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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979回8月度第2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、お盆休みは楽しめましたでしょう

か。本日は場所を変えての持ち出し例会ですが沢山

の方にご出席を頂きありがとうございます。今日は

豊山町長を来賓としてお招きし、また9月より事務員

として来て頂く鈴木さんも招待しての例会とさせて

頂きます。服部町長にはお忙しいところ当クラブの

例会訪問をいただき誠にありがとうございます。そ

して例会後は皆さんお楽しみのMRJ見学会となって

おります。
三菱重工業が2008年に国産初のジェット旅客機MRJ事業化を発表し、13年に初号機を納入する計画で

したが安全確保のため計画変更が相次ぎ、納入時期を5度延期したMRJのイメージを刷新するために名

前を「スペースジェット」に改名し受注拡大を目指しています。このあとの説明は現地で職員の方からし

て頂けますのでお楽しみ下さい。現地では衆議院議員の丹羽秀樹先生もお見えになります。

今日は私の住む町、豊山町での2人の出会いについて少しお話しをさせて頂きます。1人目は本日ご来賓

の服部町長です。4年半前までは一町民の『服部君』が今では町のトップですから、世の中もそうですが

人生はわかりません。私と彼との出会いは豊山町豊場の伝統行事の厄災神事で彼が前厄の時、とある居

酒屋で出会い、その後の彼を見ていると自治会長に始まりPTA会長、消防団での活動、豊山町の一大イ

ベントである『とよやまDEナイト』の実行委員長と、あらゆるボランティア活動をしておりました。そんな

彼にもっと活躍の場を広めてもらいたく町議会議員に立候補を薦めました。選挙では彼の持ち前の明る

さと地域での活躍の結果、見事トップ当選を果たしました。まだ4年半前のことです。

議員として一生懸命勉強しているところに前町長から体調不良でこのままでは町長の職務を全う出来な

いので、今この豊山町で舵取りが出来るのは服部君しかいないと、町長後任に指名され、悩んだ末に町

長選に出馬し、見事当選を果たし、今では立派な町長として頑張っておられます。

ここ数年では、JAXA(宇宙航空研究開発機構)ができ、FDA(フジドリームエアライン)も順調で三菱重工業

のMRJ事業拡大、人口増加と豊山町も大きく変わり航空産業の街、豊山町として喜ばしいことです。

2人目は今年現役を引退したイチロー選手です。皆さんは豊山町と言えばイチロー選手を思い浮かべる

方が多いのではないでしょうか。私とイチロー選手との出会いは今から27年前、彼がドラフト4位指名で

オリックスに入団してまだ二軍の頃、近所のお寿司屋さんでイチロー選手親子と出会いました。後援会

を立ち上げることになり副会長をさせて頂き、その後すぐに一軍に昇格し200本安打を達成するなどの

活躍で一躍スターになり、当時100人前後だった会員が3年後には東京・大阪・福岡の支部を含め3000

人以上の会員規模となりました。その後マリナーズに移りメジャーリーグでの大活躍を大変喜んでおり

ました。そのイチロー選手が今は現役を引退し、その引退会見では素晴らしい言葉がたくさんありまし

た。皆様もご存知の通り彼は23数年前から地元豊山町でイチロー杯を開催し青少年に夢を与えておりま

す。これは我々の求める青少年育成と同じことではないでしょうか。私もライオンズクラブを通して少し

でも青少年育成と奉仕活動に取り組みたいと思っております。

第一例会ではL桑原ZCより根岸ガバナーの基本方針・活動方針などの報告等の説明がありました。これ

からは委員長セミナーや9月からは顕彰式など、沢山のアクテビティーが続きますので皆さんにご協力

をお願い申し上げまして、私の会長挨拶とさせていただきます。



ライオンズローア　L高山幸雄

皆さんこんにちは。そして服部豊山町長、
ご臨席ありがとうございました。
先ほどの会長の話にもありましたが、本
日ご参加を頂いております村山会長の奥
様、誕生日おめでとうございます。今日は
村山会長からさぞかし豪勢なプレゼント
が頂けると思いますが、約20年間、4000
個以上のおにぎりを作って持たせてくれ
たという話、そして妻への感謝の気持ち
を、皆さんの前で「いつもおにぎりありが
とうございます」とお礼の言葉を伝えると

いうのは奥さん冥利に尽きる、最高の誕生日プレゼントではないでしょうか。
前回の会長挨拶、今日の挨拶もそうでしたが、村山会長は非常に細やかで、地域では地域、ライオン
ズクラブではライオンズクラブ、家庭では家庭と、きちっと自分の役割をこなしている村山会長をこれ
からもみんなで盛り上げて頑張って行きたいと思います。それでは皆さんローア一斉をお願いしま
す！ウォー！！

Ｌ 根岸 昭雄 （ねぎし あきお）
所属クラブ 5R2Z

東海LC
生年月日 1947年12月10日
現職　 株式会社 つみき 取締役会長

［歓迎］ガバナー公式訪問
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東海ライオンズクラブ　入会
5RYE委員
334・A地区チャビネット地区
事業委員長兼副幹事
クラブ会計
クラブ幹事  100%幹事賞
5RPR・ライオンズ情報・IT委員
地区LCIF・国際関係委員長
クラブ会長
5R2Zゾーンチェアパーソン
334-A地区  第二副地区ガバナー
334-A地区  第一副地区ガバナー
MJF献金 13口　国際会長感謝状 1回

ライオン歴

出席状況
報告

第979回  8月度  第2例会   2019年8月22日（木）
〈会員総数〉50名　〈出席者数〉36名　〈欠席者数〉14名
〈例会出席率〉72%



8月第2例会

服部豊山町長と村山会長　記念撮影来賓挨拶　豊山町長　服部正樹様

例会後・食事会風景例会後・食事会風景

8月度第2例会 ドネーション

本日は、服部豊山町長をお迎えしての持ち出し例会に沢山のご出席を頂き
有難うございます。

Ｌ村山 和幸 ￥20,000

ＹＣＥ派遣により7/20カラ/11の間、コロラドに留学していた、次女が、無事
帰国致しました。ホストファミリーに恵まれて楽しく過ごせた様です。ライオ
ンズに機会を与えて頂き有難うございました。又、私には無縁と思っていま
したが、8/10恵那峡カントリーにて、ホールインワンを達成致しました。次
はナイト思いますが・・・（笑）

Ｌ前田 朗 ￥20,000

豊山町長をお迎えしてＭＲＪ見学例会をさせて頂くお喜びで！Ｌ木野村 好己 ￥10,000

豊山町長をお迎えして出来たお喜びで！Ｌ杉田 貴信 ￥10,000

豊山町長は服部様をお迎えして、例会が出来たお喜びで！Ｌ山田 実 ￥10,000

ＭＲＪの見学例会を楽しみに又、村山会長のお骨折りで豊山町長をお迎え
できたお喜びとローアをご指名頂いたお喜びで！

Ｌ高山 幸雄 ￥10,000

豊山町長にお越し頂いたお喜びで！Ｌ灰崎 信吉 ￥10,000

豊山町長は服部様に例会出席して頂いたお喜びで！￥10,000Ｌ加藤 太

誕生日を祝って頂き有難うございました。Ｌ磯村 延宏 ￥10,000

服部豊山町長にお越し頂いたお喜びと、ＭＲＪ見学が出来たお喜びで！！￥5,000Ｌ田中 智司



MRJ 見学会

MRJ工場

MRJ見学会　説明風景来賓挨拶　衆議院議員　丹羽秀樹様

衆議院議員　丹羽秀樹様と記念撮影

MRJ見学会　三菱スペースジェットの説明



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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13.

14.

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

物故ライオンに黙祷

地区ガバナー並びに訪問役員紹介

参加クラブ紹介　　　　　

歓迎のことば　

 地区ガバナー経歴紹介　　　　

. 地区ガバナー挨拶

ガバナー公式訪問質問書回答提出

また会う日まで斉唱

ライオンズロ－ア

閉会のゴング

第980回 9月度 第1例会
（ガバナー公式訪問並びに６Ｒ・２Ｚ合同例会）
《日時》 2019年9月12日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

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

9月誕生祝

1日
15日
16日
23日

成瀬　祐一　（ゆういち）
小松　隆義　（たかよし）
小池　元裕　（もとひろ）
小山　貴次　（たかつぐ）

おめでとうございます

ガバナー退場

ガバナー入場

一宮市大毛八幡21番地

TEL〈0586〉51－2212

FAX〈0586〉51－2116

　会  長

　北 川 昇 二

株式会社 北東工業

小牧市中央１－231－１

TEL〈0568〉72－2181

FAX〈0568〉72－2590

　理事　審査部長

　小　池　元　裕

東春信用金庫

春日井市大和通２－41－１
第２リーディングビル

TEL〈0568〉34－0077

FAX〈0568〉34－0071

　代表取締役

　木野村　好　己

            土地・建物を快適に活用する。       

今後のスケジュール

9/17（火）

9/22（日）

9/26（木）

10/10（木）

10/10（木）

10/15（火）

10/19（土）

10/24（木）

9月度定例理事会　春日井商工会議所

献眼・献腎・顕彰式典　　

　春日井市総合福祉センター

9月度第二例会　ホテルプラザ勝川

10月度第一例会　ホテルプラザ勝川

10月度定例理事会

　ホテルプラザ勝川

薬物乱用防止教室　柏原小学校

春日井まつり献血運動

　春日井市役所

10月度第二例会（月見例会）

　日本料理大森（名古屋城前）


