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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987回例会　クリスマス家族例会

年末交通安全運動



■第986回12月度第1例会 会長挨拶 L村山和幸■

年の瀬を迎え、何かとお忙しいところ、本日も
元気に例会へのご出席ありがとうございます。
前回例会では素敵なサプライズ誕生会をあり
がとうございました。
11月30日に6R2Z合同アクティビティの一人親
家族の『ふれあい野外カレー作りとアスレチッ
ク』を開催いたしました。開催の目的はライオ
ンズクラブにおけるボランティア奉仕活動の
一環として、一人親家族の親子と一緒に野外

でカレー料理を作り、フィールドアスレチックで遊ぶことにより親子の絆を深めて頂こうという
趣旨目的でした。協力して頂きました、前会長L山田、L村瀬太一、そして執行部の皆様ありがと
うございました。
また、12月7日には環境保全委員長のL杤本雅尚のもと、美園幼稚園の園児のみなさんと共に
清水屋春日井店にて交通安全キャンペーン運動を行いました。春日井警察署交通課係長の長
瀬様、美園幼稚園園長の谷口様、園児のみなさんと保護者の皆様、そして会員22名に参加して
いただき、交通事故発生件数全国ワーストワンの愛知県の交通事故を1件でも減らすことがで
きればと願いを込めて、ながら運転や飲酒運転の撲滅運動を行いました。終了後は2年前に瀧
本元会長がメインアクトとして贈呈した子供用警察官の制服姿を着た我が子を撮影する保護
者の方々の笑顔がとても印象的でした。
私事ですが、同じ町内に住んでいる姪が11月29日、私の誕生日の次の日に中日新聞の近郊版
に掲載されました。見出しは【豊山の村山さん愛知駅伝へ】というもので、姪は母親の影響から
か子供の頃から走ることが好きで、小中高と様々な駅伝の大会に出場していました。愛知駅伝
の第八回大会を最後に走ることをやめ保育士の道に進みましたが、当時一緒に走っていた友
達が20才とうい若さにして急性白血病で亡くなりました。その友達ともう一度、一緒に走りたい
との思いを込めて彼女の鉢巻きを付けて12月7日に【愛知万博メモリアル第十四回愛知県市町
村対抗駅伝競走大会】に出場しました。結果は町村の部で10位でした。私は同日に皆さんと共
に交通安全運動に参加していたので、当日は姪の応援に行けませんでしたが、場所は違っても
誰かのために、誰かを思って行動することは素敵なことです。私はそんな姪を誇りに思います。
さて、本日は今年で事務局を退職されます小枝和子さんがクリスマス家族例会に出席できな
い為、この例会が最後になりますので、後ほど小枝さんにはご挨拶をお願いしております。小枝
さんは今から26年前の1994年、16代岡本富次会長の頃から41代の私まで勤めていただきあ
りがとうございました。前回の会長スピーチでもお話ししましたが、事務局がしっかりとしてい
るかどうかでクラブの運営もクラブ自身も変わってきます。私が会長になって半年間ではあり
ましたが、色々お世話になりました。退職後もお願いすることがあると思いますが、その際は宜
しくお願いい致します。どうかいつまでもお元気でいてください。
そして次回12月21日は丹羽計画委員長プレゼンのご家族様を招いてのクリスマス家族例会で
す。一人でも多くのメンバーのご出席をお願い致しまして、会長挨拶とさせて頂きます。



ライオンズローア　L加藤建武

皆さん、こんにちは。ライオンズローアのご指名
を頂きました加藤建武でございます。光陰矢の
如しと申しますが、私が春日井中央LCに入会さ
せて頂きまして、今年で35年になりました。あっ
という間の35年でした。
その間、多くの皆さんと出会い、時には別れもあ
りましたが、多くの方々から叱咤激励を頂けたこ
とは、私の心の支え、財産となっております。
35年のライオンズクラブ活動で最も印象に残っ

ているのは、2007年7月にアメリカ・シカゴで開催されました、第90回ライオンズクラブ国際大会
に永草ガバナーと森キャビネット幹事、笠島キャビネット会計と共に副幹事として参加したこと
です。大会後に国際本部へ、さらにはニューヨークまで足を伸ばしてエンパイヤー・ステートビル
に昇って見学したこと。翌年のタイ・バンコクでの国際大会に参加した際には、宮殿や寺院、さら
に隣国カンボジアでアンコールワットを見学した思い出であります。
このように参加できたのも皆さんのおかげ様と感謝し、大変有難く思っております。私も来年2月
に80歳を迎えますが、健康に気をつけて、ライオンズクラブの精神であります「ウィ・サーブ」－
「我々は奉仕する」この趣旨を忘れずに、頑張ってまいりますので、これからも宜しくお願いしま
す。
そして、小枝和子さん26年間、長い間、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。それで
は、皆さんとローア一斉したいと思います。ウォー!! ありがとうございました。

会員スピーチ　L伊藤麻美

私は2006年に入会させて頂きまして、早いもの
で13年が経ちました。
最初の数年間は様々な役を受けさせて頂き、
あっという間に時間が過ぎて行きました。入会3
年目のPR委員長の時は、私は背が低いので前
の方に座ってたくさん写真を撮っておりました。
その写真を例会で皆さんに配ったり、会報に
載った際にはドネーションをして頂いたりして
いましたことを当時の会報を見返しながら思い

出しておりました。
2007年の年次大会で主管クラブとして関わらせて頂いた時も、本当に大変でしたが、いろんな方
たちと長い時間、濃い時間を過ごせたことは、私にとって大きな勉強となりました。
アジアフォーラムや複合地区年次大会では、本日、退職を迎えられる事務局の小枝和子さんと
は、いつも同じ部屋に泊まって沢山おしゃべりをした思い出や、「お母さん！お母さん！」っていつ
も頼りに、そして仲良くさせてもらっていました。このあと「お母さん」から御挨拶をして頂けると
いうことですので、皆さんで聞いて頂きたいと思います。以上で、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。



12月度第1例会

 12月結婚記念のお祝い　L福岡嗣人 12月誕生日のお祝い　L高山幸雄

ヘアードネーション表彰　L成瀬祐一 御令嬢様 事務局　小枝和子様へ御礼の品　贈呈

御礼の言葉　事務局 小枝和子様

村山会長で26代目の会長に仕え
ることができました。一番の思い
出は、2007年の小松会長の時
に、キャビネットにL永草をガバ
ナーとして立てた一年間は本当
に大変でしたが、今となっては一
番の思い出として残っておりま
す。26年間、26代の会長に仕え
させて頂き、良い事も、悪い事
も、いっぱいあり過ぎて、今すぐ
にここでは思い出せませんが、
長い間、本当にお世話になりま
した。ありがとうございました。

出席状況
報告

第986回  12月度  第1例会   2019年12月12日（木）
〈会員総数〉49名　〈出席者数〉29名
〈欠席者数〉20名　  〈例会出席率〉59.18%



12月度第1例会 ドネーション

Ｌ村山和幸　¥20,000　 姪が愛知駅伝で亡くなった友人と一緒に走れた喜びに感謝して。
　　　　　　　　　　    今日が最後ではありませんが、小枝さんありがとう。

Ｌ加藤建武　¥10,000　 ローアの指名を頂きました。

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

Ｌ谷内　量　¥10,000　 今年、宅地建物取引士に受かる事が出来ました。諸先輩方の様に立派な不動産屋さんになれるよう
　　　　　　　　　　    頑張ります。これからもご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

Ｌ金林文達　  ¥5,000　 今日で今年最終の参加となります。1年間お世話になり、ありがとうございました。来年もよろしくお願い
　　　　　　　　　　    致します。また、明日のゴルフは幸い12度の予想だそうです。ドタキャンの無い様にお願い致します。

Ｌ小山貴次　  ¥5,000　 ライオンズの誓いのご指名ありがとうございました。

12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丹羽  洋士
議事録署名者 Ｌ内海  永柱

《日時》 2019年12月12日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１． 台風１９号による災害指定寄付金について（ＬＣＩＦ寄付金）　　　
　　　　会員一人当たり１０ドル　（４９名分）
　　　　　　
２． 中部経済新聞「新春　ライオンズクラブ国際協会334-Ａ地区特集」について
　　　　１５，０００円（消費税別）

３． 新年例会開催について
　　　　１月９日（木）　ホテルプラザ勝川　午後５：３０～　　　　　
　　　　　　春日井警察署　署長　交通課長　生活安全課長
　　　　　　中日新聞社　春日井支局長　　　　招請
　　　　　　余興費用　　８０，０００円

４． 車椅子贈呈及び収支報告について
　　　　１１月１８日（月）午後２時より春日井市役所にて、幹事、会計同席のもと
　　　　村山会長より伊藤太春日井市長に目録を贈呈した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５． 事務局冬期休業について
　　　　１２月２８日（土）から１月５日（日）まで　

承認

承認

承認

承認

否決



年末交通安全運動　清水屋春日井店（12月7日）



ゴルフ部会だより

年末交通安全運動　清水屋春日井店（12月7日）



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. ライオンズの誓い唱和とスローガン唱和
 5. 会長あいさつ　
 6. 金婚式のお祝い
     銀婚式のお祝い
 7. 幹事報告
 8. テールツィスターの時間
 9. 出席状況報告
10.ライオンズローア
11.閉会のゴング

第987回 12月度 第2例会
《日時》 2019年12月21日（土）17：30～18：30
《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

春日井市勝川町５ー７

TEL〈0568〉32－7300

FAX〈0568〉32－7315

　代表取締役

　丹　羽　洋　士

ニ ワ 株式会社

春日井市梅ケ坪町90－１

TEL〈0568〉81－7591

FAX〈0568〉81－7524

　代表取締役

　野　田　　　均

株式会社 イサム設計

春日井市松河戸町4133－２

TEL〈0568〉29－7788

FAX〈0568〉29－7789

　代表取締役

　灰 﨑 信 吉

株式会社 丸  信

クリスマス家族例会・懇親会

1. 会長挨拶
2. 乾杯
3. 食事タイム
4. 余興
5. クリスマスプレゼント
6. また会う日まで
7. 閉会の言葉


