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■第994回6月度第2例会 会長挨拶 L村山和幸■

出席状況
報告

第994回  6月度  第2例会   2020年6月20日（木）
〈会員総数〉48名　〈出席者数〉41名
〈欠席者数〉7名　  〈例会出席率〉85.42%

　皆様こんにちは、本日は私が会長として任期最後

の例会になりますが、こうして沢山のご出席頂きあ

りがとうございます。昨年7月に春日井中央LCの41

代会長に就任させて頂き、何も分からないところか

らスタートをしましたが、支えて頂いた執行部の皆

様、理事、各委員長の皆様、そして会員の皆様方に

は一年間大変お世話になりました。私の会長スロー

ガンは昨年5月に元号が平成から令和に変わり、令

和元年という新しい未来のスタートとして「明るい

未来、明日に向かって、ウィサーブ」を掲げさせて頂き、クラブ運営そして奉仕活動と会員皆様のご理解と

ご協力に支えられて参りましたが、2月より新型コロナウイルス感染症拡大の影響で例会や全ての会議、

イベントが中止となりました。しかし、有難いことに昨年7月から今年2月までに計画していた全ての事業

は行えて、本日ここに最後の会長挨拶が出来ることに感謝いたします。

　6月17日に当クラブの最終ゴルフコンペ、取切戦が行われました。この取切戦の優勝カップは昨年7月

に私なりに考えさせて頂き、用意しました。優勝カップの代わりに、木彫りのドンペリをカップに見立て、

副賞には18K.・24Kのペンダントトップ、さらに副賞としてタイガーアイで作った貔貅（ひきゅう）です。ご

存知のようにタイガーアイは金運や仕事運を高め、願望の達成をサポートしてくれる石として、また光の

反射によって虎の目のように見えることから、古くより虎の目の如く、すべてを見通す目と考えられてきま

した。その石で貔貅を作りました。貔貅は神様の使い神獣（しんじゅう）で龍の9番目の子供です。お金を

食べる神様で雄がお金を探して食べ、そして雌が財産を守る神です。雄雌共にお尻の穴がないのは財産

を逃がさない為です。その貔貅のお尻をなぜると食べたお金は持ち主の財産になると言われていますの

で、優勝されたL前田朗、どうか大切にしてください。

　私事ではありますが、父が6月16日に老衰で他界しました。享年92歳という年齢まで私たち家族には苦

労や心配を掛けることなく、まさに天寿をまっとうした人生であったことは子として何よりの慰めです。も

ちろん覚悟はしておりました。前日の夜までは普段と何も変わること無く、普通の状態だったそうですが、

16日朝には眠るように安らかな最期だったのも、穏やかな父でこそ、残された者達への気遣いだったと

感じています。しかし、ただ辛かったのは20日前に入院をしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響

で病室に入れず、最期を看取ることが出来なかったことです。現在のような状況下ですので、葬儀は密葬

で行うか家族葬で行うか大変迷いましたが、皆様にも父との最後のお別れをして頂きたく、執り行わせて

頂きました。当クラブの皆様からも沢山の供花、葬儀に参列して頂きありがとうございました。皆様のお陰

で無事に送ることが出来ました。

　話しは変わりますが、本日も前例会同様、最終例会に華を飾って頂く新入会員をお迎えすることが出来

ました。この後、坂口道典さんの入会式を執り行いますので、宜しくお願いします。
　そして次回からは高山会長初め執行部の皆さんの一年がスタートします。どうか今期にも増して皆様

のご支援とご協力を賜りますようにお願いします。皆様には一年間大変お世話になり、貴重な経験を与え

て頂き本当にありがとうございました。心より感謝を申し上げまして今期最後の会長挨拶とさせていただ

きます。ご清聴ありがとうございました。



6月度第２例会 ドネーション

Ｌ村山和幸       ¥50,000     坂口道典Ｌ入会おめでとうございます。木野村Ｌガバナーを引き受けた頂きありがとう
                                                  ございます。父の葬儀が無事終わり、会員の皆様ありがとうございました。そして
                                                 皆様、１年間本当にお世話になりました。
Ｌ木野村好己  ¥100,000   春日井中央ライオンズクラブに入会して３４年、６月１１日の元会長回、理事会に於いて
                                                 全員一致でガバナーに推していた出来喜びにたえません。今後共、皆様の御指導、
                                                 ご協力をお願い申し上げます。
Ｌ前田　朗          ¥30,000   村山会長はじめ執行部の皆さん一年間お疲れさまでした。また６月１７日に行われた
                                                       今期最後のゴルフ部会コンペでは、ゴルフ部会会長という立場にも関わらず優勝して
                                                      しまいました。夜の懇親会会場にて表彰式を執り行う際、ゴルフ部会幹事金林Ｌには
　　　　　　　　　　   「会長～空気読んでくださいよ～」と言われまったくその通りと反省しています。
　　　　　　　　　　　　が！！　優勝は優勝として頂けるものは頂きます。あしからずご容赦ください。m(__)m
Ｌ宮道佳男         ¥10,000 コロナの退散を祈って。
Ｌ谷井外二        ¥10,000   この一年間は前半は順調に、後半はコロナで休息。記念に残る一年となる。ＬＣ活動も
                                                 経済活動も一日も早く本来の姿に戻ってくれることを祈る。改めて村山会長始め執行部
                                                 の皆さん一年間お疲れ様！ご苦労もあるけどいい勉強にもなりましたね。お世話になりました。
Ｌ小松隆義         ¥10,000   村山会長１年間お疲れさまでした。最後にコロナの為十分貴方の力を発揮出来なかった
                                                            事は残念であったと思います。しかし、その分は次期髙山会長と執行部の役員の皆様
                                                            が十分カバーして頂ける事と期待をしております。髙山丸の出港お目出度うございます。
                                                            １年間頑張ってください。
Ｌ西田昭夫         ¥10,000  最終例会になりました。会長以下役員の皆様、大変御苦労様でした。来期新会長の元
                                                      頑張ってください。
Ｌ加藤　太         ¥10,000  昨夜、開幕戦でドラゴンズが勝利し家内が大変喜びました。家内の喜びは私の喜び、
                                                     ドネーションします。
Ｌ杉田貴信         ¥10,000    村山会長１年間ありがとうございました
Ｌ伊藤麻美         ¥10,000  村ちゃん！執行部の仲間たちの皆さん一年間お疲れ様でした。コロナで何回か例会が中止
                                                      となりましたが最終例会皆の笑顔がみれて良かったです。一年間出席委員長としてお世話
                                                                   になりました、ありがとうございました。
Ｌ福岡嗣人         ¥10,000  村山会長はじめ執行部の皆さん一年間お疲れさまでした。
Ｌ山田　実         ¥10,000    村山会長お疲れさまでした。近年まれに見ぬ大変な年でしたが、楽しい一年にして
                                                  頂きありがとうございました。
Ｌ髙山幸雄         ¥10,000    村山会長と執行部の皆様、１年間御苦労様でした。
Ｌ灰﨑信吉         ¥10,000   １年間皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。また、坂口さんが入会して頂いたお喜びで。
Ｌ丹羽洋士         ¥10,000   村山会長１年間お疲れさまでした。坂口Ｌ入会おめでとうございます。貴重な経験をさせて頂き
                                                                                       皆様有難うございました！
Ｌ内海永柱         ¥10,000   一年間、村山会長の元でライオンテーマーを務めさせて頂きありがとうございました。
Ｌ成瀬祐一         ¥10,000   一年間ありがとうございます。ありがたい仲間がいるお喜びで。
Ｌ川口俊樹         ¥10,000     村山会長、一年間お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。
Ｌ大久保冨啓    ¥10,000     村山会長、執行部の皆様１年間お疲れ様でした。
Ｌ中村　紳         ¥10,000     いつもカッコいい村山会長、お疲れ様でした。
Ｌ小嶋隆司         ¥10,000   村山会長、執行部の皆様、１年間有難うございました！！
Ｌ谷内　量         ¥10,000   坂口Ｌ入会おめでとうございます。又、本日の最終例会を向かえられたことそして、村山会長を
                                                                            はじめ執行部の皆さん１年間ありがとうございました。
Ｌ小山貴次         ¥10,000   坂口Ｌ入会おめでとうございます。これからは〃ライオンマンとして協力し合い仲間と共に
                                                                  切磋琢磨していきましょう。
Ｌ安藤英樹         ¥10,000   坂口Ｌご入会おめでとうございます。動機として共に歩んで参りましょう。
Ｌ坂口道典         ¥10,000   本日は入会させて頂きまして、ありがとうございます。今後共宜しくお願い致します。
Ｌ田中智司         ¥10,000     村山会長、一年間お疲れさまでした。一年間テールツイスター務めさせて頂きありがとう
                                                 　　　　　　　　　　　  ございました   。また坂口Ｌが入会されましたお喜びで。
Ｌ吉田智雄               ¥5,000     １年間ありがとうございます。



出席１００％賞

入会式
・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

L村山  和幸

L丹羽  洋士

L灰崎  信吉

L川口  俊樹

L伊藤  麻美L冨田  義信

L加藤  太

L前田  朗

坂口と申します。本日はありがとうございます。生成術でいうところの一流万倍の日という日らしいです。この日
に蒔いた種が数年後に実を実らせるという意味で非常に高いエネルギーのある日だということです。このような日
にご縁をいただきましてこちらのクラブの方に入会をさせていただきました事、ありがたく感謝申し上げまして、
私のできる限りの奉仕をさせていただく事をお誓いさせていただきます。本日はありがとうございました。

新入会員　Ｌ坂口道則挨拶

100%出席
おめでとうございます



バッジ交換

ライオンズローア L加藤 太

みなさんこんにちは本年度会計を務めさせていた
だきました加藤太です。
メンバーの皆さんにはこの一年間、村山会長はじめ
執行部に温かいご理解、そしてご協力を賜りありが
とうございました。おかげをもちましてクラブ運営
が退化なく遂行できたと思います。執行部一同後悔
などあろうはずがありません。
そうだろうみんな？

（執行部の一部がワンテンポ遅れて「おう！」を返す。会場が温かい笑いに包まれる）

すみませんもう一度。打合せが悪かったもので。

後悔などあろうはずがありません。
みんなそうだろう？

（執行部がそろって「おう！」を返す）

失礼いたしました。

悪手はあります。
冒頭に村山のあいさつで会長から言われてように先日お父様がご逝去なされました。
心からご冥福をお祈り申し上げます。そして見た目気丈なふりをして見えますけど、やはり村山会長も深
い悲しみ、そして落ち込んでいらしゃる事と思いますのでメンバー一同で元気を取り戻していただくため
に励ましのロア一斉を行いたいと思います。

よろしくお願いいたします。ウオ～～～～！
ありがとうございました。
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新役員就任の挨拶

会長　Ｌ髙山幸雄
１年間、会長として全力で取り組みます。皆様のご協力とご支援をよろしくお願いします。

幹事　Ｌ村瀬太一
今年度、幹事を務めさせて頂きます村瀬太一です。
社会奉仕クラブも一人として。奉仕の意味を深く理解する様に努めていきますのでご指
導の程、よろしくお願いします。

会計　Ｌ冨田義信
この度、会計を仰せつかりました。在籍２４年になりますが、三度目の会計です。会長の
髙山Lを幹事の村瀬Lと共に補佐して参ります。宜しくお願い致します。

ライオン・テーマー　Ｌ長谷川弘尚
今年度、髙山会長の下、ライオン・テーマーを仰せつかりました。
一年間、髙山会長を支えしっかりと盛り上げて参りますので、皆様の温かいご協力を賜り
ます様、宜しくお願い致します。

テール・ツイスター　Ｌ小嶋隆司
本年度、髙山会長のもとテール・ツイスターを拝命しました小嶋隆司です。当クラブに入
会し４年目を迎え、皆様との親睦をより深めることを大切に、そして、We　Serveの精神を
忘れず、私自身も楽しみながらこの一年間の活動に邁進してまいります。皆様のご諡号ご
鞭撻、そして、沢山の『お喜び』を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

計画委員長　Ｌ田中智司
本年度、計画委員長を仰せつかりました。例会をより楽しく、そして皆様がますます集える
ような場所にしていきたいと思っております。髙山会長を盛り上げていきますので、一年
間どうぞよろしくお願い致します。

マーケティング・コミュニケーション委員長　Ｌ谷内　量
この度マーケティング・コミュニケーション委員長をやらせて頂きます谷内です。どうぞよ
ろしくお願い致します。今世界はコロナショックでコミュニケーションの方法に大きな変
革を求められています。ライオンズクラブも例外ではないと思います。ダーウィンの進化
論ではありませんが強いものが生き残るのではなく変化に対応できるものが生き残ると
私も思います。マーケティング・コミュニケーション委員会が春日井中央ライオンズクラブ
をコミュニケーションの部分で引っ張っていけるよう「ワクワクさ、新しさ」で貢献してまい
りたいと思います。大きなことを申しておりますがまだまだ未熟ものですが頑張って参り
ますので皆様からのご指導ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。



前期役員退任の挨拶

会長　Ｌ村山和幸

幹事　Ｌ灰﨑信吉

会計　Ｌ加藤太
新型コロナウイルスの感染拡大で例会が余儀なく中止となったことが、とても心残りです
が「終り良ければ総て良し」。一年間クラブ運営に携わることができ大満足です。村山会長
はじめ執行部の皆さん、大変お疲れ様でした。

ライオン・テーマー　Ｌ内海永柱
村山会長のもと、ライオン・テーマーを務めさせていただきました。
不手際な点も多くありましたが、会員の皆様の温かいご支援・ご協力のおかげで、一年間
無事に終えることができました。心より感謝申し上げます。

テール・ツイスター　Ｌ田中智司
本年度、村山会長の下テール・ツイスターをさせて頂き、会員の皆様には大変お世話にな
りました。一年間活動をする中で、色々な経験ができ、大変有意義な一年でした。皆様の
お気持ちで多くのドネーションをしていただきありがとうございました。

計画委員長　Ｌ丹羽洋士
一年間本当に有難うございました。計画委員長を経験させて頂き、運営側に立つ事で新
しい視点を持たせて頂きました。会員の皆様、例会運営のご協力有難うございました。村
山会長、機会を頂き有難うございました。

村山会長の下、ＭＣ委員長という役職を担い大変貴重な経験をさせて頂くことができま
した。そして、会員の皆様におかれましてはご理解とご協力を賜り、厚く御礼と感謝を申し
上げます。一年間ありがとうございました。

マーケティング・コミュニケーション委員長　Ｌ川口俊樹

昨年 7月に春日井中央ライオンズクラブの 41 代会長の大役をお受けして、あっという
間の一年でした。「明るい未来・明日に向かって・ウイサーブ」のスローガンを掲げ、
L灰崎幹事、L加藤会計、4役の執行部の皆様初め、会員の皆様方のご理解とご協力に
支えられ、コロナウイルスの影響で三ヶ月近くクラブの例会が出来ませんでしたが、
計画した全ての事業、奉仕活動や、クラブ運営を終えることが出来ました。又、私な
りに精一杯の努力し、多くの経験と貴重な勉強をさせて頂きました。そして、楽しま
せて頂きこの一年間本当にありがとうございました。

コロナ禍の中でライオンズクラブ活動が、満足に出来なかった事が少し残念ではあり
ます。
ただ幹事という立場でライオンズクラブ活動を経験させて頂きました事は、大変良い
勉強となりました。至らぬところもありましたが、寛容な気持ちで許して頂いた事に
感謝申し上げます。皆様には大変、お世話になりました。ありがとうございました。



春日井中央L Cゴルフ部

6月17日
オールドレイクゴルフ倶楽部
結果報告

　　　優勝　L前田朗
　　　ＢＢ  L灰崎信吉 
　　　取切戦     優勝   L前田朗

ゴルフ部会からのご案内

ゴルフ部会 会長    L 福岡 嗣人
幹事 L 磯村 延宏 近年ゴルフ部会では若い会員も多く参加されております。入会
年度が浅く ても是非会員になっていただき、一緒に楽しい時間を過ごせたらと思
いま す。本年度 1年間よろしくお願いします。



懇親会

リワインドヨーヨー様による世界チャンピオン技は素晴らしかったです。

とこなめ煙突バンド様による昭和歌謡曲を堪能しました。

春日井の矢沢永吉登場で会場は大変盛り上がりました。

村山会長胴上げ



7月誕生祝

10日　内海  永柱
13日　坂口  道典
18日　宇佐見 淳
20日　伊藤 一城
24日　松野 裕介

7月結婚祝

３日  川口俊樹  留美様
（るみ）   

おめでとうございます

8

8

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

L谷内 量

■ 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髙山 幸雄 (株)昌和警備保障 春日井市篠木町5-1311-244 TEL0568-81-7330
■ 幹事 L村瀬 太一 (株)ナチュラルハート 名古屋市守山区小幡中2-20-22 TEL052-715-5963

(株)ウインマネジメント 春日井市白山町2-15-18  TEL0568-52-3702

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

第995回 7月度 第1例会
《日時》 令和２年7月9日（木）12：30～
《場所》 ホテルプラザ勝川

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．春日井ＬＣ会長挨拶　　　
７.     春日井けやきＬＣ会長挨拶
８．食事タイム
９．誕生日、結婚記念日のお祝い
10．幹事報告
11.    テールツイスターの時間
12．出席状況報告
13．ライオンズローア　     　 
14．閉会のゴング　

例会プログラム

《日時》 2020年7月3日（金）18：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１．収支決算書について
２．収支予算書について

会長　　　　 Ｌ髙山  幸雄
幹事　　　　 Ｌ村瀬  太一
議事録作成者 Ｌ冨田  義信
議事録署名者 Ｌ伊藤  麻美・Ｌ谷内  量

承認

承認

7月新旧合同臨時理事会

小牧市中央１－231－１
TEL〈0568〉72－2181
FAX〈0568〉72－2590

　理事　審査部長

　小　池　元　裕

東春信用金庫

一宮市大毛八幡21番地
TEL〈0586〉51－2212
FAX〈0586〉51－2116

　会  長

　北 川 昇 二

株式会社 北東工業

春日井市大和通２－41－１
第２リーディングビル
TEL〈0568〉34－0077
FAX〈0568〉34－0071

　代表取締役

　木野村　好　己

            土地・建物を快適に活用する。       




