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第963回12月度第二例会  会長挨拶
ライオンズクラブ国際協会　334A地区6R2Z　春日井中央ライオンズクラブ

● 家族へ日頃の御礼

● 金婚式「加藤建武Ｌ」・ 

　 銀婚式「福岡嗣人Ｌ・稲垣勝弘Ｌ」の紹介

● 藍綬褒章受章　木野村好巳Ｌの紹介

皆さん、こんにちは。
本日はメンバーの皆様とともに、沢山の家族の皆様、例会にご参加いただき、誠にありがとうござい
ます。そしてご家族の皆様、日ごろはライオンズ活動にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうござ
います。
今年、私たち春日井中央ライオンズクラブは、結成４０周年を迎え、すでに半年を終えました。メイ
ンアクティビティであるＪＲ春日井駅にモニュメント時計塔贈呈式も無事終了し、除幕式では、春日
井市長・県会議員・ライオンズクラブ国際協会の役員方々をお迎えして盛大に執り行うことができま
した。
のちに中日新聞・中部経済新聞にも、記事として取り上げて頂いたこともご報告させて頂きます。
こうして４０周年を迎える事ができたのも、これもひとえに、先輩Ｌの皆様のご尽力の賜物であると
ともに、家族のご協力があったからこそ、これだけの偉業を達成することができました。この先４５
周年・５０周年とさらにメンバーが力を合わせ、これからも地域に必要とされるクラブの姿を問い
続けてまいります。今後ともご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

そして本日はこの場をお借りして、皆様と共にお祝いしたいメンバーがいます。金婚式を迎えられた
加藤建武Ｌと奥様の秀子様・銀婚式を迎えられた福岡嗣人Ｌと奥様の朝子様・稲垣勝弘Ｌと奥様の
洋子様、さらにクラブ初、藍綬褒章を受章された木野村好巳Ｌと奥様のみちよ様、以上の方８名の
方々を皆様と一緒にお祝いさせて頂きたいと思います。

また本日は、ＹCE交換留学生をお招きしております。
マレーシアより、エリック・リー君です。
エリックはハンドボールとマンガをこよなく愛する１６歳の男の子ですが、
音楽センス抜群で、弦楽器のチェロからエレキギター、打楽器のドラムまで
マルチにこなす芸術的な一面も持っています。
只今エリックは２８日まで私の自宅に滞在しております。
ここにいるちびっ子たちも、高校生になったらエリックのように、
YCEを利用して留学を経験してもらいたいものです。

最後になります。
泣いても笑っても２０１８年は今日を入れてあと１０日です。
残り少ない今年、今日という一日を皆様と一緒に思いっきり騒いで楽しみ、
２０１８年を皆様と共に、笑って走り切りたいと思います。
ありがとうございました。
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皆様こんばんは　クリスマス家族例会に結婚50周年金婚式のお祝いをして頂き、誠に有難うございました。
光陰矢の如しと言われる様に、振り返ってみますとアッという間の50年でした。
妻とは学生時代、体操を指導した縁で知り合い昭和43年3月に結婚いたしました。
翌年長男が生まれて、1年後に春日井市の神屋にキモノサロン東京堂をオープン、大変慌ただしい時期でありました。
今でも苦労を掛け続けていますが、残りの人生を、子供達や孫たちとゆっくりと一日、一日を大事に明るく楽しく生きてゆきた
いと思います。
本日は、誠にありがとうございました。

金婚式のお祝い　加藤健武L　

25年結婚するまでのなれ初めをお話しいたします。後輩がある日突然、逢わせたい人がいるという事で駅裏の居酒屋へ出か
け、初めて会ったのが今の妻です。初めて聞いた言葉が私、茄子が好きなんです。と聞いてこの子は草食系のおとなしい子な
のかな？と感じましたが25年経って、激しい人生でしたが肉食系の妻のお蔭で、穏やかな人生よりもいろんな事が起きて一
緒に楽しい人生を送れ、寄り添って戴き妻には感謝しております。
これから何十年生きていきますが、退屈な人生よりはもっともっと華やかで、いろいろある人生を一緒に過ごせたらと思いま
す。今日はどうも有難う御座いました。

銀婚式　福岡L

今日は、元気な四男と供に参加することが出来ました。夫婦で子育てのやり直しを楽しんでおります。今時珍しく、住民票を見
ますと四男と書いてあります。そんな風であっという間の25年でしたがこの子と一緒に面白い時間を過ごせるかなと思って
おります。
本日はお祝いして戴き、有難う御座いました。

銀婚式　稲垣L

皆様今日は、御祝をして頂き誠に有難うございました。この秋の文化の日に発表が御座いまして藍綬褒章を戴く事が出来ま
した。丁度、16年前に社会福祉法人を瀬戸で設立いたしまして、特別養護老人ホーム、ショートステイ、グループホームそして
又、春日井でもオープンしております。私も38年前に創業、協和コーポレーションとして創業してきましたが、建築屋がここま
で来れたな。11月14日の日に皇居、宮中に入り天皇陛下の一番真ん前で、お言葉を聞く事が出来ました。本当に感動いたし
ました。これからも精進して、奉仕に携わりたいと思います。奉仕ができる様になったのもこの心は、ライオンズクラブで教え
て戴いたと思います。本日は、誠に有難う御座いました。

藍綬褒章　木野村L



たくさんの皆さんにご出席頂いたお喜びと、春日井中央ＬＣの一員として、このような貴会
を与えていただけた事に感謝と、自らの仕事で愛様のお役に立てたお喜びで！

秋の文化の日に、藍授褒章を受章させて頂きました。11/14に皇居に妻と行き天皇陛下に
お会いでき感謝いたしました。これも皆様方の御支え頂きましたお陰です。今後もライオン
ズクラブと共に社会貢献に努力行きます。

12月度第2例会ドネーション

￥100,000

￥100,000

金婚式のお祝いをして頂き有難うございます。心より感謝致します。￥100,000

本日は、銀婚式のお祝いをして頂き有難うございます。
今後とも家族一同よろしくお願い致します。

￥30,000

執行部の皆様、お骨折りありがとうございます。今年もクリスマス家族会に参加が出来喜ん
でいます。

￥10,000

家族全員で参加できたお喜びで！￥10,000

一年間無事に過ごす事が出来ました。家族と共に出席できたお喜びで！￥10,000

今年もクリスマス家族会に大勢で参加出来ました。楽しい時間を過ごせますように！￥10,000

家族と一緒にクリスマス会に出席できたお喜びで！！￥10,000

初孫の勇帆君と参加できました。嬉しい限りです。年明けの１月１４日の６クラブ合同アク
ティビティー障害者と共に「いい汗流そう運動会」には、大村愛知県知事も参加する事が決
定しました。春日井中央ＬＣの名に恥じないように皆さん全員参加で楽しみましょう！！

￥10,000

加藤Ｌ金婚式おめでとうございます。稲垣Ｌ福岡Ｌ銀婚式おめでとうございます。
木野村Ｌ藍授褒章おめでとうございます。

￥10,000

山田会長と執行部の皆様大変ご苦労様です。楽しいくらい済ます会を有難うございます。￥10,000

山田会長、執行部の皆さん特に計画委員長、今日のクリスマス会、楽しみにしています。￥10,000

メリークリスマス！！今年も、両親、息子夫婦、昨日３歳になった孫と参加する事が出来まし
たお喜びで！！

￥10,000

メリークリスマス！！弊社の第二工場が、完成したお喜びで。￥10,000

先日のゴルフコンペで優勝させて頂きました。又、頑張りますよろしく！！￥10,000

メリークリスマス！！￥10,000

加藤建武Ｌ、福岡嗣人Ｌ、稲垣勝弘Ｌ、木野村好己Ｌおめでとうございます。
又、今年も家族揃ってクリスマス会に参加させて頂いたお喜びで！

￥10,000

娘が、ＹＣＥで大変お世話になり有難うございました。良い経験をしたと思います。
皆様に心より感謝申し上げます。

￥10,000

クリスマス例会に参加できたお喜びで！￥10,000

家族で参加できたお喜びで！！￥10,000

久しぶりに参加です。銀婚式を祝って頂き有難うございます。￥10,000

クリスマス家族例会にみんなでお祝いできたお喜びで！￥10,000

クリスマス家族会に初めて参加できたお喜びで！！￥10,000

今年も家族揃ってクリスマス例会に参加できたお喜びで！！￥10,000

夫婦揃ってクリスマス会に参加できたお喜びで！！￥5,000

平成最後のクリスマス例会に参加させて頂いたお喜びで！￥5,000

Ｌ木野村  好己

Ｌ加藤  建武

Ｌ福岡  嗣人

Ｌ鳥居  道昭

Ｌ宮道  佳男

Ｌ西田  昭夫

Ｌ小松  隆義

Ｌ加藤  太

Ｌ杉田  貴信

Ｌ前田  朗

Ｌ高山  幸雄

Ｌ村山  和幸

Ｌ伊藤  麻美

Ｌ長谷川  弘尚

Ｌ磯村  延宏

Ｌ川口  俊樹

Ｌ田中  智司

Ｌ灰﨑  信吉

Ｌ野田  均

Ｌ宇佐見  淳

Ｌ稲垣  勝弘

Ｌ村瀬  太一

Ｌ清水  義博

Ｌ成瀬  祐一

Ｌ谷内  量

Ｌ丹羽  洋士

Ｌ山田  実
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ライオンズローア Ｌ加藤  健武

御指名をいただきました加藤です。
春日井中央ライオンズクラブの更なる発展と
そして皆様のご健康とご多幸を祈念いたしまして
ローア一声宜しくお願いいたします。
ウォー

出席状況
報告

第963回  12月度  第2例会  2018年12月22日（土）
〈会員総数〉53名　〈出席者数〉41名　〈欠席者数〉12名
〈例会出席率〉77.35%　〈ドネーション合計〉￥550,000

１月結婚祝 １月誕生祝

15日

18日

24日

24日

28日

1日

11日

17日

19日

24日

笠島　達雄 （たつお）

金林　文達 （ふみたつ）

谷内　量 （りょう）

水谷　隆之 （たかゆき）

杉浦　秀樹 （ひでき）

前田

宇佐見

木野村

大橋

磯村

朗（あきら）・貴子（たかこ）

淳（じゅん）・紀子（のりこ）

好己（よしみ）・美千代（みちよ）

壮樹（たけき）・千鶴子（ちずこ）

延宏（のぶひろ）・美樹（みき）

おめでとうございます おめでとうございます





■クラブホームページ http://www.kasugai-chuo-lions.com

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 

開会のゴング

国旗に敬礼

国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱

ライオンズの誓い唱和とスローガン唱和

会長挨拶

干支のお祝い

誕生日、結婚記念日のお祝い

幹事報告

テールツィスターの時間

出席状況報告

ライオンズローア

閉会のゴング

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

編集後記
七転び八起きと言うけれど、100回転んでも足り

ない位の私ですが（笑）

春日井中央ライオンズクラブの気遣い男！川口L！

夏の家族例会の挽回を果たしましたね。流石です。

キレキレのダンスは、練習の賜物の様でした。

本当にお疲れ様でした。

来賓のお迎え

来賓の紹介

開会のことば

会長あいさつ

来賓あいさつ

乾杯の音頭

食事タイム

余興

ライオンズローア

閉会のことば

第964回  １月度 第１例会
新年例会
《日時》 平成31年1月10日（木）17：30～
《場所》 ホテルプラザ 勝川　プラザホール

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
会　　　長 Ｌ山田　実 ㈱アイチ金属　　　　名古屋市北区五反田77  　 TEL 052-909-5600
幹　　　事 Ｌ前田　朗　　 ㈱フロンティア　　　名古屋市中区錦3-10-14 協和錦ビル4F　TEL 052-961-5592
マーケティング・コミュニケーション委員長  Ｌ村瀬　太一 ㈱ナチュラルハート　名古屋市守山区小幡中2-20-22    TEL 052-715-5963

春日井市鳥居松町４－16

TEL〈0568〉82－4152

FAX〈0568〉81－6473

　

　田　中　智　司

田 中 事 務 所
土地家屋調査 ・ 不動産表示登記

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

本　　　社　春日井市鳥居松町５－75

            TEL〈0568〉83－6111

名古屋支店 名古屋市千種区内山

             3－31－5（東明ビル502）

            TEL〈052〉731－2518

　代表取締役

　高　栁　守　男

(株) 高 柳 組
一本の釘にも誠意をこめて
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