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第966回2月度第一例会  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

山田  実Ｌ会長挨拶
● ガバナー諮問委員会の報告

● 新入会員オリエンテーションの報告

● スピーチ

皆さん、こんにちは！
まず、先日のガバナー諮問委員会での議題
を報告させて頂きます。
LCIF（ＬＣ国際財団）より世界的規模のキャ
ンペーン「キャンペーン100:奉仕に力を」が
発表されました。その内容は、視力保護・青
少年育成・災害救援活動・人道奉仕活動の分
野に焦点をあて、さらに糖尿病予防・環境保
全・小児がん支援などのグローバル分野へ
活動を拡大していくため、世界で３憶ドル、
日本においては、会員の一人一人が毎年１
００ドルを３年間継続して行うことを目標に
掲げております。今後、皆様ご協力をお願い
する事になると思いまあすが、その際はどう
ぞ、宜しくお願い致します。

さて、去る１月１８日新入会員オリエンテー
ションを開催し、５名もの入会を検討してい
る方々に参加頂きました。彼らは商工会議所
青年部、青年経営者研修塾卒業者と４０代
が中心でした。
その立役者は計画委員長の川口俊樹Ｌで
す。彼ら若い世代から見るライオンズクラブ
の素晴らしさをお伝えさせて頂き、先輩・若
手の熱意ある勧誘の結果、３名の方が入会
して頂く運びとなりました。本日この後、２名
の入会式を執り行わせて頂きます。
話はかわります。
私の会社は創業２５年を迎えます。父から
継承し１８年、今思うことは、事業継続の難
しさです。

中小企業白書によると、日本での企業生存率
は年を重ねるごとに減っていき、起業５年目
で41.8％・10年目で26.1%と継続の難しさを
物語っております。そんな中、昨年ノーベル
賞を受賞した本庄佑先生がおっしゃった研
究に必要な６つのＣが印象にのこりました。
Curiosity「好奇心」・Courage「勇気」・
Challenge「挑戦」・Confidence「確信」・
Concentrate「集中」・Continuation「継続」
「好奇心を大切に、勇気を持って困難な問題
に挑戦し、必ずできるという確信をもち全精
力を集中させ、諦めずに継続すること」と理
解しました。現状に満足することなく、事業を
成長させ、継続し、そして結果を出していく。
このような姿勢こそが、事業継続にも、これ
からのカギになるのではないかと感じた次
第です。

結びに、今日２月１４日はバレンタインデー
です。
今日は私から、ささやかですが皆様に、日頃
の感謝の気持ちを込め、食後のデザートとし
て、妻の手作りチョコレートをプレゼントさせ
て頂きます。
立春を過ぎ暖かい春はもうすぐ近くです。風
邪などひかないよう、くれぐれもご自愛頂き
ますようお願い申し上げ、本日の会長挨拶と
させて頂きます。ありがとうございました。



結婚祝をして頂いたお喜びで！！

2月度第1例会ドネーション

ファイン

￥20,000

小山様、加藤様を新入会員としてお迎えできたお喜びで！！￥20,000

誕生日祝有難うございます。又、本日は、加藤様、小山様ご入会おめでとうございます。￥10,000

昭和４４年２月１６日結婚以来５０年になります。振りかえってみますと、よくここまで無
事に来れたと、色々な事柄が偲ばれます。これから、お迎えが来るまで何年あるか解りませ
んが、平穏に過したいと思っています。

￥10,000

結婚記念日をお祝いして頂き有難うございました。￥10,000

６９歳の誕生日を祝って頂き有難うございます。
又本日は、２名の新入会員をお迎えできたお喜びで！

￥10,000

ローアのご指名を頂き有難うございます。￥10,000

本日入会された、加藤ライオン、小山ライオン、ご入会おめでとうございます。我が社のお
客様で、犬山ライオンズのメンバーさんがいるのですが、今朝入会式があることを話した
ら、２名も！！うらやましい！！言っていただきました。嬉しかったです。

￥10,000

結婚記念日をお祝いして頂き有難うございました。￥10,000

ライオンズクラブに入会させて頂き有難うございます。

新入会員として頑張ります。よろしくお願い致します。

￥10,000

入会させて頂いたお喜びで！！￥10,000

結婚記念日を祝いして頂きありがとうございます。￥5,000

加藤ライオン、小山ライオン入会おめでとうございます。￥5,000

小山ライオン、加藤ライオンに入会して頂いたお喜びで！！￥5,000

新しい仲間が増えたお喜びで！￥1,000

参加できたお喜びで。￥1,000

Ｌ高柳 守男

Ｌ山田 実

Ｌ前田 朗

Ｌ小松 隆義

Ｌ伊藤 一城

Ｌ木野村 好己

２月１日に７９歳、数えの８０才となりました。今後も健康に気をつけて頑張りますので、
よろしくお願い致します。

￥10,000Ｌ加藤 建武

誕生日を祝いをして頂き有難うございます。￥10,000Ｌ西田 昭夫

Ｌ福岡 嗣人

Ｌ伊藤 麻美

Ｌ内海 永柱

Ｌ加藤 利尚

Ｌ小山 貴次

Ｌ杤本 雅尚

Ｌ野田 均

Ｌ川口 俊樹

Ｌ清水 義博

Ｌ谷内 量

当社、タートルの創業８０周年記念祝賀会が、ホテルグランコート名古屋にて、開催されま
した。４００余名の参加者を得て、盛大に行われ、子供、孫の心のこもった挨拶及び成長に
感動し安堵したお喜びで！

￥30,000Ｌ亀山 隆

早退のため￥1,000Ｌ高山 幸雄



2月定例理事会

会長
幹事
議事録作成者
議事録署名者

Ｌ山田  実
Ｌ前田  朗
Ｌ小松  隆義
Ｌ笠島  達雄、Ｌ川口  俊樹

《日時》 平成31年2月14日（木）14：00～  《場所》 ホテルプラザ勝川

7. その他

2. 中日新聞「中部新時代2019」特集  広告掲載について
昨年50,000円（消費税別途） 承認

転倫太鼓設立20周年特別事業  後援名義貸しについて
5月1日（水）場所：春日井市民会館

1.
承認

3. わいわいカーニバル2019KASUGAI協賛について
昨年50,000円 承認

4. 4月度  第一例会花見例会持ち出しについて
4月4日（木）例会場：ふぐの日比野（若草通り） 承認

5. 第65回地区年次大会開催登録について
場所：4月21日（日）名古屋キャッスルホテル
大会：正会員の50パーセント ガバナー晩餐会：正会員の10パーセント 承認

6. 6R・クラブ周年記念登録料について
江南LC 60周年  3名参加  36,000円 承認



出席状況
報告

第966回  2月度  第1例会  2019年2月14日（木）
〈会員総数〉54名　〈出席者数〉38名　〈欠席者数〉16名
〈例会出席率〉70.37%

LCIF　100＄基金20人という予定で御座いましたが、先
般のガバナー諮問委員会では10人でしたが本日、6人
の申し込みがあり有難うございます。残るは4人です。1
月には合同アクティビティ本当に有難うございました。
そして本日新入会員、入会有難うございます。
家族会員、アクティビティに参加して我 と々一緒に行動

会員スピーチ 杉田  貴信L

しているかどうかというと中々難しい所であります。春日井中央ライオンズクラブに至っては必
ず家族会員の皆様と共に、楽しいライオンズ活動を今後も続けていきたいと思っておりますの
で、是非とも宜しくお願いいたします。皆さん、ZCの役がまわってまいりましたら、喜んで受けて
いただくスタンスでお願いいたします。老・壮・青　各年代層が入り乱れて盛り上がっているの
が、春日井中央ライオンズクラブ、ZCになりまして、各クラブを見て参りましたがやはり威勢の良
い所は当クラブであります。
長老の方が若手に対して、自由に行動させてくれる、若手の方は長老の方を尊敬しながら各年
代層がお互いに気遣いながら行動する。こんな素晴らしい、当クラブで私は幸せであります。
話は変わりますが、安倍総理が言っています働き方改革。今年の4月1日から始まります。
年次有給休暇、事業者が年次有給休暇を取ってくださいとお願いする事となります。
この年次有給休暇、裏技がありますので個別で相談いたします。
ありがとうございました。

本日は、ローアのご指名、有難うございます。又、加藤
L、小山L、春日井中央ライオンズクラブへの入会、誠に
おめでとうございます。
先日12月の指名委員会にて会長の指名を受けまし
た。予め、山田実Lが会長になられてから会長になるこ
とを覚悟しておりました。

ライオンズローア 福岡  嗣人L

私も春日井中央ライオンズクラブに入会してから、12年が経ちました。猪年、干支が丁度一回
り致しました。春日井中央ライオンズクラブが40年続いている事を考えれば、まだまだ短い期
間ですがこんな若輩者が会長を16年目で務めさせていただくという事は、身に染みて責任を
感じております。
一つお願いがあります。3年後程に会長挨拶を初めてさせて頂く時、本日出席されている方が
誰も欠けずにもう一度、私の声を聴いていただければと願っております。
皆様の、健康と益々の会社の発展を祈念いたしまして、ローア一声　ウオー！



■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
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12.

開会のゴング

国旗に敬礼

国歌並びにライオンズヒム斉唱

ライオンズの誓い及びスローガン唱和

会長挨拶

食事タイム

会員スピーチ

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－ア

閉会のゴング

第967回  2月度  第2例会
《日時》 平成31年2月28日（木）12：30～
《場所》 ホテルプラザ勝川

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

編集後記

春日井市明知町991－３

TEL〈0568〉88－6232

FAX〈0568〉88－6235

　代表取締役

　冨　田　義　信

株式会社  ト ミ モ ク

  パレット ・ 木箱製造
輸出 ・ 国内梱包箱製造

春日井市中央通１－72

TEL〈0568〉81－2775

FAX〈0568〉81－2775

　代表取締役

　鳥　居　道　昭

有限会社 鳥居新聞店

春日井市気噴町３－12－１

TEL〈0568〉51－5810

FAX〈0568〉51－5824

　代表取締役

　中　村　　　紳

株式会社 看板ナカムラ

新入会員入会式が行われ、新たな仲間が増えま
した。おめでとうございます。
又、例会当日はバレンタインデー！
山田実会長、幸子夫人手作りの苺チョコレート
のサプライズがありました。
いつものきめ細やかなお気遣いに感謝と共に、
甘酸っぱい素敵な夫婦関係が目に浮かびまし
た。有難う御座います。ご馳走様でした。
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