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■第995回7月度第1例会 会長挨拶 L髙山幸雄■
　本日から1年間春日井中央ライオンズクラブの第

４２代会長を務めさせていただく事になりました。

入会してからおよそ７年半になりますが、自分が会

長として何か出来るかまだ自信はありません。一生

懸命勤めさせていただきますのでご指導よろしくお

願いいたします。３年半程まえに今はなき高柳ライ

オンから会長就任の話を薦められた時には頭の中

でとっさに何とかうまく言い逃れしようかと云う思

いがよぎりましたが、さすがに高柳ライオンから、腰

をすえて云われた時には蛇に睨まれた蛙状態でつい「はい、解りました」と返事をしてしまいました。

高柳ライオンはそのときに内のクラブには貴方が入会した後から新しく若い会員が多く入会してきてい

るし、後ろに若い人たちが控えている。今、会長をやらないと貴方だけ会長経験のないままで積み残して

いくことになると云われました。

　それから、第３副会長になってしばらくしてから、山田前々会長や、村山前会長からも云われのですが、

高山さんが会長になったら、若い人たちをいろんな役に起用してあげてくださいと云われていました。そ

うしないと若い人たちはクラブに魅力を感じなくなってしまうと。皆さまもご存じの事と思いますが、村山

会長は過去に他のクラブで大変なご苦労をされていまして、もう同じ思いはしたくないという気持ちが強

かったと思います。それは、村山会長が本当に一生懸命、会長としての職務に取り組む姿を見ていても充

分に感じることでした。

　また、第一副会長になってしばらくしてからです。まだ自分自身が何をどうするべきか　ハッキリしてい

ない頃に高柳ライオンからアドバイスを受けました。今思えば、あれが最後のアドバイスになりました。

「どうだ、何をやるかは決まったか？」と聞かれたのです。いえ、まだいろいろ迷っていますと答えました。

そのときに高柳ライオンから言われたのは「ライオンズの会長というのは、自分のことじゃなく、会のため

に、会がよくなる為に努力するのだよ」と教えられました。それで私の会長としての役割は、若い会員の皆

さんが５年先、１０年先にはクラブの中心となって、将来の春日井中央ライオンズクラブを活気あるクラ

ブとして盛り上げていける様に、今から各委員等の役に積極的に参加してもらい体験してもらう事としま

した。これは将来に向けて今からやってもらわなければならない大切な布石と思っています。そこで、これ

も以前に会長さんから用意していただいた、各委員会の引継ぎノートがありますが、私も積極的に活用し

ていきたいと思います。

　先日のガハナー訪問委員会でもこんな話が出ていました。例えば、薬物乱用防止教室の事案は、学校

への日程調整は４月の新学期が始まるとすぐに打ち合わせをしなければなりません。この時は前の委員

会の時期になりますので、今期の委員会は何も解らない訳です。引継ぎノートがあれば、この時期になっ

たら新旧の委員会での打ち合わせができると思います。
各委員会にこのような機能ができれば各事業がスムーズに受け継がれ、その時々の委員会の工夫で活気

のある委員会活動になっていくと期待しています。各委員会の委員長になっていただいた皆様には社会

奉仕活動に取り組む体験が出来るいいチャンスと受け止めて、積極的なご協力をお願いいたします。

　また先輩ライオンの皆様方にも折々にふれて、ご指導のほどお願いしまして、私の会長就任の挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。



ライオンズローア L谷井外二

　ライオンズクラブもこの７月の声を聞きますと全

国一斉に新しい役員が誕生するわけであります。我

がクラブも例外なく髙山新会長、そして執行部の皆

さん、委員長の皆さんがこうして顔ぶれが全部入れ

替わっている訳であります。

　この１年任期というのは非常にメリットの多い任

期でございます。というのは１年きりですから、それ

ぞれがそれぞれの役職を、ベストを尽くして努力で

きます。

もちろん仕事は優先して、大事なビジネスですけれども１年くらいならライオンズに提供しよういうこと

は、計画をすれば十分できるというふうに、私も経験上そういうふうに思っています。

　年度が替わって新役員が替わる。そうするとなんとなくクラブに新しい息吹が誕生し、新鮮味がでてき

ます。そしてまた楽しいことに、毎年の会長があるいは幹事が、計画委員長がどんな雰囲気でどんな形で

それぞれ人柄なり個性なり、そういうものを見るだけでも私は毎年楽しみにしておるわけです。

こうして役員が替わってくれないと、ずっとかわった挨拶はしないは、それほど活気のあるクラブにはなら

ないというふうに思います。

　身近な例を申しますと、前期会長幹事をやってみえました村山L、灰﨑L、たぶん在籍１０年前後はある

とおもいますけど。毎年例会をやることに顔を合わせれば「あ、こんにちは、ご苦労様です、よろしく」とい

う挨拶くらいでそれほど距離はなかなか縮まりません。親しくなることもなかなか難しいです。年齢差も

かなりありますので。こうして会長や幹事やそれぞれの役をやっていただければ、村山会長が当初第三会

長になった時に、彼の事あんまり詳しく分からないので、若干ご無礼ですがちょっと強面的なお顔をして

みえるし、どういう会長になられるのかなぁというそういう思いが、好奇心がありました。しかし現実にい

よいよその時がやってきて、村山会長の新会長の挨拶ということでじっくりと聞いておりました。今でも覚

えております。なかなか勉強してきているなぁ。やるなぁ彼はと。そしてまた灰崎幹事も流暢になかなか

声も良いし、顔も良いし、なかなかいい男だなぁ。こういう時代になったのだなぁということで、新鮮味が

あって、いい雰囲気の１年がこれできるなぁと大変楽しみしておりました。そして予定通り、終わり良けれ

ば全てよしの１年ではなかったかなぁというふうに思っております。ごくろうさまでございました。

　いずれにしてもこのライオンズは永遠に不滅です。毎年こうして新しい役員ができます。

　もしこういうお声がかかりましたら、快く、進んで、楽しんでお受けしていただきたい。必ず自分自身の

勉強にもなりますし、また、この経験がビジネスでも十分に活かされるものだというふうに思っておりま

す。もう時代も変わっております。これからの時代ということを言いながらもずっと５２番目の５０番目

で、あまり２７万円の会費はあまり元を取れません。やはり会費では十分、自分自身の人格の形成の為に

も勉強して、そしてライオンズらしい、会員として勤めていただきたいなぁというふうに思います。

　本日は改めて両クラブにおきましては公式訪問をご丁寧に本当にありがとうございました。

　すこしご苦労することもあると思いますけども、楽しんでライオンズを頑張っていただければといい

かぁと思います。本日はありがとうございます。

　三クラブをまとめて、ますます当三クラブが今期は元気よくそして素晴らしいライオンズ活動ができま

すことを心からご祈念をいたし、一斉ローア声高々にお願いしたいと思います。

ウォ～～～！



7月度第1例会  ドネーション

春日井 LC　　　　　　　　　   会長、会計で表敬訪問が出来たお喜びで！

春日井けやきLC　　　　　　　　役で表敬訪問で来ましたお喜びで！

Ｌ高山幸雄            ¥30,000     今期 1年会長を務めさせて頂きます。執行部の皆さんと力を合わせ頑張りますので
                                                             よろしくお願いします。

Ｌ村瀬太一         ¥20,000   一年間、幹事として頑張りますので、宜しくお願い致します。

Ｌ伊藤一城         ¥10,000     誕生日を祝って頂きありがとうございます。

Ｌ加藤建武         ¥10,000   42代髙山会長、誠にお目出とうございました。１年健康に気を付けて！

Ｌ谷井外二         ¥10,000   いよいよ L髙山新会長を始め新執行部の活躍の場がやって来ました。みんなで協力して
                                                      楽しいクラブ活動にしていきましょう。

Ｌ木野村好己    ¥10,000      春日井ライオンズクラブ役員様、春日井けやきライオンズクラブ役員様を迎えて
                                                      例会が開かれたお喜びで。

Ｌ小松隆義         ¥10,000    いよいよ髙山丸が出港しました。世の中まだまだ新型コロナの勢いは衰えていません
                                                 が、髙山会長のバイタリティーあふれる行動力でコロナに負けず春日井中央LCを引 張
                                                            って行ってください。１年後を楽しみにしています。

Ｌ西田昭夫         ¥10,000  髙山新会長他役員の方、ご苦労様です。１年間頑張ってください。

Ｌ冨田義信         ¥10,000     今期会計を（三度目）１年間つとめさせて頂きます。ご協力の程、宜しくお願いします。

Ｌ加藤　太         ¥10,000    本日、大安吉日。新会長、髙山幸雄 Lはじめ執行部の皆さんの門出を祝いドネーション
                                                  をさせて頂きます。

Ｌ杉田貴信         ¥10,000    髙山会長はじめ執行部の皆様、１年間宜しくお願いします。

Ｌ伊藤麻美         ¥10,000     髙山会長はじめ執行部の皆様、一年間宜しくお願い致します。

Ｌ前田　朗         ¥10,000   髙山会長執行部の皆様、一年間頑張って下さい。又、清水会長、奥村会長はじめブラザー
                                                                                       クラブ３役の皆様、例会訪問ありがとうございます。

Ｌ山田　実         ¥10,000    髙山会長執行部の皆様、楽しい一年間になるよう宜しくお願いします。又、清水会長、
　　　　　　　　　　　  奥村会長はじめブラザークラブ３役の皆様、本日例会訪問ありがとうございます。

Ｌ田中智司         ¥10,000    １年間計画委員をさせて頂きます。宜しくお願い致します。

Ｌ村山和幸         ¥10,000     髙山会長執行部の皆さん１年間よろしくお願いします。

Ｌ灰﨑信吉     　¥10,000     髙山会長の船出のお喜びで！

Ｌ長谷川弘尚     ¥10,000     本年、髙山会長のもとライオンテーマーを努めさせて頂きます。一年宜しくお願い致します。

Ｌ内海永住         ¥10,000    髙山会長始め執行部の皆様一年よろしくお願いします。又、誕生日をお祝いして頂きありが
                                                                            とうございます。

Ｌ磯村延宏         ¥10,000    村山会頭お疲れさまでした。髙山会長一年間よろしくお願いします。

Ｌ小嶋隆司         ¥10,000    １年間よろしくお願い致します！！

L谷内　量         ¥10,000    マーケティング・コミュニケーションをやらせて頂きます。今年１年皆様宜しくお願い致します。

L松野裕介         ¥10,000    誕生日のお祝いとして！

Ｌ前田廣宣          ¥8,000     初例会に参加しました。今後共、宜しくお願いします。

Ｌ川口俊樹               ¥5,000      結婚記念日のお祝いありがとうございました。そして、髙山会長始め役員の皆様、一年間
                                                            よろしくお願い致します。

Ｌ小池元裕               ¥5,000      久し振りの例会出席のお喜びと新執行部の皆様、一年間よろしくお願い致します。   

多額のドネーション
をいただきました

多額のドネーション
をいただきました



春日井LC様・春日井けやきLC様 訪問

春日井けやきLC　会長 L奥村春美   幹事L  國廣眞一   会計L  長谷和哉

春日井LC　会長 L清水秀昭  会計 L  大島猛司

前期役員の皆様1年間ありがとうございました

前会長  L村山和幸 前幹事  L灰﨑信吉 前会計  L加藤太



結婚記念日のお祝い

ゴルフ部会長杯贈呈ゴルフ部会長杯贈呈

7月結婚記念日のお祝い  L川口俊樹 7月結婚記念日のお祝いローア

誕生日のお祝い

7月誕生日のお祝い  L内海永柱 7月誕生日のお祝い  L伊藤一城

7月誕生日のお祝い  L松野裕介 7月誕生日のお祝いローア

《会長より杯の贈呈》

《今後の予定》

取切戦で勝ち取られた方はその日のスコア
カードを中に入れて長く保管していただ
き、何年かしてお酒をのみながらその当時
のスコアカードをみて懐かしんでいただけ
ればと思います。

第１回 8/5(水)、第２回 9/16(水)、第３回 10/21(水)
第４回
11/25( 水 ) 遠征予定（新南愛知カントリークラブ）



7月3日 表敬訪問

新入会員紹介　L前田廣宣

春日井市長 春日井警察署長 中日新聞春日井支局

7月定例理事会

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前田  朗
議事録署名者 Ｌ山田  実

《日時》 2020年7月13日（月）13：30～
《場所》 春日井商工会議所

１．第３４回　献眼・献腎・顕彰式典について
　　　　　    ９月２２日（火）午前１０時から　予算　２００，０００円

２．６Ｒ・２Ｚ・ＺＣ拠出金について
　　　　　    ７／１現在の会員数５２名×＠１，０００円＝５２，０００円
　　　　　
３．献血運動について
　　　　　   春日井祭り・福祉のつどいは中止の為、　　　　　　　　　　　　
                         当クラブの３０～６０代の会員の方へ献血のお願いをする。

４．事務局夏期休暇について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　           ８月１３日(木)～１６日(日)迄

５．その他　

承認

承認

承認

承認

　2020 年 6 月入会のヒカリカンパニー株式会社代表取締役をしてい

ます L 前田廣宣のご紹介をいたします。会社は名古屋市北区で住宅設

備工事業を経営しています。最近ではスマート家電が体験できるモデ

ルルームを活用し、メッセナゴヤなどに出展するなど新しい挑戦をし

ています。将来の夢としてスマート家電専門ショップを全国に展開し

ていきたいと考えいます。スマートホームとはスマートスピーカーや

スマートフォンに話しかけるだけで照明の入切りや掃除機をかけた

り、エアコンやシャッターを動作させることができる近未来の家です。

興味のある方はぜひモデルルームに足を運んでみてください。

また、L 前田廣宣はオリンピックの聖火ランナーにも選ばれており瀬

戸を走る予定です。皆さん応援よろしくお願いしますいたします。



第995回  7月度  第1例会   
   2020年7月9日（木）
   〈会員総数〉52名    〈出席者数〉39名
   〈欠席者数〉13名　 〈例会出席率〉75%

出席状況報告

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996回 7月度 第2例会
《日時》 令和２年7月25日（土）17：30～
《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．会員スピーチ
７.     幹事報告
８．  テールツイスターの時間
９．  出席状況報告
10．ライオンズローア　     　 
11．閉会のゴング

懇親会　

例会プログラム

出席状況報告

春日井市不二ガ丘１－２
TEL〈0568〉51－2711
FAX〈0568〉51－2712

　代表取締役

　小　松　隆　義

(有)小松測量設計事務所

春日井市篠木町５－1313ー21
TEL〈0568〉87－2258
FAX〈0568〉87－2259

　所　　長

　杉　田　貴　信

杉田労務管理事務所

就業規則・賃金・労働保険・社会保険
      労務管理等の相談・指導・代行

春日井市高蔵寺町３ー２－11
PRIMA高蔵寺１階
TEL〈0568〉52－4341
FAX〈0568〉52－4349

　代表取締役

　小　嶋　隆　司

フュージョン・コンサルティング

株式会社




