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第968回3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

皆さん、こんにちは！本日は４０周年記念式典展リハーサルという事も
あり、沢山のメンバーにご参加いただき、誠にありがとうございます。
本日は春日井警察所より、安全交通課　課長金子功治様を迎えして、
「身近に忍び寄る昨今の犯罪トレンド」というタイトルでのご講和を頂
きます。犯罪と一口で言っても多種多彩な手口で被害の合われる人々
は後を絶ちません。本日は交通安全対策や防犯など、現場の第一線で
ご活躍される金子課長の実践でのご苦労を交えながらのご講和を頂

き、皆様の防犯に対する意識が少しでも向上される事を願っています。
さて、１９７０年の今日３月１４日、日本万国博覧会「大阪万博」が開幕した日です。先輩方の脳裏にはテーマ曲
の三波春夫が歌う「世界の国からこんにちは」が流れ、高度成長期に沸いた、あの頃の思い出が走馬灯ように流れ
たのではないでしょうか？日本人の２人に１人が訪れたという史上最大のEXPO７０には、入場者数6400万人以
上、経済効果は２兆円を超えたとの事でした。
アポロ１２号が持ち帰った月の石や、岡本太郎氏デザインの太陽の塔などの印象が強いですが、この万博からは
２１世紀の暮らしを劇的に変えた物も多数生み出されていました。４０年の時を超え、携帯電話・電気自動車・リ
ニアモーターカーなどの最先端技術から、UCCの缶コーヒーやケンタッキーフライドチキンなども、この万博を機
に世の中に広まったものだそうです。次回開催される２０２５年大阪万博での済効果は６兆円を超えるといわ
れております。博覧会コンセプト「未来社会の実験場」の元、これからどんな素晴らしい技術や商品が生まれ、生活
が便利になっていくのか？いまからとても楽しみです。東京オリンピックから大阪万博という流れは半世紀前と
まったく同じです。これからの日本を盛り上げていくためにも過去のように、この二つのビックイベントが大成功す
ることを心から願っております。
最後になります。次回３月第二例会（３月23日　土曜日）は今年度最後で最大の行事「４０周年記念式典」です。
皆様と共に、記念すべきこの一日を盛大に盛り上げたいと思いますので、宜しくお願いいたします。
日中は暖かくなってきましたが、まだまだ夜は寒いです。季節の変わり目の体調管理と、花粉症対策を万全にし
て、３月も元気に過ごしていきましょう！ありがとうございました。

3月度第1例会ドネーション

古希７０歳を記念して！！￥30,000Ｌ宮道佳男

本日、くらしのニュースに掲載して頂きましたお喜びで！！当クラブ４０周年のあゆみが、こ
のような形で紹介できました。

￥20,000Ｌ山田　実

３月５日をもって満８２歳を迎えましたお喜びで！￥10,000Ｌ谷井外二

結婚しまして、５１周年になりました。これからもよろしくお願いします。￥10,000Ｌ加藤建武

３月１０日日曜日に地元豊山町の厄際神事、又、私の還暦祝いに会長初め時期執行部の
皆さんに駆けつけて頂き有難うございました。

￥10,000Ｌ村山和幸

今年も結婚記念日をお祝いして頂き有難うございました。￥10,000Ｌ中村　紳

２月２３日のメインアクティビティーでは、大変お世話になりました。お陰さまで、無事終え
る事が出来ました。今後共、春日井さくらライオンズクラブをよろしくお願い致します。

多額
Ｌ大前良子、Ｌ岩田洋子
春日井さくらＬＣ

誕生日をお祝いして頂いたお喜びで！！￥5,000Ｌ加藤　太

司会をさせて頂き有難うございました。￥5,000Ｌ吉田　智雄

誕生日のお祝いをして頂き有難うございました。￥5,000Ｌ村瀬太一

結婚祝をして頂いたお喜びで！！￥5,000Ｌ田中智司

例会に参加できたお喜びで！￥1,000Ｌ加藤利尚

早退のため￥1,000《ファイン》 Ｌ成瀬祐一

￥1,000《ファイン》 Ｌ灰﨑信吉



春日井中央ライオンズクラブ
理事役員（2019.7～2020.6）

出席状況
報告

第968回  3月度  第1例会   2019年3月14日（木）
〈会員総数〉54名　〈出席者数〉40名　〈欠席者数〉14名
〈例会出席率〉74.07%

第969回  3月度  第2例会   2019年3月23日（土）
〈会員総数〉54名　〈出席者数〉50名　〈欠席者数〉4名
〈例会出席率〉92.59%

会長

前会長

第一副会長

第二副会長

第三副会長

幹事

会計

ライオンテーマ

テールツイスター

会員理事

理事

Ｌ村山　和幸　

Ｌ山田　　実

Ｌ高山　幸雄　

Ｌ前田　　朗　

Ｌ福岡　嗣人　

Ｌ灰﨑　信吉

Ｌ加藤　　太　

Ｌ内海　永柱

Ｌ田中　智司

Ｌ杉田　貴信　

Ｌ木野村好己

Ｌ宮道　佳男

Ｌ伊藤　麻美

Ｌ村瀬　太一

Ｌ冨田　義信

Ｌ丹羽　洋士

Ｌ川口　俊樹



４月誕生祝

2日

2日

8日

23日

27日

吉納　由紀夫（よしのうゆきお）

灰崎　信吉（のぶよし）

泉　希望子（きみこ）

加藤　利尚（としたか）

長谷川　弘尚（ひろなお）

おめでとうございます

４月結婚祝

1日

13日

18日

杉浦

吉納

鳥居

秀樹（ひでき）・綾子（あやこ）

由紀夫（ゆきお）・広子（ひろこ）

道昭（みちあき）・玲子（れいこ）

おめでとうございます



ライオンズローア 瀧本 安隆L

皆様、こんにちは。防犯については私も感じる事がありましたので、早
速購入させて頂きました。提供させて頂きました補助錠は、非常に役
に立つと思いますが取付方法を間違えますと何の意味も有りません
ので、間違いのない様に取り付けてください。40周年記念式典に向け
て、春日井中央ライオンズクラブが尚一層、力強く団結力を持って臨み
たいと思います。いつもより大きな声で、高々とお願い申し上げます。
それでは、ウォー！　有難う御座いました。

・犯罪情勢　・住宅侵入盗　・特殊詐欺　・自動車盗難
日頃は、警察業務へのご支援、ご協力有難う御座います。
山田会長に口説き落されまして今日、この席に立たせていただいてお
ります。非常に感謝しております。我々は、防犯講和をすることにより皆
様と最近の犯罪情勢を共有して、更に皆様が犯罪傾向の話をしてい
ただくことで、市民の皆様の防犯意欲が高まっていきます。
20分以内で話をしたいと思いますが、話が長くなりますと嫌がられま

春日井警察署  生活安全課長  金子功治様  講和

すので時間内で終わらせますのでよろしくお願いいたします。
平成15年頃まで増え続けておりましたが、犯罪が22万件でしたが今は4分の１まで減っております。昨年平成30
年は5万5千件まで減っております。平成15年頃は、外国人の密航が多発して犯罪をしていました。パチンコの裏ロ
ム、侵入盗、ピッキング、密航者同士の争い、カードの盗み読み取りがありました。稼いだお金を地下銀行を使っ
て、本国へ送金しておりました。その他、偽装結婚などがあった時代です。
住宅侵入盗は、昨年愛知県12年連続ワーストです。何故でしょうか、道路網が発展している。高速道路、幹線道路
があり脇道に入りやすい為、侵入盗をして直ぐに高速道路に入り逃げるという手口が多い傾向にあります。
愛知県の方は、都心の方と比べますと防犯意識が低い様に感じております。セキュリティ対策を万全にお願いい
たします。高齢者の方が増えて、不在の家に侵入するケースが増えておりますので、補助錠の設置をお勧めいたし
ます。ワンドアツーロック、犯人は侵入に5分以上時間を要すると諦める傾向があります。
昨年暮れに、春日井市内で一億二千万の特殊詐欺がありました。80歳のご高齢の方でした。
私は被害に遭わないと思っている方が、被害に遭いますので気を付けてください。
自動車盗難、リレーアタック。レクサス、プリウス、ランクルを所有している方は、スチール缶などへ鍵を入れて電波
が飛ばないように防止してください。

3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加藤 太
Ｌ川口  俊樹

3月定例理事会

《日時》 平成31年3月14日（木）14：00～

《場所》 ホテルプラザ勝川
承認

中部経済新聞社
「天皇陛下の即位記念特集号」掲載について
15,000円（消費税別途）

1.

2. 複合地区年次大会参加について
5月25日（土）～26日（日）
富山県オーバード・ホール・
オーカスカナルパークホテル富山
1名 登録料 5,000円（9名）
7役 ・6R・2Z・ZC・6R・YCE委員 登録 承認

次期理事役員および次期委員会構成表について
次期会長　L村山

3.
承認



■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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

ライオンズの誓い及びスローガン唱和

会長挨拶

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－ア

閉会のゴング

第970回 4月度 第1例会（花見例会）
《日時》 平成31年4月4日（木）12：30～
《場所》 日比野

※例会終了後　花見例会懇親会

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

春日井市梅ケ坪町90－１

TEL〈0568〉81－7591

FAX〈0568〉81－7524

　代表取締役

　野　田　　　均

株式会社 イサム設計

春日井市松河戸町4133－２

TEL〈0568〉29－7788

FAX〈0568〉29－7789

　代表取締役

　灰 﨑 信 吉

株式会社 丸  信

春日井市松河戸町694番地

TEL〈0568〉81－7238

FAX〈0568〉83－7734

　代表取締役

　長谷川　弘　尚

長栄鉄工株式会社

編集後記

春日井中央ライオンズクラブ40周年記念式典が
厳かに行われ各部会、関係者の皆様にはご協力
頂きまして、有難う御座いました。
新年号　令和　と共に45周年へ向けて新たな
スタートです。お疲れ様でした。
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