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「未来に向かって、感動の奉仕に  ウィ・サーブ」
「ウィ・サーブ」

「明るい未来  明日に向かって  ウィ・サーブ」



第976回7月度第1例会 会長挨拶 会長 L村山和幸
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。今期春日井中央ライオンズクラブ第41代
会長の大役を務めます村山です。宜しくお願いいたします。3
年前の朝、電話でスポンサーのL木野村から第三副会長の依
頼を受け、あっという間に3年が経ち、今日この場に立たせて
頂いておりますが、その責任の重さに身の引き締まる思いで
す。諸先輩方の築かれた春日井中央ライオンズクラブの伝統
を汚さぬように41代会長として執行部の役員と共に一丸と
なって一生懸命頑張ってまいりますので、この一年皆様のご

協力とご支援を宜しくお願いいたします。又、本日は第一例会の開催に当たり表敬訪問して頂きまし
た春日井ライオンズクラブ会長L冨田、初め三役の皆様、そして春日井けやきライオンズクラブ会長L
曽我、初め三役の皆様にはご多忙のところご出席をいただき誠にありがとうございます。又、前期は当
クラブの40周年記念行事に多大なるご支援を頂きましたこと誠にありがとうございました。そして当
クラブの山田前会長を初め執行部の皆さん40周年、一年間お疲れ様でした。
本年の会長スローガンは『明るい未来、明日に向かって、ウィサーブ』を掲げさせて頂きました。今年5
月に元号が令和に変わり令和元年と新しい未来のスタート、春日井中央ライオンズクラブも40周年を
終え41年目のスタートで私も還暦になり干支が一回りして生まれた年に戻り今年から1歳という未来
の始まりです。夢のある新しい未来、今日より明日に向かって奉仕の輪を広げて行きたいと思い決め
させて頂きました。今年度の根岸ガバナーの『未来』という同じ言葉と、同じ意味があるのではないか
と思います。
会長方針は（1）会員増強と維持です。会員増強がなければクラブの発展はありません。昨年同様に入
会オリエンテーションを開催します。皆様にはご紹介をお願いします。前年度はクラブにとって貴重な
先輩ライオンが3名も退会されましたので退会者ゼロに努めます。（2）例会以外での交流・懇親会の
開催。ここ数年若いライオンも増えましたが仕事で時間の都合がつかず例会に出席できない方が多く
親交が薄れがちな為、勉強会や懇親会を開催し後半には出席しやすくするためにナイト例会を取り入
れます。（3）例会アクティビティーの活性化。若いライオンが積極的に奉仕活動に参加できるようにラ
イオンズクラブの事業を知ってもらうため執行部・各委員長を中心に事業を進めたいと思います。（4）
当クラブの継続事業。平和ポスター、献眼献腎顕彰式、いい汗流そう大会、年末交通安全運動、薬物乱
用防止教室を通じて青少年育成に努めます。以上4項目を基本に灰崎幹事、加藤会計と共に明日の元
気に繋がるような例会をして行きたいと思いますので皆様の多数のご出席をお願いして、会長挨拶と
させていただきます。

昨年は１年間、お世話になりますした。貴重な経験を積ませ
て頂き、改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
本日は村山執行部、記念すべき船出の日です。そこに春日井
ライオンズクラブから冨田船長、春日井けやきライオンズクラ
ブより曽我船長が駆けつけて頂きました。
こうして当クラブの記念すべき例会に、３つのクラブの船長
が揃うことは、とても光栄であり、めでたいことであります。
春日井中央ライオンズクラブメンバー一同のローア一声で、
３名の船長へエールを送りたいと思います。ウォー！！ 

ライオンズローア　L山田実



7月第1例会

前年度三役　記念品贈呈　ローア一斉前年度三役　記念品贈呈

春日井市・3ライオンズクラブ会長

春日井けやきライオンズクラブ会長　Ｌ曽我衛春日井ライオンズクラブ会長　Ｌ冨田真樹

ゴルフ部会

ゴルフ部会　7月度取りきり戦　有償表彰　Ｌ伊藤一城 今年度ゴルフ部会へ会長杯の贈呈式　Ｌ前田朗



7月結婚記念日のお祝い・誕生日のお祝い

7月結婚祝

川口 俊樹・留美（るみ）3日

7月誕生祝

10日
18日
20日

内海　永柱
宇佐見　淳
伊藤　一城

おめでとうございます

誕生日のお祝い　Ｌ内海永柱

7月16日　7月度定例理事会が開催されました。

7月定例理事会 今後の予定

結婚記念日のお祝い　Ｌ川口俊樹

誕生日のお祝い　Ｌ伊藤一城

誕生日のお祝い　ローア一斉

8/8（木）

8/8（木）

8/19（月）

8/22（木）

8月度第一例会

ホテルプラザ勝川

8月度定例理事会

ホテルプラザ勝川

6R・第1回ガバナー諮問委員会

及びR会議　ホテルプラザ勝川

8月度第二例会

三菱重工MRJ見学例会



出席状況
報告

第976回  7月度  第1例会   2019年7月11日（木）
〈会員総数〉51名　〈出席者数〉38名　〈欠席者数〉13名
〈例会出席率〉74.5%

7月度第1例会 ドネーション

春日井中央ＬＣの会長として又、執行部一丸となって、頑張って参りますの
でよろしくお願い致します。又、春日井ＬＣ会長はじめ三役の皆様、春日井
けやきＬＣ曽我会長様例会にご訪問頂き有難うございます。一年間よろし
くお願い致します。

Ｌ村山 和幸 ￥30,000

本年度間にを務めます。一生懸命ガンバリますので、ご指導、ご鞭撻の程よ
ろしくお願い申し上げます。

Ｌ灰﨑 信吉 ￥20,000

第１回の村山会長杯ゴルフコンペにおいてハンディキャップと幸運に恵まれ
て優勝させて頂きました。又、誕生日のお祝いをして頂き有難うございます。

Ｌ伊藤 一城 ￥15,000

村山会長の華やかな門出をお祝いして！！Ｌ高柳 守男 ￥10,000

いよいよ村山Ｌが、新会長として又新幹事灰﨑Ｌ、新会計加藤太Ｌ他新役
員の皆さん！楽しくライオン精神をモットーに一年間お世話を掛けます。

Ｌ谷井 外二 ￥10,000

本年度会計の大役を仰せつかり光栄です。一生懸命頑張ります！！Ｌ加藤 太 ￥10,000

村山丸の船出を祝してエールを送ります。一年間頑張って下さい。Ｌ小松 隆義 ￥10,000

村山新会長を新執行部の門出を祝して！￥10,000Ｌ高山 幸雄

村山執行部の新たな門出を祝して！Ｌ瀧本 安隆 ￥10,000

村山会長一年間頑張って下さい！今年度よりゴルフ部幹事を金林Ｌに変わ
っていただきました。金林Ｌ一年間ゴルフ部会をよろしく！！

￥10,000Ｌ冨田 義信

村山会長はじめ執行部の皆さん一年間よろしくお願い致します。￥10,000Ｌ福岡 嗣人

村山執行部の晴れの門出を祝して、又、春日井ブラザークラブの執行の皆
様が例会に出席して頂いたお喜びで！

￥10,000Ｌ山田 実

村山会長はじめ新しい執行部の皆さん一年間頑張って下さい！！￥10,000Ｌ伊藤 麻美

山田会長お疲れ様でした。村山会長よろしくお願いします。￥10,000Ｌ磯村 延宏

村山会長一年間宜しくお願いします。
結婚記念日のお祝いを有難うございました。

￥10,000Ｌ川口 俊樹

村山会長の元、一年間計画委員長を務めますさせて頂きますので、よろしく
お願い致します。

￥10,000Ｌ丹羽 洋士

山田前会長、前執行部の皆様一年間お疲れ様でした。新たな期を迎え村山
会長、新執行部の皆様のご活躍を祈念します！！

￥10,000Ｌ小嶋 隆司

一年間ライオンテーマとして頑張りますので、よろしくお願い致します。￥10,000Ｌ内海 永柱

本年度テールツイスターを務めさて頂きます。よろしくお願い致します。￥10,000Ｌ田中 智司

村山執行部の門出を祝して！！￥5,000Ｌ前田 朗

ゴルフで金林Ｌに２０点差で負けて悔しいです。
新執行部の皆さんがんばって下さい！！

￥3,000Ｌ宇佐見 淳

早退の為ファイン￥2,000Ｌ杉田 貴信

本日、春日井中央ＬＣへ、３役で表敬訪問が出来たお喜びで！春日井ＬＣ 多額のドネーションを
頂きました。

本日、春日井中央ＬＣへ３役で表敬訪問で来ましたお喜びで！春日井けやきＬＣ 多額のドネーションを
頂きました。



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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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

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977回 7月度 第2例会（夏期家族会）
《日時》 2019年7月27日（土）16：30～
《場所》 ホテルプラザ勝川

夏期家族会 懇親会 プログラム

7月定例理事会

会長
幹事
議事録作成者
議事録署名者

Ｌ村山  和幸
Ｌ灰﨑  信吉
Ｌ内海  永柱
Ｌ村瀬  太一・Ｌ川口  俊樹

《日時》 2019年7月16日（火）PM1：30～
《場所》 春日井商工会議所

6. パソコン入れ替えについて

7. アイバンク助成金について 昨年30,000円

8. 8月第二例会持ち出しについて
8月22日（木）MRJ見学例会
（キッチンくま 例会及び昼食）

9. 事務局夏期休暇について
8月13日～16日迄

承認

承認
2. 6R・2Z・ZC拠出金について
7/1現在の会員数51名×＠1,000円＝51,000円

承認

承認

3. 国際平和ポスター参加賞について
30,000円（＠500円図書券）

承認
5. 東洋・東南アジアフォーラムについて
11/7～9日　広島（日本）

承認

承認

承認

4. 6R・YCE拠出金について
7月末会員数3,000円×51名＝153,000円

承認

1. 第34回 献眼・献腎・顕彰式典について
9月22日（日）午前10時から 予算200,000円

1.

2.

3.

4.

5.

6.

開会のことば

会長挨拶

乾杯

食事会・余興

また会う日まで

閉会のことば

Ｌ川口　俊樹

■ 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村山　和幸 （株）村山工務店 西春日井郡豊山町豊場中之町192-2 TEL 0568-29-0380
■ 幹事 Ｌ灰崎　信吉 （株）丸信 春日井市松河戸町4133-2 TEL 0568-29-7788

スペースデザイン（株） 春日井市鳥居松町6-50-2  三原ビル鳥居松102 TEL 0568-37-2731

http://www.kasugai-chuo-lions.com是非、ご覧ください
クラブホームページ

春日井市高蔵寺町２－28－１

TEL〈0568〉51－8711

FAX〈0568〉51－7115

　院　　長

　大　橋　壯　樹

　　　　　　　医療法人　徳 洲 会

名古屋徳洲会総合病院

春日井市西本町２－10－９

TEL〈0568〉31－4704

FAX〈0568〉31－4850

　代表取締役

　大久保　冨　啓

春日井市内津町285

TEL〈0568〉88－0383

FAX〈0568〉88－2294

　代表取締役

　内　海　永　柱

株式会社　光　徳
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