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第972回5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

ライオンズローア 宮道L

令和最初のローアを私に仰せつかり、光栄です。
初春の令月にして気よく和らぎ冬から春に移り行く、暖かくなる
梅が咲く気持ちの良い季節という意味の2文字を用いて、令和
と付けたと報道されています。真実は20年間明かされません
が、新聞では国文学者と言われています。なかなか良い、元号
だと思いますが。令は、令子、令夫、令息、令堂など敬称として用
いられますが、巧言令色鮮仁の様に令を悪い事として使う例も

あります。令旨とは天皇以外の皇族が使う命令、勅使とは天皇が用いる命令です。皇位継承の令和の乱が
あるかも。令和が平和である事を願ってローア一声！ウォー！

まず今回の席次は、来年度７月から発足する村山執行部の事業
委員会別の席次とさせて頂きました。二か月後の７月から、また
アクティビティが始まります。これまでの経験を活かすためにも、
委員長の皆様引継ぎ宜しくお願い致します。
さて本日はブラザークラブ春日井ケヤキライオンズクラブより次
期会長、曽我衛ライオンをお招きしております。就任前になぜ次
期会長をお招きしたかと申しますと私も周年を経験させて頂き、

４クラブ会長間のつながりが非常に重要だと気づかせて頂きました。そこで、少しでも早く会長同士の交流
を深めて頂ければとの思いと、また春日井ケヤキライオンズクラブは来年度、結成２５周年を迎えられま
す。周年を担当される曽我次期会長は色々と不安もあると思います。そんな曽我会長をわがクラブからも
微力ながら盛り上げて行きたいという意図でお招きしました次第です。曽我次期会長には後ほどスピーチ
を頂きたいと思います。どうぞ、よろしくお願い致します。
次に明るい報告です。
当クラブの本年度メインアクティビティ、春日井駅前に寄贈した時計塔が、このほど市制の進展に大きく貢
献したとして、春日井市表彰条例に基づき、表彰を頂く運びとなりました。当クラブの活動が、公の場でこの
ように成果を称えられることは、春日井中央ライオンズクラブ４０年の歴史が更に引き立てられた思いで
大変うれしく思います。皆様ご協力ありがとうございました。
さて、私事ではありますが、６月１日よりスリランカに旅する予定でした。しかし４月２１日に首都コロンボ
で爆破テロが勃発し。政府の定める安全基準がレベル２に格上げとなり、あえなく中止になってしまいまし
た。そこで、日本の安全基準はどうか？と調べてみると安全レベル４段階中レベル０。世界平和度指数ラン
キングは９位でした。2020年夏季五輪の開催都市に東京が選ばれたとき、多くの海外メディアは「不確実
性の時代の安全と治安の良さ」が決め手になったと報じていたように世界から見ても日本は安全と映るよ
うです。ではなぜ日本は安全と言われるのか？としらべてみると、日本人の礼儀正しさや秩序を守るといっ
た人種的特徴と、犯罪を未然に防ぐ日本独特のシステムからなるとの事でした。そのシステムの一つが地
域の治安維持に重要な役割を果たしている交番でした。今では日本独自の仕組みとして評価される交番
は、国際的に輸出するまでに至っているとの事で大変興味深いものでした。
さらに調べると最後に、１９７０年かつて山本七平氏という評論家が「日本人は水と安全はタダだと思って
いる」と喝破したとありました。この言葉は学生の頃聞いたことがありましあが、約５０年も前から言われて
いたことなのだと感服した次第です。元号も変わり、平和は願って止まないことですが、平和であることに
気をゆるめるのでは無く、いつ起こるかわからない災害やトラブルに備え私たちはいつも危機感を持って
行動したいものです。以上をもって会長挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。



５月結婚祝

小嶋
金林
清水
谷井
山田
村山
谷内
笠島
村瀬
小池

隆司（たかし）・陽子（ようこ）
文達（ふみたつ）・芭実（はみ）
義博（よしひろ）・玲奈（れいな）
外二（そとじ）・尚美（なおみ）
実（みのる）・幸子（さちこ）
和幸（かずゆき）・さゆり
量（りょう）・有美奈（ゆみな）
達雄（たつお）・友子（ともこ）
太一（たいち）・裕子（ゆうこ）
元裕（もとひろ）・美和子（みわこ）

おめでとうございます

５月誕生祝

23日

25日

26日

北川　昇二（しょうじ）

田中　智司（さとし）

杉山　周一（しゅういち）

おめでとうございます





出席状況
報告

第972回  5月度  第1例会   2019年5月9日（木）
〈会員総数〉54名　〈出席者数〉39名　〈欠席者数〉15名
〈例会出席率〉72.22%

皆さん、こんにちは本日はお招きと言いますか、強制参加で来ま
した。来年度、けやきライオンズクラブの会長候補ということで
す。自己紹介をさせて頂きますと、生まれは昭和21年岐阜県の恵
那市の山の中で生まれました。今は春日井市に住んでいまして
仕事は独立して35周年を迎え、仕事の内容としましては皆さんと
ちょっと違う職種ですが自動販売機の管理センターを営んでお
ります。取引メーカーは大塚製薬、伊藤園などの自動販売機の設

置、修理、整備等を一括しています。愛知、静岡、長野、北陸等の範囲で営業しております。場所は町屋にあ
り、常時2,000台の自動販売機が置いてあります。このライオンズクラブには2014年、5年前に入会させてい
ただきました。春日井市のある会で、世の中で犯罪を犯して刑期を終えた方を企業で受け入れ、更生させて
いくという事をしておりその会長のかたから誘われて入会させていただきました。ライオンズクラブが何か
分からなかったのですが、今まで72年間色々な方にお世話になって生きてきて、世の中に何かお返しをし
ないといけないと思っていた矢先でしたので、入会いたしました。初年度、ゴルフクラブの幹事、計画委員
長、会計やらされて、今年幹事、そして来年会長と、何が何だか分からず今があります。杉田ZC、山田会長の
お陰でけやきライオンズクラブがまとまってきました。事務局も変わりましたので、小枝さんご指導をお願
いいたします。
今年はZCを輩出、25周年行事があり頭がいっぱいです。親クラブの春日井中央ライオンズクラブさんのご
指導を頂きながら、乗り切っていきたいと思いますので宜しくお願いいたします。

春日井けやきＬＣ　第一副会長　Ｌ曽我　衛

５月度第１例会  ドネーション

本日、春日井中央ＬＣへ、表敬訪問し、スピーチが出来ましたお喜びで。￥10,000第一副会長  曽我衛

本日、春日井けやきＬＣよりＬ曽我衛をお迎えできたお喜びで！！￥20,000Ｌ山田  実

令和、最初のローアをさせて頂いて光栄です！！！￥10,000Ｌ宮道  佳男

今月５月７日、結婚５６回目の記念日です。改めて今日まで健康で生きてこれた
事に家内を始め沢山の人達にお世話になってきたことに感謝です。
ありがとうございます。

￥10,000Ｌ谷井  外二

令和１回目の例会のライオンズの誓いをスローガの唱和を
ご指名いただきました。何年ぶりかで、緊張しました。

￥10,000Ｌ伊藤  麻美

結婚祝を頂有難うございます。又、本日けやきＬＣ次期会長Ｌ曽我衛に
中央ＬＣの例会に出席して頂き有難うございます。

￥10,000Ｌ村山  和幸

多額のドネーションを頂きました。春日井けやきＬＣ

誕生日を祝って頂き有難うございます。￥10,000Ｌ杉山  周一

結婚記念日にお花を頂きありがとうございます。￥10,000Ｌ金林  文達

結婚祝をして頂き有難うございました。￥10,000Ｌ小嶋  隆司

結婚祝を有難うございました。ようやく２０年になりました。
３０年、４０年を目標に頑張ります！！！

￥5,000Ｌ谷内  量

結婚祝を頂いたお喜びで！！￥5,000Ｌ田中  智司

本日も出席できたお喜びで！！￥1,000Ｌ杉浦  秀樹

早退のため￥1,000《ファイン》Ｌ木野村  好己

講和  けやきライオンズクラブ



■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973回  5月度  第2例会　　　　
《日時》 2019年5月23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

5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髙山  幸雄
Ｌ野田  均

《日時》 2019年5月9日（木）PM2：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

6. その他

春日井市民納涼まつり協賛金について
昨年30,000円

1.
承認

2. 次期YCE派遣生助成金について
前田 美祐奈様（L前田朗令嬢）
派遣先：アメリカ コロラド州
日程：7/20～8/11
クラブ助成金：10万円 承認

3. 年次例会日について
日待：2019年6月22日（土）
場所：ホテルプラザ勝川　余輿：70,000円
午後5時～受付
午後5時30分～例会・懇親会 承認

5. 姉妹都市市民の会
特別団体会費について　20,000円 承認

4. 出席100パ一セント賞について
5月現在：10名位予定 承認

西春日井郡豊山町豊場
　　　　　　　中之町192ー２
TEL〈0568〉29－0380
FAX〈0568〉29－0340

　代表取締役

　村　山　和　幸

株式会社 村山工務店

名古屋市守山区小幡中2-20-22

TEL〈052〉715－5963

FAX〈052〉715－5964

　代表取締役

　村 瀬 太 一

ビル管理

株式会社 ナチュラルハート

名古屋市北区五反田77

TEL〈052〉909－5600

FAX〈052〉909－5610

　代表取締役

　山　田　　実

株式会社 アイチ金属
建築金物 設計 製作 施工業
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