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第994回 例会

入会式



■第993回6月度第一例会 会長挨拶 L村山和幸■
　皆様こんにちは。朝晩の気温差が激しい中ですの

で体調も崩しやすく、また目に見えない紫外線はこ

の時期一番強いと言われます。そして日中の気温も

30度近くに上り、初夏の到来を感じる今日この頃で

す。東海地方は今日から梅雨入りしましたが、お足

元の悪い中にも関わらず、本日も多数の会員の皆

様のご出席ありがとうございます。

5月25日に日本全国で新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う緊急事態宣言が解除され6月1日より少し

ずつではありますが、各企業、各店舗で営業が再開出来た矢先に北九州や東京ではクラスターが発生し、

私達にも第2波が来るのではないかと、とても心配している中での例会開催ですので前回同様、本日も密

にならない様、座席も十分に間隔を取って例会を開催させていただいております。

さて、本日は大変喜ばしく3名の新入会員をお迎えすることが出来ました。1月31に入会希望者オリエン

テーションを開催し、5名の方にご出席頂いた中で、皆さんにはライオンズクラブとは何か、また春日井中

央ＬＣの活動や事業を十分に理解して頂き4名の方に入会して頂く運びとなりました。本来なら2月の第

二例会と3月の第一例会に4名の方の入会式を行う予定でしたがコロナウイルス感染症拡大の影響でラ

イオンズクラブの例会が中止となり、入会して頂く新入会員の方々には大変長らくお待たせして、本当に

ご迷惑をお掛けしました。本日ここに、安藤秀樹様、松野裕介様、前田廣宣様、3名の入会式を執り行いま

すので宜しくお願いいたします。

過日、5月22日にＬ高山次期会長の下、次期役員、次期運営委員長、並びに次期事業委員長会議が開催さ

れました。それぞれに抱負を語られ、まさに準備万端に次年度の新たな船出をするばかりとなっておりま

す。

結びとなりますが、梅雨の季節に入り蒸し暑い日が続きます。どうか体調管理に気を付けて頂き、6月20日

（土）に最終例会をここ勝川プラザホテルに於いて行いますので、今年度最後の例会は是非とも全員出席

をして頂けますようお願い申し上げまして、本日の会長挨拶とさせていただきます。

6月度第一例会 ドネーション

Ｌ村山和幸       ¥20,000      新入会員の安藤英樹 L、松野裕介 L、前田廣宣 L入会おめでとうございます。
                                                 一日も早く我々の仲間と友情を深め奉仕活動にも積極的に参加されます様、
                                                 お願いします。
Ｌ伊藤一城       ¥10,000     前回ローアをさせて頂きました。ドネーションを忘れていましたので今日させて頂きます。
Ｌ木野村好己   ¥10,000     新入会員が３名入会して頂いたお喜びで。
Ｌ瀧本安隆       ¥10,000     新入会員が３名入会して頂いたお喜びで。
Ｌ杉田貴信       ¥10,000   誕生日お祝いありがとうございます。
Ｌ伊藤麻美       ¥10,000     ３名の入会者を迎えることができ、大変喜ばしい事です。
Ｌ前田　朗       ¥10,000  新入会員、前田 L, 安藤 L、松野 L入会おめでとうございます。
Ｌ福岡嗣人       ¥10,000   お誕生日のお祝いをして頂きありがとうございます。
Ｌ山田　実       ¥10,000　  ３名の新しい仲間を迎えることができたお喜びで。
Ｌ髙山幸雄       ¥10,000       ローアの指名を頂きましてありがとうございます。



出席状況
報告

第993回  6月度  第一例会   2020年6月11日（木）
〈会員総数〉48名　〈出席者数〉39名
〈欠席者数〉9名　  〈例会出席率〉81.25%

6月度第一例会 ドネーション

Ｌ杤本雅尚       ¥10,000 　 ５５才の誕生日のお祝いと新入会員３名の入会のお喜びで。
Ｌ村瀬太一       ¥10,000  　３人の新入会員をお迎え出来たお喜びで。
Ｌ宇佐見  淳     ¥10,000    この度、友人の松野さんが入会されました。宜しくお願いします。
Ｌ川口俊樹       ¥10,000    前田廣宣L、安藤英樹L、松野裕介Lお三方の入会のお喜びで。
Ｌ中村　紳       ¥10,000    誕生日お祝いありがとうございます。
Ｌ加藤利尚      ¥10,000       久しぶりの例会出席できました。新入会の方々のお祝いします。
Ｌ安藤英樹       ¥10,000 　 春日井中央ライオンズクラブに入会で来たお喜びで。
Ｌ松野裕介       ¥10,000  　 本日、春日井中央ライオンズクラブに入会することになりました。宜しくお願いします。
Ｌ前田廣宣       ¥10,000    春日井中央ライオンズクラブに入会出来ましたお喜びで。今後とも宜しくお願い致します。
Ｌ水永　敦       ¥5,000    新入会員安藤さん、松野さん、前田さんおめでとうございます。
Ｌ田中智司       ¥5,000    安藤 L、松野 L、前田 L、入会おめでとうございます。これからも宜しくお願い致します。

ライオンズローア L高山幸雄

　今日は私の警備業界のお話をさせていただきま
す。つい半年前までは警備業界は深刻な人手不足
でした。ハローワークでも警備、介護、物流は3大人
材難と言われておりましたが、新型コロナウィルス
感染症拡大以降、リーマンショック以上の不況によ
る影響で求人応募が急増しております。特に外国人
の応募者が目立ちます。過去バブル崩壊やリーマン
ショックの頃に応募が殺到した時は、日系ブラジル
2世の方が多かったです。警備業界は公安委員会が

監督官庁なので、その当時警察署に確認を取ったところ業法上は特別いけないことではないが、あまり
勧められませんという内容で、要はダメという回答でした。今回改めて警察署に確認を求めたところ、就
労ビザの確認と日常会話程度ができれば問題ないという回答で、政府の方針も随分変わったものだなと
感じておりました。そんな中、一人の日系3世のペルー人が応募にやって来ました。身長195センチ、体重
110キロの大きな青年は言葉の端々に「アリガトウゴザイマス」、「ガンバリマス」、「ヨロシクオネガイシマ
ス」と一生懸命に丁寧な言葉を使います。ついつい可愛く感じて即採用しました。弊社では採用後に事前
に制服の採寸に事務所に来てもらいますが、採寸当日は制服メーカーさんにも立ち会ってもらいました。
ズボンは何とかサイズがありましたが、上着の合うサイズがどうしても無くて、特注で作ってもらうことに
しました。これからの梅雨、真夏の季節は雨カッパや空調服が必需品となりますが、こればかりは特注サ
イズがオーダーできなくて困っておりました。するとペルー人の青年は、「ボク、アツクテモ、ガマンシテ、
ガンバリマス」と健気な事を言いましたが、どうなるかと今から頭を悩ましております。後日談は機会があ
りましたらということで、それではローア一斉を宜しくお願いします。ウォー!! ありがとうございました。



会員スピーチ 　L水永　敦

　会員スピーチということで、貴重なお時間を頂戴
したので二つのことをお話させていただきます。本
日は入会式もありましたので、一つ目は自己紹介と
いたしまして、私は春日井中央ＬＣに入ってもうす
ぐ20年が経ちますが、入会した時に知っている人は
Ｌ木野村だけでした。多くは知らない年配の方ばか
りで、30代は私一人、40代にＬ杉田ともう一人いて、
あとは50代、60代、70代、80代でした。正直、最初は
えらい所に来てしまったなと思いました。今は若い

メンバーも随分増えましたので、今日入会された方たちはそんな風には感じていないと思います。
そして二つ目は、私がライオンズクラブに入った時に抱いた気持ちを今日入会された方たちにお伝えし
て、ライオンズクラブ活動への不安を払拭して頂こうと思います。知り合いが居るとは言えやはり不安が
あると思います。
私が最初に感じたことは、例会でのセレモニー、そして入会式をした時は何かの宗教団体かと思いまし
た。もちろん変な宗教団体ではありません。れっきとした奉仕団体です。長年続けていればちゃんと分かり
ます。
次に感じたことは、年配のお金持ちの方ばかりで、すごくお金が掛るのではないかと不安でしたが、基本
的には年会費だけで、あとは自分の志くらいですので決してお金が掛る訳ではありません。
次に感じたことは、当時は怖そうな人や、例会中に怒鳴る人、たまに例会が紛糾する場面もありましたが、
今は平和で楽しい会ですので安心して下さい。みんな立派な経営者ばかりで学ぶところが沢山あります。
次に出席率についてですが、私の他の勉強会団体では出席率をすごく厳しく求められますが、ライオンズ
クラブは一人一人が責任ある経営者という立場でお付合いをして頂けるので、そこは自己判断でコント
ロールして出席して頂ければ宜しいかと思います。
次にクラブの活動についてですが、アクティビティと言いますが、献血運動、夏季家族会、クリスマス家族
会、アジアフォーラムといった聞き慣れない言葉で何をしているのかと思われるでしょうが、全てボラン
ティア活動に繋がっておりますので、もちろん自分の出来る範囲で十分です。是非参加もして下さい。
最後に私の個人的な想いです。元々、名古屋生まれ育ちのよそ者の私に取ってこのクラブは大袈裟です
が故郷みたいなものです。春日井市に地元感を育んでくれて地元と言える人間関係や様々なつながりを
作ってくれました。
そしてライオンズクラブからは他の勉強会団体などでは学べない多くのことを学ばせてもらいました。私
は宣言できます。死ぬまでライオンズクラブを辞めません。そんな想いを持っている一人です。こんな想
いを今日入会されたＬ安藤、Ｌ松野、Ｌ前田の皆さんといつか共有できる日を楽しみにしておりますの
で、今後とも宜しくお願いします。ご清聴ありがとうございました。

・日本水環境事業株式会社　代表取締役　坂口道典（さかぐち　みちのり）
　　　　
　　　　スポンサー　L小山貴次

6月20日入会式



6月結婚記念日のお祝い　L水永敦

6月誕生日のお祝い　L杉田貴信

6月誕生日のお祝い　L中村　紳

6月誕生日のお祝い　ローア一斉

6月誕生日のお祝い　L福岡嗣人

6月誕生日のお祝い　L杤本雅尚

6月第一例会　例会風景

6月結婚記念日のお祝い　ローア



入会式



春日井中央ライオンズクラブ６月新旧定例理事会

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丹羽  洋士
議事録署名者 Ｌ川口  俊樹

《日時》 2020年6月11日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１．   終身会員について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　加藤建武Ｌ（1984.10入会） ・  谷井外二Ｌ（1985.3入会） ・ 西田昭夫Ｌ（1994.11入会）

２.　姉妹都市市民の会特別団体会費（令和２年度会費）について
　　　　２０,０００円　
　　　　　
３.　３３４－Ａ地区ガバナーの推薦について
                  Ｌ木野村好己を春日井中央ライオンズクラブから推薦する

承認
承認

承認

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　　髙山　幸雄
次期幹事　　村瀬　太一

《日時》 2020年6月11日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１．   収支予算書について

２. 　誕生日・結婚祝　祝い品について

３.　次年度入会金について　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 昨年同様　２０，０００円

４．   上半期スケジュール表について

５. 　緊急連絡網について　

６.　今期メインアクティビティ予算について　　　　　　　
　　　　着ぐるみ　１体　・懸垂幕　３枚　春日井警察署へ贈呈
　　　　８２０，０００円

７．   例会１０００回記念　記念品について　　　　　　　　　　　
　　　　ボールペン　６０本　　３６０，０００円
　　　　※９月２４日（木）1000回記念例会（ナイト例会）予定
　　　　場所　クラブ ドゥ クレール迎賓館（JR神領駅南口より徒歩３分）

８. 　新旧合同臨時理事会開催について　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日時　２０２０年７月３日（金）　     午後５時３０分～　受付　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   午後６時～　　　  例会・懇親会
                 場所　ホテルプラザ勝川　　　 
                 登録料　６，０００円　

９.　ナイト例会について(夏期家族会延期)　　　　　　　　　　　　　　
                 日時　２０２０年７月２５日（土）  　 午後５時～　　      受付
　　　　　　　　　　　                                    午後５時３０分～    例会・懇親会
                 場所　ホテルプラザ勝川
                 余興代　１００,０００円　（ビンゴゲーム）          登録料　５,０００円　

承認
承認

承認

承認
承認

承認

承認

承認

保留



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

懇親会プログラム

第994回 6月度 第二例会
《日時》 令和２年6月20日（土）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

※今後の詳細情報にご注意ください。

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．ライオンズの誓い及びスローガン唱和　　
５．会長挨拶　　　　　
６．幹事報告　　　　　
７．入会式　　　　
８．出席100％賞　　
９．テールツイスターの時間　　  
10．出席状況報告  
11.    新旧バッジ交換
12.    本年度役員退任挨拶
13.    次年度役員新任挨拶
14.    次年度幹事報告　
15．ライオンズロ－ア　　　 　　
16.   閉会のゴング

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

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

１．開会のことば　　　　
２．乾杯　　
３．食事タイム
４．余興
５．ライオンズローア　　
６．閉会のことば　　

春日井市鳥居松町６－13

TEL〈0568〉81－2955

FAX　同　上

　代表取締役

　加　藤　　　太

　　　　　　玩具　プラモデル

(有)キ ラ ク ヤ


