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「未来に向かって、感動の奉仕に  ウィ・サーブ」
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「明るい未来  明日に向かって  ウィ・サーブ」

第989回

新年例会



■第988回1月度第1例会 会長挨拶 L村山和幸■
明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれ
ましては、希望に満ちた新年を迎えられたことを心よりお
喜び申し上げます。
昨年は皆様に大変お世話になり、上半期の行事、アクティ
ビティとメイン事業も無事に終えることができました。本
当にありがとうございました。又、年末のクリスマス家族
会にはたくさんの方々にご出席いただき、重ねて御礼申
し上げます。
今年度、下半期も執行部一丸となって一生懸命クラブを

盛り上げていきたいと考えておりますので、皆様方のより一層のお力添えとご指導いただけますよう、本年も何
卒よろしくお願い申し上げます。
「一年の計は元旦にあり」と申します。皆様もきっと素晴らしい計画を立てられたと思います。例会に参加し皆様
と共に奉仕活動をする中で、お互いに協力し合い今年も元気で素晴らしい1年にしたいと思います。この後も、
今年の干支鼠年の6名の方の干支祝いがありますので皆様、一緒にお祝いいたしましょう。
そして本日この後の懇親会では、春日井警察署交通課長･生活安全課課長をお迎えし、余興では正月ならでは
の、おめでたい席ですので、木遣り歌と昨年の月見例会でご好評を頂いた、L高柳のご指名の木幡直希君の歌
を披露させていただきます。
本日の木遣り師は、私の住む豊山町の木遣り保存会の皆様です。木遣りとは、平安時代より神社造営の神木など
を大勢で運ぶ時や、重い物を引き揚げる時に掛けられる掛け声が起こりだとされています。掛け声が時代の流
れによって江戸中期から労働歌の一つとして木遣り歌に代わり、今では棟上げや、おめでたい正月、結婚式、新
築祝いなど祝儀歌としても定着して今日に及んでいます。
私の住む豊山町では江戸時代から続く厄除け神事に披露されています。厄除け神事とは、厄を払う厄除け祭り
の一つで、数えの25歳の前厄と41歳の初老、42歳の本厄、43歳の跳厄、60歳の還暦、77歳の喜寿、88歳の米寿、
99歳の白寿と、各年代がお宿を作り、各お宿で餅をつきリヤカーに大鏡餅を乗せ、木遣り歌とともに町内を練り
歩き、道中で厄を皆さんにもらってもらうために、お菓子やお酒などを振舞いながら神社にお餅を奉納して無
病息災を祈る祭りです。私の説明では分かりにくいので、昨年の私の還暦の時の厄祭と木遣り歌のビデオをご
覧ください。
【ビデオ鑑賞5分間】　
ご清聴ありがとうございました。後ほどの懇親会をお楽しみいただき、今年最初の皆様とのひと時を大いに楽し
みたいと思います。結びに、この一年が皆様にとって実り多き年であることを願い、新年の会長挨拶とさせてい
ただきます。ありがとうございました。

出席状況
報告

第988回  1月度  第1例会   2020年1月9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%



ライオンズローア Ｌ西田昭夫

明けましておめでとうございます。旧年中はいろいろ
とお世話になりました。今年も宜しくお願いします。
皆さんは楽しくお正月を過ごされましたでしょうか？
　私はお墓参りと神社へ初詣に行っただけで、三が
日はおろか、五日まで寝正月で過ごしておりました。
今年1年がどういう年になるかわかりませんが、昨
日、中東ではアメリカとイランの軍事衝突があった
り、レバノンではカルロス・ゴーン氏が記者会見を
行って自分勝手なことを言っていたりと、正月早々か
ら騒がしいニュースが飛び交って、皆さんの耳にも

入ってきているとは思いますが、我々もこの1年間、村山会長のもと、あと6ヶ月ですが、頑張ってまいりたい
と思います。それでは元気よく、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。

干支のお祝い

干支のお祝い　Ｌ伊藤一城 干支のお祝い　Ｌ西田昭夫

干支のお祝い　Ｌ金林文達

干支のお祝い　ローア 一斉

干支のお祝い　Ｌ加藤利尚

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



結婚記念日・誕生日のお祝い

結婚記念日のお祝い　Ｌ前田朗 結婚記念日のお祝い　Ｌ宇佐見淳

結婚記念日のお祝い　ローア 一斉

メルビン・ジョーンズ・フェロー　アワード受賞

メルビン・ジョーンズ・フェロー
アワード受賞
Ｌ宇佐見淳

1月誕生日のお祝い　Ｌ金林文達

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

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）



1月度第1例会 ドネーション

春日井警察署署長
岩本一也　様　 ¥10,000 　本日は所要の為、出席することが出来ず申し訳ございません。
Ｌ村山和幸 ¥20,000 　明けましておめでとうございます。昨年は会員の皆様には、大変お世話
　　　　　　　　　　　　になりありがとうございます。本年もよろしくお願いします。
Ｌ灰﨑信吉 ¥10,000 　新年あけましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　本年も宜しくお願い申し上げます。
Ｌ加藤　太 ¥10,000　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
Ｌ宮道佳男 ¥10,000　年末に、東海テレビでデヴィ夫人と共演できました。
Ｌ伊藤一城 ¥10,000　ねずみ年の年男です。何となく淋しいですね！！
Ｌ小松隆義 ¥10,000 　本日出席の皆様、新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致し
　　　　　　　　　　　　ます。村山会長後の半分、頑張って下さい。
Ｌ西田昭夫 ¥10,000　今年１年元気に明るく過ごせるように。
Ｌ前田　朗 ¥10,000 　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　また、結婚記念日のお祝いを頂きましたお喜びで！！
Ｌ髙山幸雄 ¥10,000 　明けましておめでとうございます。会長という大役が、だんだんと迫っ
　　　　　　　　　　　　て参りました。緊張しております。本年もよろしくお願い致します。
Ｌ村瀬太一 ¥10,000 　あけましておめでとうございます。ローア御指名ありがとうございます。
Ｌ宇佐見　淳 ¥10,000 　結婚記念日のお祝い有難うございます。
Ｌ金林文達 ¥10,000 　誕生日と新年のお喜びで。今年もよろしくお願い致します。
Ｌ田中智司 ¥5,000 　明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

1月定例理事会

会長　　　　 Ｌ村山  和幸
幹事　　　　 Ｌ灰﨑  信吉
議事録作成者 Ｌ加藤  太
議事録署名者 Ｌ川口  俊樹
議事録署名者 Ｌ村瀬  太一

《日時》 2019年1月14日（火）13：30～
《場所》 春日井商工会議所

１.　第三副会長及び次期執行部について
　　第４２代　会長　髙山幸雄

２.　四半期会計報告について　
　　　　　
３.　クリスマス家族会会計報告について

４．　中部経済新聞社「明日をひらく愛の環境づくり」特集広告掲載について
　　　　　　１５，０００円（消費税別）

承認

承認

承認

承認



新年例会　懇親会

テールツイスター　L田中智司 計画委員長　L丹羽洋士

ゲスト歌手　木幡直希様

メンバーによる歌の共演

懇親会　ライオンズローア　Ｌ村瀬太一

メンバーによる歌の共演

メンバーによる歌の共演

来賓　春日井警察署生活安全課長 三浦久直様
交通課長 馬場信幸様



新年例会　懇親会

来賓挨拶 春日井警察署生活安全課長 三浦久直様 懇親会　乾杯　Ｌ福岡嗣人

豊山町　木遣り保存会の皆様

会長　L村山和幸

会計　L加藤太

木遣り歌の披露

幹事　L灰崎信吉

ライオンテーマー　L内海永柱



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ヒム斉唱

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．食事タイム

７．会員スピーチ

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－ア

12. 閉会のゴング

第989回 1月度 第2例会
《日時》 令和２年１月23日（木）12：30～
《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

春日井市熊野町3133－４

TEL〈0568〉87－6789

FAX〈0568〉87－6760

　社　　長

　水　谷　隆　之

有限会社 真栄建設
土木 ・ 建設 ・ 不動産

春日井市稲口町１－４－３

TEL〈0568〉35－7555

FAX〈0568〉35－7554

　代表取締役

　水　永　　　敦

           プラスチック製品の特許相談・企画から

デザイン製品設計、技術相談、試作、量産、商品化まで

有限会社
K I T

名古屋市中区丸の内２－18－22
三博ビル８F（桜通伏見日銀前）
TEL〈052〉203－1090
FAX〈052〉201－7429

所　　長

　宮　道　佳　男

宮道佳男法律事務所


