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年末交通安全運動



東海記念病院　パンの寄付　（11月6日）
Ｌ高山幸雄           ¥20,000      コロナが猛威を振るう中で皆さんとお会いできた喜びで

Ｌ磯村延宏          ¥20,000   先日はおいしいパンを頂きましてありがとうございました。元気を頂きました。

Ｌ小松隆義          ¥10,000    久しぶりに例会に出席できました。腰痛の回復はまだ充分ではありませんが来年には、
                                                   ゴルフが出来るようになりたいと思っております。

Ｌ杉山周一           ¥10,000      結婚日を前回祝って頂いてありがとうございます。

Ｌ小嶋隆司          ¥10,000    昨日の遠征ゴルフで同伴メンバーとハンディに恵まれ初優勝出来ました！残念ながら
                                                   宿泊での親睦会は中止となりましたので又企画を楽しみにしております。

Ｌ小山貴次          ¥10,000    先回は結婚祝いの花をありがとうございました、妻も喜んでおりました。また、本日
                                                   はローアの指名ありがとうございます。

1 1月度第2例会  ドネーション

■ 第1003回11月度第2例会 会長挨拶 L髙山幸雄 ■
　皆さんこんにちは、つい1週間くらい前までは今
日の例会の挨拶は「来月はいよいよなり、慌ただしく
なります」という事と、「当クラブの12月行事の話」を
挨拶にするつもりでいました。ところが、先週の金曜
日に春日井市内のライオンズクラブメンバーの方が
コロナに感染したという情報が飛び込んできまし
た。そこで急遽、三役と各事業の関係メンバーと電
話連絡をとり、今後の対応について打ち合わせをし
ました。本日の例会の会食は中止し、内容も必要最

低限とさせていただきました。昼食は持ち帰りの弁当を用意させていただきました。12月の行事としまし
て、第一例会は中止。第二例会のクリスマス例会も子供さんがたくさん来ることも考え非常に危険と判断
して中止とさせていただきたいと思います。
また、毎年恒例の美園幼稚園の園児による年末交通安全運動も非常に残念ですが中止とさせていただ
きました。担当の清水ライオンには事前に清水屋春日井店の担当者さんや春日井警察の交通課長さん、
それから美園幼稚園さんとの準備などの細かい打ち合わせをしていただきありがとうございました。私も
先週一緒に回りましたが、特に美園幼稚園さんでは、園児達が景品を渡すときの接触を避ける為の工夫
をしていただき、各自が手作りで書いた「安全運転お願いします」とか「気をつけてください」というポス
ターをもって声かけをしましょうということで、すでにポスターがたくさん出来ていました。清水ライオン
には、楽しみにしている子供達に中止のお願いに行くという、つらい仕事をして貰いました。大切な命に
は代えられません。今の時点では1月の新年例会も3蜜が避けられない事から中止の方向で検討しており
ます。ちなみに、クリスマス例会の予定の日でした12月19日は春日井市の夏の花火が時期変更で
「Kasugai"冬華火"2020」として、場所は非公開ですが開催される案内が来ていますので、ご報告させて
いただきます。
皆さんには、年末、年始とお会いできないかもしれませんが、健康に十分気をつけて健やかに新年を迎え
ていただきます様お願いしまして、私の本日の挨拶とさせていただきます。あいがとうございました。



12月誕生祝

9 日　　  高山幸雄

12月結婚祝

おめでとうございます

  5 日　　稲垣勝弘　　 容子（ようこ）様
15 日　　伊藤篤子　 　勝己（かつみ）様
25 日　　福岡嗣人 　　朝子（あさこ）様

  今日は新型コロナウイルスについて、医療に従事
している立場から話をしてほしいということでした
ので、少し時間を頂き、お話させていただきたいと
思います。
その前に、先日は私ども東海記念病院のスタッフに
おいしいパンを頂き、ありがとうございました。パン
には一個一個手書きのメッセージが添えられてお
り、スタッフはみんなとても感動していました。元気
づけられたと思います。ありがとうございました。

まず、当院における新型コロナウイルスの対応ですが、当院は入院としての新型コロナウイルス陽性者
の受け入れは行っていません。外来においては、発熱外来を先週より開設し、発熱して受診される患者さ
んを隔離して上で、新型コロナ又はインフルエンザの検査を行っています。もし、新型コロナ陽性というこ
とになれば、新型コロナは指定感染症第２類相当ということとなりますので、春日井保健所の判断を仰ぐ
こととなっています。ここがインフルエンザとは違う新型コロナの面倒なところです。
お見舞いについてはいまだに自粛していただいていまして、ご不便な状況が続いています。玄関ではス
タッフがマスクにフェイスシールドと注意事項の書いた看板を持って関所かのように仰々しくすべての来
院者の体温チェックをしています。ただ、一般の患者様については今まで通りの受け入れとなっています
ので、何かありましたらその節はよろしくお願いいたします。当院についてはこんな状況です。
ここからは少し私自身の主観での話となるかもしれません。私自身が医療関係の仕事をしていることも
あって、感染症やウイルスなどの専門家の意見を見聞きすることがあります。そのようなテレビなどには
出ていない専門家の意見を皆さんはあまり聞いたことはないのではないでしょうか。皆さんもご存じの
通り、マスコミのコロナ報道を観ていると、専門家でもない人がもっともらしく同じ論調の話をずっとして
いるのを見かけます。今は、明らかにデータ・論文に基づいた専門家の意見よりも、危機感をあおるよう
なテレビ報道の意見の方が、今の世の中の認識となっているような感じがします。良くも悪くも、世の中
はFact（事実）ではなく、Opinion（意見）や感情で動いているなあという印象です。
皆さんの立場から考えますと、コロナの考え方をその時々の立場によって変えないといけないこともある
かと思います。自分自身はここまでしないといけないのかと思うことがあっても、会社の代表・公に対して
となるとそういうわけにはいかないのではないでしょうか。もはや、コロナウイルスよりも、周りの目を恐
れているのではないのかと思ってしまいます。
正直なところ、私自身も話していて皆さんがどう思っているのかも怖いです。ましてや、今日の話が春日井
中央ライオンズクラブの会報誌に活字として載るのも怖いです。それくらい今はウイルスよりも人間の方
が怖いです。私は、世の中がパニックになっている時だからこそ、コロナウイルスについて、世論に流され
るのではなく、自分自身で考え、周りの空気を読み、正しく恐れていこうと思っています。勝手なことをいろ
いろ言ってしまいましたが、公ではなく身内の皆さんの前ということでお許し下さい。

会員スピーチ　L磯村　延宏



  5 日　　稲垣勝弘　　 容子（ようこ）様
15 日　　伊藤篤子　 　勝己（かつみ）様
25 日　　福岡嗣人 　　朝子（あさこ）様

12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小嶋   隆司
議事録署名者 Ｌ田中  智司

《日時》 2020年12月8日（火）～ 8日（水）
　　　書面にて（メールおよびＦＡＸ）

１．クリスマスケーキを会員全員に配布　　　　　　　　　　　　
　　　　　＠４,６００×５３名＝２４３,８００-

２．ホテルプラザ勝川の利用券２万円分を会員全員に配布
                      ＠２０,０００×５３名＝１,０６０,０００

　　　　　
３．三役セミナー中止に伴うキャビネットへの資料等費用の支払い　　　　　　　
                      ２５,０００円

４．ライオンズ必携第５９版代金の支払い　　　　　　　　　　
                       ＠２００円×５２名＝１０,４００円

５．６Ｒクラブ周年記念登録料について
                       愛知さくらＬＣ　１５周年　２名参加
　　　　      ＠１２，０００×２名＝２４,０００円

６．事務局冬期休業について　　　　　　　　　　　
                        １２月２８日（月）から１月５日（火）まで

７．その他　　　　　　　　　　
                        ・オリエンテーションの開催について
　　　　　　入会希望者が居ましたら１２月中に事務局までご連絡下さい。
　　　　　　開催については規模を縮小して開催予定です。

回答書より、すべての議題は過半数以上の賛成により承認されました。

承認

承認

承認

承認

承認

承認

  先ほど髙山会長をはじめ会員スピーチでもありま
したようにコロナが猛威を振るっています。今まで
は聞いた話で済んでいたのですが、最近身近でも
悲しい話がありました。今日はこの話をさせていた
だきます。
実は同業者の社長さんがコロナに感染しました。本
人は全く自覚症状がなくて全く気がつかなかったの
です。そうすると家族のお父様・お母さん・娘さんと
全員にコロナがうつってしまいました。本人は全く

症状もなく元気なのですがお父様とお母さんが重症化になりました。そして先週ですが悲しいことにお
母さんが亡くなってしまいました。同業の社長さんも自分がどこで拾ってきたのかもよくわからないので
すが、家族での第一感染者として家族を巻き込んでしまったと本当に悲しんでおりました。当クラブも例
会は中止になりますが命が一番大切なので皆さんも気を付けて頂けるようお願いしたいと思います。悲
しい話で申し訳なかったのですが皆さんのご健康と当クラブの発展を祈願してローア一斉お願いしたい
と思います。ウオー!!

ライオンズローア　Ｌ小山　貴次



春日井中央LC ゴルフ部

期日　令和２年１１月２５日（水）
場所　新南愛知カントリークラブ　美浜コース

　　　　　優勝！　小嶋隆司 L

　今回はせっかくの遠征ゴルフコンペでしたが、新型コロナウィ
ルス感染拡大に伴い、企画を縮小しての開催となりました。女
子プロトーナメントコースである新南愛知カントリークラブは
グリーンがとても大きく、高速グリーンだけあって、3 パット以
上となった方も多いのではないでしょうか。また、ラフに入っ
てしまうとボールが半分以上埋まってしまい大変だったと思い
ます。
　そんな中、勝利の栄冠に輝いたのは、最近いいスコアを連発
している小嶋 Lでした。
　ベストグロスは、杤本 L の 90 でしたが、年間 1 回までという
クラブルールがありますのでベストグロス賞も小嶋Ｌとなりました。バーディー賞は瀧本 L のみでした。さ
すがです！
　12 月 16 日のゴルフコンペは残念ながら新型コロナ対策のため中止となります。来年 3 月は状況をみて開
催の可否を決める予定ですのでよろしくお願いいたします。

【 今後の予定  】

12月16日（水）中止
令和3年3月17日（水）オールドレイクゴルフ倶楽部（予定）※感染状況次第

年末交通安全運動

年恒例の年末交通安全運動ですが誠に残念ではありますがコロナの為に中止となってしまいました。
楽しみにしていた美園幼稚園の皆さんにお礼にうかがってまいりました。園児たちはコロナで声が出せな
いので各自ポスターを準備しておりました。
来年はコロナが落ち着いていることを期待しております。

環境保全委員 清水義博



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

ZOOM例会
《日時》   12月24日（木）  11時～11時20分 

・会長挨拶

・幹事報告

・ZOOM例会についての質疑・応答

リモート例会プログラム

第1003回  11月度  第2例会
2020年11月26日（木）

〈会員総数〉53名    
〈出席者数〉28名
〈欠席者数〉25名　 
〈例会出席率〉52.83%

出席状況報告

春日井市浅山町字浅山1310－487 
　　　　　　　マルヨシビル２F
TEL〈0568〉84－2500
FAX〈0568〉84－5202

　代表取締役

　𠮷 田 智 雄

有限会社 ヨシダ総合保険
生命保険 ・ 損害保険代理店

春日井市東新明町薬師前476ー6
TEL〈0568〉52－3190
FAX〈0568〉52－3217

　代表取締役

　吉　納　由紀夫

ヨシノ工業株式会社

春日井市坂下町３ー652－５
TEL〈0568〉88－6186
FAX〈0568〉88－6276

　代表取締役

　伊　藤　篤　子

旅行・電化販売・人材派遣

(有)ネオチューブ
(株)ネオジャパン


