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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982回10月度第1例会 会長挨拶 L村山和幸■

皆さん、こんにちは。朝夕は肌寒さを感じる季節と
なりました。会員の皆様におかれましては元気に10
月度第一例会に多数のご出席いただきまして誠に
ありがとうございます。
本日は小牧LCよりメーク・アップとしてL神孝、ご参
加ありがとうございます。楽しんでいってください。
去る9月27日には春日井4クラブ合同親善ゴルフコ
ンペを開催し春日井中央LCからは16名の参加あり
がとうございました。春日井中央LCがホストクラブ

でしたので司会進行ではL金林文達ご苦労様でした。成績は個人優勝がL磯村延宏おめでとうございま
す。また準優勝は幹事のL灰崎信吉でした。春日井中央LCとしては1.2位、そしてクラブ対抗戦でも優勝
と、会長としてとても嬉しく思いました。ありがとうございました。今月はアクティビティがとても多く明日
11日は春日井市ポイ捨てふん害防止運動をJR勝川駅北口で午前9時30分から行います。環境保全委員
長L栃本雅尚、初め委員会の皆様よろしくお願いいたします。10月15日は春日井市立柏原小学校で午後1
時45分から薬物乱用防止教室を行います。L村瀬太一委員長、初めライオンズクエスト委員会の皆様よ
ろしくお願いいたします。また同じ週の19日土曜日は春日井まつり・献血運動の開催です。6献委員長のL
成瀬祐一委員長、初め委員会の皆様よろしくお願いいたします。献血と言えば100回達成を目前にしたL
加藤利尚よろしくお願いいたします。
各委員長、委員会の皆様、会員の皆様にはアクティビティ疲れを癒していただきたく、次回の第二例会に
は月見例会を名古屋城、能楽堂の日本料理大森で楽しんでいただければと思っていますので沢山の方
のご出席をお願いします。そして本日の会員スピーチをL小山貴次にお願いしておりますので、そちらも
後ほどお楽しみください。
話は変わりますが、皆様もご覧になったと思いますが10月3日に中日新聞近郊版に掲載がありました、
我々の大先輩鳥居道昭さんが日本新聞協会から地域貢献賞に選ばれました。鳥居先輩は3年前から店
舗の仕分け場で高齢者向けの学びの場【生きいきサロンGO】を開いて家に閉じこもりの高齢者が外に
出て交流できる場を作り60代～80代の会員には音楽、地元の歴史や秘話、豆知識など皆さんの興味が
あることや会員同士の交流の場を作り生きがいの場を提供しております。私はライオンズマンとして鳥
居先輩を尊敬しております。活躍する場は違っても人々に夢と希望を与えている鳥居先のように、私も少
しでも近づけるように頑張りたいと思います。そしてこの前、お会いした時もまだまだお元気でしたの
で、もっと鳥居先輩の傍で後輩会員と共に奉仕の心やライオンズ活動を学びたかったです。
春日井中央LCを築かれた先輩達は偉大な方たちばかりです。次の時代に継承することは大変ですが、語
り部の一人として後輩たちに伝えて行きたいと思います。
最後になりますが11月のアジアフォーラムの参加者がまだ少ないので会員の皆様と一緒に思い出を作
るためにも、ご参加をお願いいたしまして本日の会長挨拶とさせていただきます。



ライオンズローア　L木野村好己　

皆さん、こんにちは。先ほどL高柳守男より誕生日祝
いでの御礼のスピーチがございましたが、私が91歳
になった時にあれ程立派なピーチができるのかと思
いながら聞いておりました。本当にL高柳ありがとう
ございました。さて、10月22日には即位の礼がありま
すが、日本という国は天皇の国であり、御門（みかど）
の国とも言います。天皇の運勢で日本の運勢も決ま
ると言われます。日本の国というのは、昭和、平成、令
和と時代が変わって来ましたが、令和元年これから、

どんな令和時代が来るかわかりませんが、良い時代になることを願っております。そして、私たちは経営の
中で生きておりますが、平成から令和と時代が変わって行く中で、
これから来る時代はまったく中身が違った時代が来ると考えております。考え方から、商品から、サービス
から、会社と社員の関係、社員同士の関係、そして会社と会社の関係性、時代の移り変わりの中で、さまざま
な場面において付き合い方が変わって来ていると感じております。それが労働問題などにも発展している
原因だと思います。そのような問題に対しても私たち経営者はきちっと勉強して、令和の時代が私たちに
とって素晴らしい時代でありますことを祈念いたしまして、皆さんとローア三斉したいと思います。それで
は宜しくお願いします。ウォー!! ウォー!! ウォー!! ありがとうございました。

会員スピーチ　L小山貴次

本日初めての会員スピーチをさせていただきます、
小山貴次です。宜しくお願いします。私は昭和48年9
月23日生まれの今年46歳です。家族は妻と子供1人
の3人家族です。　昨年度、40周年記念事業で時計
塔を設置したJR春日井駅の近くに住んでおります。
私は春日井市の生まれで小学校は薬物乱用防止教
室が行われる柏原小学校を卒業しました。来週34年
ぶりに母校に行けることをすごく楽しみにしていま
す。小学生時代は凄くわんぱくで、3年生の時に塀の

上を綱渡りしていて、落ちた衝撃で複雑骨折をしてしまい、現在も右腕に後遺症を抱えております。5年生
の時は自転車で交通事故に遭い、その時の打ち所が良かったのか悪かったのか、その後はちゃんと落ち着
くような子供になり授業もきちんと聞くようになりました。そして、柏原中学校、春日井工業高校を卒業し
て、家業の水道設備業を勉強するため、名古屋の設備会社へ5年間修行に行っておりました。その後、兄の
経営する設備会社に入り、18年間勤めた後、現在の会社であります、プラミング設備合同会社を設立し、今
年6期目を迎えております。趣味は船魚釣りで年に3，4回は行っていますが、ゴルフは右手の後遺症で力が
入らず断念しました。ライオンズクラブに入会したきっかけは、5年前に関田区の厄年行事でL川口と出会
い、昨年度お誘いを受けて入会させていただきました。入会後は篠木小学校のPTA会長の大先輩、L杉田
と再会することができまして、青経塾でお世話になっておりますL木野村はじめ多くの先輩方と一緒に活動
できる環境に喜びを感じております。これからもライオンズクラブの活動を通じて皆さんと共に、地元・地
域に関わっていきたいと思っておりますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げまして、
私の会員スピーチとさせて頂きます。ご清聴ありがとうございました。



10月度第1例会 ドネーション

Ｌ高柳守男　　¥30,000　誕生日のお祝いをして頂いたお喜びで

Ｌ村山和幸　　¥20,000　寒さを感じる季節となりましたが、今日も沢山の出席ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　   小山Ｌ、会員スピーチありがとうございました。週末、台風が近づいておりますので
　　　　　　　　　　　   会員の皆様には、十分にお気をつけください。

Ｌ山田　実　　¥10,000　イタリア企業と契約する運びとなりました。今月28日締結に行ってまいります。
　　　　　　　　　　　   よって月見例会、欠席とさせて頂きます。村山会長、執行部の皆様申し訳ございません。

Ｌ髙山幸雄　　¥10,000　結婚記念日のお祝いをして頂きましてありがとうございます。

Ｌ杉山周一　　¥10,000　娘が、中部学生馬術女子選手権で優勝し、１１月に全国大会に出場できました。
　　　　　　　　　　　   家族で応援に行きます。

Ｌ長谷川弘尚　¥10,000　結婚祝いを頂きありがとうございます。23年、二人仲良く今後も頑張ります。

Ｌ吉田智雄　　¥10,000　結婚記念日をお祝いして頂きありがとうございます。

Ｌ杉田貴信　　  ¥5,000　結婚祝いありがとうございます。

Ｌ木野村好己　¥10,000　福岡Ｌが休みの為、私にお願いしたいということで、ロアーの指名を頂きました。
　　　　　　　　　　　   急であろうが、ロアーの指名を頂いたお喜びで。

Ｌ小山貴次　      ¥5,000　本日、初めてのスピーチでお聞き苦しいところもあったかと思いますが、
　　　　　　　　　　　  これからも先輩方の様に素晴らしいスピーチが出来るよう練習していきます。

Ｌ西田昭夫　　¥10,000　結婚のお祝いをして頂いたお喜びで。

Ｌ冨田義信　　¥10,000　結婚を祝って頂きありがとうございます。

Ｌ加藤　太　　¥10,000　結婚祝いをして頂いたお喜びで！！

10月定例理事会

会長　　　　 Ｌ村山  和幸
幹事　　　　 Ｌ灰﨑  信吉
議事録作成者 Ｌ加藤  太
議事録署名者 Ｌ内海  永住
議事録署名者 Ｌ丹羽  洋士

《日時》 2019年10月10日（火）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１. 四半期会計報告について　

２. クリスマス家族会予算について
　　　　　１２月２１日（土）　ホテルプラザ勝川

３． 会員の金婚・銀婚式のお祝いについて
　　　　　※金婚式　Ｌ小松隆義
　　　　　※銀婚式　Ｌ前田　朗　　Ｌ小池元裕

４. いい汗流そう大会開催について
　　　　　１１月２３日（土）　予算　２００，０００円
　　　　　　　　　　（参加賞・お弁当・アンパン・体育指導員お礼）

５． ６Ｒ２Ｚ合同アクティビティーについて
　　　　　１１月３０日（土）１０時　少年自然の家
　　　　　各クラブ１０名（女性５名含む）　クラブ負担金　　１万円

６． 瀬戸ライオンズクラブ結成６０周年記念チャリティーゴルフ大会について
　　　　　１１月１１日（月）　登録料　５,０００円　４名分

承認

承認

承認

承認

承認

承認



10月度第1例会

10月結婚記念日のお祝い　L高山幸雄 10月結婚記念日のお祝い　L冨田義信

10月結婚記念日のお祝い　L吉田智雄

10月結婚記念日のお祝い　L杉田貴信

10月結婚記念日のお祝い　L長谷川弘尚

10月結婚記念日のお祝い　L西田昭夫

10月結婚記念日のお祝い　L加藤太

10月結婚記念日のお祝い　L宮道佳男



10月度第1例会

メークアップ記念撮影
小牧LC　L神 孝（東春信用金庫 勤務）
※同じ職場のL小池元裕にお誘いして頂きました。

10月誕生日のお祝い　L高柳守男10月結婚記念日のお祝い　ローア　一斉

今後のスケジュール



ポイ捨て防止啓発運動

薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室　委員長　L村瀬太一10月15日　薬物乱用防止教室（柏原小学校）

10月15日　薬物乱用防止教室（柏原小学校） 10月15日　薬物乱用防止教室（柏原小学校）

10月11日　ポイ捨て防止啓発運動10月11日　ポイ捨て防止啓発運動



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983回 10月度 第2例会
《日時》 2019年10月24日（木）17：00～
《場所》 日本料理　大森

月見例会懇親会　プログラム

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

出席状況
報告

第982回  10月度  第1例会   2019年10月10日（木）
〈会員総数〉50名　〈出席者数〉37名　〈欠席者数〉13名
〈例会出席率〉74%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

開会のことば
乾杯の音頭
食事タイム
余　　　興　　　　　
ライオンズローア　　
閉会のことば

春日井市篠木町５ー1311ー244

TEL〈0568〉81－7330

FAX〈0568〉81－8196

　代表取締役

　髙　山　幸　雄

株式会社昌和警備保障

本　　　社　春日井市鳥居松町５－75

            TEL〈0568〉83－6111

名古屋支店 名古屋市千種区内山

             3－31－5（東明ビル502）

            TEL〈052〉731－2518

　代表取締役

　高　栁　守　男

(株) 高 柳 組
一本の釘にも誠意をこめて

小牧市大字東田中字上池1282－１

TEL〈0568〉79－8711

FAX〈0568〉78－0805

　専務取締役

　杉 山 周 一

株式会社 スギショウ

故　L亀山隆
享年　89歳

令和元年 10月 14日にご逝去されました。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

【ライオン歴】
1979 年 1月　春日井中央ライオンズクラブ入会
春日井中央ライオンズクラブ　チャーターメンバー

合掌


