、およびライオンズクラブの皆
様、この度、私に貴重な体験をさせて下さって本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございまし
た。

ライオンズローア　L宮道佳男

先ほどの村山会長の挨拶にもありましたが、今年も
あと10日で終わりです。来年も希望のある一年であ
りますことを祈念いたしまして、ローアを一斉したい
と思います。ウォー!! ありがとうございました。



結婚して50年が経ちました。50年というのは短いよ
うで長かったですね。横におります、女房には感謝、
感謝、感謝、また感謝しかありません。一つだけお話
をしますと、当クラブのゴルフ部会に女房も参加させ
て頂いておりますが、最初は私が女房にゴルフを教
えたんですが、今では私が女房に教えてもらう立場
となりました。そのように50年が過ぎました。本日こ
のように皆様にお祝いをして頂いて誠にありがとう
ございました。

■金婚式のお祝い　Ｌ小松隆義　奥様・梅子（うめこ）様■

東春信用金庫の小池でございます。今日はこのよう
なお祝いをして頂きありがとうございます。8月の
MRJの見学会の時に、村山会長が奥様に毎日おにぎ
りを作ってもらっていて、通算4000個になるとお
しゃっていましたが、私も毎朝、妻におにぎりを1個
作ってもらっています。数えると1000個くらいになる
と思いますが、4000個目指そうとすると定年まで毎
日4個ずつ食べていかないと追いつきませんが、定
年までおにぎりを作ってもらえるように、健康に気を
つけて、仲良く暮らして行きたいと思います。本日は
ありがとうございました。

■銀婚式のお祝い　Ｌ小池元裕　奥様・美和子（みわこ）様■

結婚して25年が経ちました。先ほど、私の結婚式の二
次会に出席して頂きましたL木野村に「よく持ったな
あ」と言われました。春日井市に引っ越して来て20
年、ライオンズクラブに入会して13年が経ちました。
思えば妻との25年のうち、かなりの年数を春日井で
過ごしたなと、もう十分に春日井市民になれている
のではないかと思っています。これからも、この地域
でライオンズ活動を通じて貢献して行きたいと思い
ます。本日はありがとうございました。

■銀婚式のお祝い　Ｌ前田朗　奥様・貴子（たかこ）様■

金婚式のお祝い

銀婚式のお祝い



12月度第2例会 ドネーション

Ｌ小松隆義　　  ¥100,000　本日、結婚 50 年を迎え金婚式を皆様に祝って頂き、大変有難うござ
　　　　　　　　　　　　  います。
Ｌ村山和幸 ¥50,000 　クリスマス例会に沢山の出席ありがとうございます。今年は、学びの年
　　　　　　　　　　　　であり、良い一年で有りました。ありがとうございます。
Ｌ宮道佳男 ¥20,000 　ゴルフコンペで優勝しました。東海ＴＶデビィ夫人特番に出演しました。
　　　　　　　　　　　　１２月３０日午後４時４０分放映します。笑い話ですのでご覧ください。
Ｌ前田　朗 ¥20,000 　銀婚式をお祝い頂きありがとうございます。又クリスマス例会家族で参加
　　　　　　　　　　　　できましたお慶びで。
Ｌ谷井外二 ¥10,000 　小松梅ちゃんとの会話「ウチの人って外では皆から「お宅のダンナさんと
　　　　　　　　　　　　ても優しくていい人ですよね」と褒められるけど実は、家に入って座って
　　　　　　　　　　　　しまったら全く動こうとしません。近くにある物でも「おい、それ、あれ
　　　　　　　　　　　　！」といった具合です」と。改めて小松Ｌへ　もう五十年の亭主関白は今
　　　　　　　　　　　　日で終わりにしましょうか。明日からは、家に入ったらたまには電子レン
　　　　　　　　　　　　ジでお茶を温める事位はやって下さい。昔から「年を重ねてからが夫婦と
　　　　　　　　　　　　いいます」よ！これからの人生いつまでも仲良く助け合って幸せに生きて
　　　　　　　　　　　　下さい。改めで五十年金婚式誠に、おめでとうございます。
Ｌ木野村好己 ¥10,000 　クリスマス例会に家族揃って元気に参加出来たお喜びで。私は、前田Ｌの
　　　　　　　　　　　　結婚式に参加していまして、あれから２５年、早いですね。
Ｌ瀧本安隆 ¥10,000 　金婚式を迎えられた小松Ｌ、銀婚式を迎えられた前田Ｌ、小池Ｌおめでと
　　　　　　　　　　　　うございます。そして、メリークリスマス！
Ｌ加藤　太 ¥10,000 　孫の笑顔に癒されます。そのお喜びで。
Ｌ伊藤麻美 ¥10,000 　メリークリスマス！！　皆さん、健康に気を付けて忙しくなるであろう
　　　　　　　　　　　　年末を乗り切りましょう！！
Ｌ福岡嗣人 ¥10,000 　家族全員でクリスマス会に参加できたお喜びで。
Ｌ髙山幸雄 ¥10,000 　執行部の皆さんのご努力で盛大なクリスマス例会が出来ましたお慶びで。
Ｌ杤本雅尚 ¥10,000 　１２月７日チビッコ交通安全運動多数参加ありがとうございました。また、
　　　　　　　　　　　　家族でクリスマス会に参加出来たお喜びで。
Ｌ灰﨑信吉 ¥10,000 　クリスマス例会に、大勢の方に参加して頂いたお喜びで。
Ｌ長谷川弘尚 ¥10,000 　息子と出席できる喜びで！！
Ｌ内海永柱 ¥10,000 　皆様とクリスマス例会を迎えられた喜びで！！
Ｌ小池元裕 ¥10,000 　銀婚式を祝って頂きありがとうございます。
Ｌ谷内　量 ¥10,000 　家族と一緒にクリスマス例会に参加出来たお喜びで。
Ｌ成瀬祐一 ¥5,000 　家族でクリスマス例会に今年もできたお喜びで。
Ｌ小嶋隆司 ¥5,000 　役員の皆様、クリスマス会の準備ありがとうございました。参加させて頂
　　　　　　　　　　　　きましたお慶びで！！
Ｌ清水義博 ¥5,000 　クリスマス会に参加出来たお喜びで。
Ｌ加藤利尚 ¥5,000 　クリスマス会参加のお喜びで。サンタの役目をしっかり努めます。
Ｌ小山貴次 ¥5,000 　本日は、クリスマス例会のサンタクロースのご指名ありがとうございます。



クリスマス家族会
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1月誕生祝

11日　金林　文達
17日　谷内　量
19日　水谷　隆之
24日　杉浦　秀樹

干支のお祝い

L西田 昭夫　84歳
L伊藤 一城　84歳
L杉田 貴信　60歳
L金林 文達　48歳
L谷内　量　 48歳
L加藤 利尚　48歳

1月結婚祝

15日　前田　朗　　　貴子様（たかこ）
18日　宇佐見　淳　　紀子様（のりこ）
24日　木野村好己　　美千代様（みちよ）
28日　磯村　延宏　　美樹様（みき）

おめでとうございます

クリスマス家族会



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

例会プログラム

１．開会のゴング
２．国旗に敬礼
３．国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
４．ライオンズの誓い唱和とスローガン唱和
５．会長挨拶
６．干支のお祝い
７．誕生日、結婚記念日のお祝い
８. 幹事報告
９. テールツィスターの時間
10．出席状況報告
11．ライオンズローア
12．閉会のゴング

第988回 1月度 第1例会（新年例会）
《日時》 令和２年１月９日（木）17：30～
《場所》 ホテルプラザ勝川

Ｌ川口　俊樹

■ 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

■ マーケティング・コミュニケーション委員長

■ 会長 Ｌ村山　和幸 （株）村山工務店 西春日井郡豊山町豊場中之町192-2 TEL 0568-29-0380
■ 幹事 Ｌ灰崎　信吉 （株）丸信 春日井市松河戸町4133-2 TEL 0568-29-7788

スペースデザイン（株） 春日井市鳥居松町6-50-2  三原ビル鳥居松102 TEL 0568-37-2731

http://www.kasugai-chuo-lions.com是非、ご覧ください
クラブホームページ

今後のスケジュール

名古屋市中区錦３－10－14

協和錦ビル４F

TEL〈052〉961－5592

FAX〈052〉961－5593

　代表取締役

　前　田　　朗

株式会社 フロンティア
一般労働者派遣事業

春日井市六軒屋町６－109

TEL〈0568〉81－9349

FAX〈0568〉81－9900

　所　　長

　福　岡　嗣　人

福岡嗣人税理士事務所

春日井市松河戸町694番地

TEL〈0568〉81－7238

FAX〈0568〉83－7734

　代表取締役

　長谷川　弘　尚

長栄鉄工株式会社

懇親会プログラム

1．開会のことば
2．会長あいさつ
3．来賓あいさつ
4．乾杯の音頭
5．食事タイム
6．余　　　興
7．ライオンズローア
8．閉会のことば


