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「人の環  心の和  奉仕の話  We Serve」
「ウィ・サーブ」

「心の奉仕  人の環でつなぐ  ウィ・サーブ」

春日井市民病院　パンの寄付



ポイ捨て・ふん害防止啓発活動（10月15日神領駅前）

■ 第1001回10月度第2例会 会長挨拶 L髙山幸雄 ■
皆さんこんにちは、先週の13日火曜日に毎年恒例
の柏原小学校での薬物乱用防止教室を開催いたし
ました。当初はコロナで開催が危ぶまれていました
が無事に開催することができました。才木校長先生
の話でも今までこのように多くの生徒が一同に集ま
ることが無く、今日は生徒が大変喜んでおり開催し
てもらって本当によかった。ありがとうございますと
挨拶をいただきました。ライオンズクラブのメン
バーも小山委員長の努力で18名も集まっていただ

きました。小山ライオンありがとうございました　講師には、春日井警察署生活安全課少年係の若杉警部
補に講演していただきました。DVDを見ての講義でしたが、子供達には少し怖い部分もあったかもしれま
せん。中学生、高校生と育っていくなかで、特に高校生くらいになると子供と大人の境で不安定な時期で
す、その頃にまれに薬物などにはまる子もいるので、これぐらい怖いくらいでもいいのかなと思いまし
た。自分の大切な子供や孫が薬物に手を出すようなことがあったら悲しくってやりきれません。講演を聴
いてくれた１３０人の生徒の中から一人もそうならない為にも開催できて本当によかったと思います。
それから15日には、春日井市ポイ捨て防止啓発活動にも参加して来ました。こちらは環境保全担当のＬ
清水の骨折りで、クラブメンバー6名でJR神領駅でのゴミ拾いに参加しました。参加団体のなかでは当ク
ラブの人数が一番多かったと思います。Ｌ清水ありがとうございました。これからもコロナを出来ない理
由にすること無く、各事業に積極的にとりくんでいきたいと思いますので皆さんのご協力をお願いしてい
たします。



春日井市民病院　パンの寄付　（10月27日）

春日井中央LCゴルフ部

期日　令和２年１０月２１日（水）
場所　オールドレイクゴルフクラブ

　　　　　優勝！　L伊藤 一城

第４回  11 月 25 日（水）
        新南愛知カントリークラブ美浜コース
        パーティー・表彰式：オテル・ド・マロニエ内海

【 今後の予定 】
第５回  12 月 16 日（水）
         オールドレイクゴルフ倶楽部

今回は体調不良や都合が合わない方が多く、３組での開催でし
たが、とても気持ちいい気候の中でのゴルフコンペでした。ア
ンダーパーが出なかった今回の大会は優勝のチャンスが誰にも
ありましたが、勝利の栄冠に輝いたのは、ドラコン、ニアピン、
バーディー 2個と素晴らしいプレーを披露した一城 Lでした！
ベストグロスは、安定のプレーが光る磯村 L、バーディー賞は一城 L、前田 L、磯村 Lの３名でした。
次回はいよいよ、９月にデサントレディース東海クラッシックが行われたばかりの新南愛知カントリークラ
ブでのコンペ開催となります。女子プロになりきってプレーをしましょう！
皆さまの参加お待ちしております。



11月誕生祝

６日　    冨田義信
20日　    伊藤麻美
28日  　  村山和幸

11月結婚祝

おめでとうございます

１日　   成瀬祐一      　枝里（えり）様
２日　   坂口道典　      里美（さとみ）様
３日      泉  希望子    　大典（だいすけ）様
４日　   大久保冨啓      涼子（りょうこ）様
７日　   灰﨑信吉　　   公子（きみこ）様
22 日　  小山貴次     　 弥生（やよい）様
23 日　  瀧本安隆         淳子（じゅんこ）様
23 日　  丹羽洋士  　　 美穂（みほ）様
24 日　  杉山周一         美和子（みわこ）様
28 日　  加藤利尚     　 陽子 （ようこ）様

新入会員紹介　L坂口道典　

　2020 年 6月入会の L坂口道典をご紹介いたします。L坂口
は春日井市上条町で日本水環境事業株式会社を経営しており
ます。業種は設備工事業で浄化槽の保守点検、修理工事をは
じめ、貯水槽のメンテナンス、ポンプの修理点検などを主に
取り扱っております。主なお客様はビル管理業者や工場、病院、
マンションオーナーさんなどになります。最近は井戸を活用
した水道代削減のご提案や、災害時でも断水しないシステム
で BCP としての活用もご提案しています。
　趣味は何ですかと聞かれ「う～ん、ないんですよね」「強い
て言えば仕事が趣味みたいなもんですね」と答えるくらいの
仕事好きだそうです。
　そんな L坂口のライオンズクラブ入会の動機について伺い
ました。企業理念は「きれいな水づくりを通じて社会に貢献
する」です。会社も順調で何か地域に還元したいと思ってい
るときに、L木野村や L小山のお誘いをいただき入会いたし
ました。
　現在はなかなか参加できておりませんが先輩方のようにラ
イオンズクラブの活動を通じ社会に貢献できるよう活動して
いきます。



第1001回  10月度  第2例会     2020年10月22日（木）
   〈会員総数〉53名    〈出席者数〉31名
   〈欠席者数〉22名　 〈例会出席率〉58.49%

出席状況
報告

Ｌ高山幸雄           ¥20,000     今日も皆さんの元気な顔にお会いできた喜びで。

Ｌ伊藤一城          ¥10,000   当クラブのゴルフコンペに於いてハンディキャップと年齢の助けにより優勝させて頂きました。
                                                                   ありがとうございました。

Ｌ谷内　量          ¥10,000    昨日、春日井商工会議所にてＢＣＰセミナーを満員御礼で無事開催することができました。
                                                  ありがとうございました。

Ｌ小嶋隆司              ¥5,000      ローアのご指名を頂いたお喜びで！！  

1 0月度第２例会 ドネーション

　テールツイスターの小嶋でございます。このテー
ルツイスターの役目を仰せつかりましてからには例
会には必ず出席させていただこうと思ってやってお
ります。しかしながら12月19日に変更になりました
クリスマス例会に私事ですが5日程入院することに
なりまして、参加することができません。今月の誕生
日で、前回例会の時にお話をしたのですが鼻にポ
リープができまして日帰り入院で手術しました。部
分麻酔で大変痛い思いをしました。一応細胞診で検

査をしたのですが、そのクリニックさんからすぐに来てくださいと連絡がありました。これは良くないこと
で宣告されるのかなぁとドキドキしながらいきました。そういう時は借金どうしようかぁとか生命保険いく
らはいってたかなぁとその事ばかり気にしていました。行ってみたら良性の腫瘍でそれほど気にすること
はないのですが、患部が閉じてしまう前に早めに大きい病院に見てもらった方がよいですと、非常に親切
な連絡でした。しかしもう少し患者の気持ち考えて伝えてほしいなと思いました。それからすぐに紹介さ
れた病院に行きまして、その日にＣＴとかＭＲＩを全部撮りましたらそんなに悪くない良性の腫瘍でし
た。ただ、その腫瘍が拡大したり、ガン化しないうちに手術した方が良いとの診断でした。先生は12月17
日が空いてましてたまたま手術も１件しかないので丁寧にやらせてもらいますよ。言われ、２件あったら
丁寧じゃないのかよと思いながら、腫瘍と一緒に年越しをしたくないものですからお願いしました。前回
部分麻酔は痛いですよと言った手前、早速全身麻酔で手術することになりました。クリスマス例会ご迷惑
をおかけしますが元気で退院したいと思っております。これからまだまだ寒くなり、コロナにもいっそう警
戒する中で、インフルエンザのシーズンも到来します。どうぞみなさんお体にはお気をつけて、病人の私
が言うのもなんですが、皆さんの健康を祈願しましてローア一斉させていただきたいと思います。
ウオー!!

ライオンズローア　Ｌ小嶋隆司



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1002回 11月度 第1例会 
《日時》 令和２年11月12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. 　誕生日、結婚記念日のお祝い
７. 　食事タイム
８.     会員スピーチ
９. 　幹事報告
10. 　ﾃｰﾙﾂｨｽﾀｰの時間
11．   出席状況報告
12．   ライオンズローア
13．   閉会のゴング

例会プログラム

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


