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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985回例会

第58回東洋･東南アジアフォーラム　in広島



■第984回11月度第1例会 会長挨拶 L村山和幸■

皆さんこんにちは。朝夕めっきり冷え込む様になり、
冬の訪れを感じる今日この頃です。本日もお元気に
例会へのご出席ありがとうございます。先月は沢山
のアクティビティを各委員長初め、委員会の皆様、
会員の皆様のお陰で無事に終えることが出来まし
た。本当にありがとうございました。先月10月28日
には６Ｒ・２Ｚ・ＺＣのチャリティーゴルフコンペ
が開催されましたが、あいにくの雨にも関わらずゴ
ルフ部会より沢山の会員の皆様のご参加ありがと

うございました。当クラブはＬ高山幸雄の15位が最高の成績でしたが、雨の中本当にお疲れ様でした。
そして11月9日はアジアフォーラムに参加出来なかった会員の皆様には、春日井市総合福祉センターに
おいて福祉の集い協賛・献血運動に参加していただきました。会計のＬ加藤太、６献委員会の皆様、会
員の皆様本当にありがとうございました。おかげさまを持ちまして受付者数52名、そのうち採血者数38
名と大勢の方々から貴重な血液を提供していただく事が出来ました。当クラブの献血のスペシャリスト
Ｌ加藤利尚お疲れ様でした。Ｌ加藤利尚は来年度、当クラブにおいて採血100回を達成出来そうです
ね。素晴らしいことで誇りに思います。
そして今回アジアフォーラムには沢山の皆さんに参加していただきました。会員17名、ライオンレディー
6名、事務局1名、計24名のご参加ありがとうございました。今回の広島ではバスを使わず、すべての移動
は電車と徒歩でした。しかし良く歩きましたね！一日目は一万歩以上の徒歩にも関わらず、誰一人として
弱音を吐くこともなく、お付き合いをしていただきました。特にＬ高柳の奥様幸子様やＬ西田ご夫妻の
体力には大変に驚かされました。私があの年代になった時に、あれ程元気に歩けるのか自信が持てませ
ん。そして昨年のアジアフォーラム同様、Ｌ杉浦ツーリストのおかげさまでバス移動ならともかく、･電車
と徒歩の移動にも関わらず、スムーズに行程通りに出来たのはＬ杉浦ツーリストのおかげです。Ｌ杉浦
ありがとうございました。又、L冨田大会委員長におかれましても、計画段階から大変にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
話は変わりますが、私の住む豊山町でイチロー選手に次ぐプロ野球選手が誕生しました。
私の友人のご子息で、立野和明君21歳です。今年のドラフト会議で北海道日本ハムファイターズに投手
としてドラフト2位指名を受けて、契約金7,000万、年俸1,100万円で先日仮契約をしたばかりです。中部
大学第一高等学校（日進市）卒業後、東海理化（豊川市）で社会人野球選手として活躍していました。パ･
リーグですのであまり見る機会がないかもしれませんが、是非応援よろしくお願いします。
本日は会員スピーチをＬ小池にお願いしてありますので皆様是非ともお楽しみください。
そして11月23日には、当クラブの継続事業のアクティビティ、障害者の皆さんと「いい汗流そう大会」が
ありますので社会福祉委員会の皆さん宜しくお願いいたします。会員の皆様の多数のご参加をお願い申
し上げまして、本日の会長挨拶とさせていただきます。

出席状況
報告

第984回  11月度  第1例会   2019年11月14日（木）
〈会員総数〉49名　〈出席者数〉30名
〈欠席者数〉19名　  〈例会出席率〉61.2%



ライオンズローア　L谷井外二

皆さん、こんにちは。先ほどの村山会長の挨拶にもあ
りましたが、ようやく11月らしい季節になってまいり
ました。今年は天候が異変だらけではありましたが、
いよいよ霜月の紅葉シーズンを迎えることとなりま
す。こうして今日の会員の皆さんのお顔を拝見してお
りましても、我々の年代の顔が少なくなって来たなあ
と、L高柳を筆頭に今日は私が二番目だなあと思って
おった次第です。特にL亀山が、あれ程元気だった人
が、私が一番尊敬しておりました人が、先月逝去され
たことは、本当に寂しい想いで一杯です。

今日は折角のローアのご指名でございますので、先ほどもLCIFの表彰がございましたが、LCIFについて少
しお話をさせて頂きたいと思います。LCIFというのはライオンズクラブの命綱でもあります。ライオンズク
ラブの歴史はメルビン・ジョーンズが設立して今年で102年目となります。皆さんもご存知の通り本部はア
メリカ・シカゴにございます。LCIFは国際財団としてその後、半世紀経って設立され今年が51年目でありま
す。私も18年前の会長として1000ドル基金というのは花形として積極的に協力をしてまいりました。現在
でもそうですが、愛知県の334-A地区はLCIF国際協会において断突の記録を持っております。2位の東京、
3位の大阪と比べても愛知県は突出しております。ライオンズクラブは奉仕団体であります。LCIFの献金が
決して強制的なものでなく、若いライオンマンが今後も自由に活動・活躍ができる、そしてライオンズクラ
ブの『みんな』が主役になる、そんなライオンズクラブでありますことを祈念いたしまして、村山会長と共
に、皆さんと一緒にローア一斉をしたいと思います。それでは皆さん！宜しくお願いします。 ウォー!! ありが
とうございました。

会員スピーチ　L小池元裕

皆さん、こんにちは。東春信用金庫の小池でございま
す。入会後、初めての会員スピーチとなります。どうぞ
宜しくお願いします。私は金融機関の人間ですので、
経営者の皆様には「最近の金融事情」や「キャッシュ
レスによる金融動向」の話題の方が良かったのかも
しれないですが、また当金庫の理事長からは「折角
の機会だから、『とうしゅん』のPRをしてきなさい」と
言われそうですが、今回は「自己紹介」をさせていた
だきたいと思います。
私の家族は、私の母、妻と長男の4人家族です。私は

昭和38年に名古屋市北区上飯田で生まれました。3歳の時に三重県鈴鹿市に引っ越して、鈴鹿サーキット
の近くに住んでおりました。小学校2年の時に春日井に引っ越してきまして、今年で春日井に住んで50年に
なります。勝川小学校を卒業して、中部中学校では俳優・森田健作の青春ドラマ「おれは男だ！」に憧れて、3
年間剣道部に在籍していました。高校は春日井西高校に進学して、当時「バンビ坂本」で有名だった東邦高
校の坂本投手に憧れて、野球部に在籍して甲子園を目指して頑張っていました。当時、愛知の同年代には、
後に西武ライオンズなどで活躍した、現ソフトバンクホークス監督の名電高校の工藤公康投手、後に読売
ジャイアンツ一筋で活躍した大府高校の槙原寛己投手がいました。私は高校卒業後、大学に進学した当時
は「イカ天」という音楽番組が大人気で、世間では空前の音楽バンドブームだったので、私もバンド活動に
力を入れて大学時代を過ごしていました。大学卒業後、現在の東春信用金庫に入社いたしました。私は東
春信用金庫の経営理念にある「中小企業金融を通じて地域社会の発展に貢献する」ことができるよう、仕
事を真剣に取り組んでおります。現在は来年4月に施行される改正民法への対応に追われる日々を過ごし
ておりますが、その後も様々な法改正制度を控えており、こちらの仕事が最優先になっているのが現状で
す。これが一段落すれば、ライオンズクラブの活動にもできる限り参加して、皆さんと一緒により良い時間
を過ごしたいと願っております。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。



11月度第1例会 ドネーション

Ｌ村山和幸　　¥20,000　１１月８～９日には会員１７名ライオンレディー６名事務局１名計２４名のアジアフォーラム参加
　　　　　　　　　　　　ありがとうございました。加藤太Ｌ始め出席できなかった会員の皆様には、福祉のつどい協賛献血運
　　　　　　　　　　　　動ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　誕生祝ありがとうございました。小池Ｌ会員スピーチありがとうございました。

Ｌ灰﨑信吉　　¥10,000　 結婚のお祝いを頂いたお喜びで。

Ｌ丹羽洋士　　¥10,000　結婚記念のお祝いを頂きまして誠にありがとうございました。

Ｌ杉浦秀樹　　¥10,000　 先週広島で行われたアジアフォーラムを無事に終える事が出来たお喜びで。参加者の皆様、旅行中
　　　　　　　　　　　　は多大なご協力を頂きましてありがとうございました。来年は、韓国の済州島です。

Ｌ泉希望子　　　¥5,000　結婚祝いを頂いたお喜びで。

Ｌ田中智司　　　¥5,000　アジアフォーラムに参加させて頂き、皆様と別に木野村Ｌご夫婦と江田島に行かせて頂きました。
　　　　　　　　　　　　戦争というものを身近に感じ改めて平和の大切さを感じました。

Ｌ小池元裕　　　¥5,000　スピーチのご指名ありがとうございます。上手く出来なくて申し訳ありません。

Ｌ前田朗・Ｌ福岡嗣人・Ｌ山田実　¥3,000　アジアフォーラム楽しく過ごすことが出来ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村山会長始め執行部の皆様ありがとうございました。 

Ｌ谷井外二　　¥10,000　 本日久しぶりにライオンズローアの発声を頂きましたお喜びで。

Ｌ木野村好己　¥10,000　 東南アジアフォーラムに参加できたお喜びと、翌日に皆さんと別に田中ツーリストと共に江田島に
　　　　　　　　　　　　行って来ました。私の父が海軍で呉、江田島にいた事を聞いていましたので父の思い出がよみが
　　　　　　　　　　　　えり感慨に思いました。

Ｌ冨田義信　　¥10,000　 誕生日のお祝いありがとうございます。又、アジアフォーラム参加頂きましたメンバーの皆様、御苦
　　　　　　　　　　　　労様でした。

Ｌ伊藤麻美　　¥10,000　本日は遅刻しましたごめんなさい。そして、お誕生日のお祝いありがとうございました。

11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前田  朗
議事録署名者 Ｌ福岡  嗣人

《日時》 2019年11月14日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１.　交通安全運動開催について
　　１２月７日（土）午前１０時３０分～１１時３０分
　　清水屋　春日井店　　予算　７０,０００円
　　春日井市用ゴミ袋　３００組　　園児２０名　粗品代
 
２.　新入会員オリエンテーションについて　　　　　　　３.　下半期スケジュール表について
　　１月３１日（金）　木曽路　春日井店
　　予算　１００，０００円
　

４.　雇用保険等に関する手続代と保険料について　（報告事項）
　　・労働保険成立手続・労働保険概算保険料申告手続
　　　雇用保険新規適用手続・雇用保険者資格取得手続　５５,０００円
　　・労働保険料　２０１９年度分（９月～３月分）１２,６００円
　
5.　事務局員退社について（報告事項）
　　小枝事務局　１２月３１日付け退職

承認

承認 承認



11月度第1例会

11月結婚記念のお祝い　L泉希望子 11月結婚記念のお祝い　L灰崎信吉

11月結婚記念のお祝い　L丹羽洋士

11月誕生日のお祝い　L冨田義信

11月誕生日のお祝い　ローア一斉

11月結婚記念のお祝い　ローア一斉

11月誕生日のお祝い　L村山和幸

若手リーダー育成研修会修了証　L川口俊樹



11月度第1例会

LCIFアワード
ライオン・デディケーションピン受賞

ローア一斉

LCIFアワード
ライオン・アクションピン受賞

ローア一斉

モナーク・シェブロン賞　45年　L高柳守男 モナーク・シェブロン賞　ローア一斉

メインアクト・春日井市へ車椅子10台寄贈（11月18日）

11月18日　メインアクト　目録贈呈式 春日井市長へ目録贈呈

目録贈呈式　記念撮影 三役と春日井市長による懇談



福祉の集い・献血運動（11月9日）

11月9日　福祉の集い　献血運動 11月9日　福祉の集い　献血運動

メンバーによる献血協力

L小嶋隆司

メンバーによる献血協力

L加藤利尚

11月12日　美園幼稚園　収穫祭　報告会 園児より三役に贈呈

美園幼稚園　収穫祭　報告会（11月12日）



第58回東洋･東南アジアフォーラムin広島（11月8・9日）

アジアフォーラム 会場　記念撮影 第58回東洋･東南アジアフォーラム 式典

アジアフォーラム　会場風景①

広島・お好み焼き村①

呉市・大和ミュージアム

アジアフォーラム　会場風景②

広島・お好み焼き村②

呉市・海上自衛隊呉史料館



第58回東洋･東南アジアフォーラムin広島（11月8・9日）

宮島・厳島神社　風景① 宮島・厳島神社　風景②

宮島・厳島神社　風景③

宮島・厳島神社　風景⑤

呉港　風景①

宮島・厳島神社　風景④

宮島・厳島神社　風景⑥

呉港　風景②



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．開会のゴング　　　
２．国旗に敬礼
３．国歌並びにライオンズヒム斉唱
４．ライオンズの誓い及びスローガン唱和　　　
５．会長挨拶　　　　　
６．食事タイム
７．講話　　　　　　　　
８．幹事報告　　　　　
９. テールツィスターの時間
10．出席状況報告　出席委員   　 
11．ライオンズロ－ア　　　　　　
12. 閉会のゴング

第985回 11月度 第2例会
《日時》 2019年11月28日（木）12：30～
《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

今後のスケジュール

春日井市明知町991－３

TEL〈0568〉88－6232

FAX〈0568〉88－6235

　代表取締役

　冨　田　義　信

株式会社  ト ミ モ ク

  パレット ・ 木箱製造
輸出 ・ 国内梱包箱製造

名古屋市守山区新守山3503番地

TEL〈052〉758－1510

FAX〈052〉795－5119

　代表取締役

　杤 本 雅 尚

戸建・マンション分譲・ホテル運営

グレースホーム株式会社

ゴルフ部会　11 月定例会の結果（11 月 19 日）
優勝　Ｌ伊藤一城
準優勝　Ｌ前田朗
ＢＢ賞　小松梅子様

※次回ゴルフ部会　12 月定例会及び忘年会の開催　12 月 13 日（金）

ゴルフ部会　11月定例会の結果


