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「ウィ・サーブ」
「未来に向かって、感動の奉仕に ウィ・サーブ」
「明るい未来 明日に向かって ウィ・サーブ」
春日井中央ライオンズクラブ

■ 第990回2月度第1例会 会長挨拶 L村山和幸 ■
皆さん、
こんにちは。地球温暖化のせいでしょうか、昨年
から雪を見ることもなく節分も過ぎ、春の始まりの節目を
迎える中、今日も元気に2月度第一例会に会員の皆様、そ
してL小山貴次の紹介で坂口道典様には例会見学にお越
し頂きありがとうございます。
またメーク・アップとして春
日井LCのL住友隆介、例会参加ありがとうございます。
私は節分と言えば毎年恒例ですが2月3日に隣町の北名
古屋市、旧師勝町の高田寺で節分祭に参加しておりま
す。
このお寺は、平安時代三蹟の一人で春日井市松河戸
で生まれたとされる小野道風公との関係も深いお寺で、道風公は眼病治癒や書道上達をこの寺の薬師如来に
祈願したといわれています。その後、道風公は本堂修理の際に寄付をしたり、自筆の扁額を奉納しています。柳
に跳びつくカエルは、当山の弁天池にまつわる故事もあります。
今も道風公にあやかり、書道上達、眼病治癒を祈願する人は多く、本堂前には沢山の方が参拝に訪れています。
来年の節分祭は、皆さん一度参拝に行ってみていかがでしょうか。毎年千人以上の人で賑わっているそうです。
話は変わりますが1月28日に2020年度春日井青年会議所の賀詞交歓会に参加させて頂ました。私は二度目の
青年会議所の例会に参加させて頂きましたが、凄く迫力のある例会でした。今年度の加地理事長の所信表明挨
拶では、来賓一人一人の名前を全て覚え、理事長挨拶では、
これからの青年会議所のあり方や、街の未来を創
造、未来を託せる組織運営や未来のリーダー育成、魅力構築のための春日井アカデミーの開設などの計画を発
表し、さすが101人の青年会議所のリーダーであり、そして15歳から28歳までの13年間を相撲という道で、ぶつ
かり合う稽古で磨き上げた男気のある素晴らしい所信表明でした。
さて1月31日は当クラブの新入会員オリエンテーションを開催したところ、L村瀬太一1名、L川口俊樹2名、L金
林文達 ・ L宇佐見淳1名、そして私、村山1名に紹介いただき、計5名の方にご出席を賜りました。
また本日はL小
山貴次ご紹介の坂口道典様に例会見学して頂きありがとうございます。そして、講師をして頂いたL冨田初め会
員の皆様が春日井中央LCの良さをアピールして頂いたお陰で3名の新入会員希望者を得ることが出来ました。
皆様、本当にありがとうございました。
しかしまだこれからです。私が以前の会長挨拶でも話をしたように、私が
過去所属していた一宮尾北LCのようにならない為にも、
ライオンズクラブは会員増強が一番大切なことです。
会員がいなければ良い奉仕活動も維持もできません。今後も会員増強をよろしくお願いいたします。
本日はもう一つうれしいことがあります、お分かりだと思いますがL高柳が元気に例会に出席をして頂きまし
た。お帰りなさい、そして退院おめでとうございます。
今日の会員スピーチでは、元ＺＣのL杉田貴信にお願いしてありますのでお楽しみください。
最後に、世界中に脅威を振るう新型コロナウイルスやインフルエンザも流行っていますので、皆様にはご自愛
頂き、本日の会長挨拶とさせていただきます。

出席状況
報告

第9 9 0 回 2月度 第 1例 会 2 0 2 0 年 2月1 3日（ 木 ）
〈会員総数〉4 9 名 〈 出 席 者 数 〉3 0 名
〈欠席者数〉1 9 名 〈 例 会 出 席 率 〉6 1 .2 2 %

ライオンズローア Ｌ伊藤麻美
皆さん、
こんにちは。テレビを点ければどこのテレビ
局もコロナウィルスのニュースばかりですが、皆さん
の会社などでは影響はありますでしょうか。私の会社
は中国から野菜を仕入れておりますので、特に玉ね
ぎは中国で皮を剥いた状態で仕入れておりますが、
輸入が止まってしまいました。他の野菜も今はまだ
止まっておりませんが、いずれは止まるであろうと市
場では言われております。そして、
ドラッグストアなど
ではマスクが売り切れて商品棚から消える状況が続
いておりますが、手洗いうがいをきちっとして、
自分
の身は自分で守る努力をして乗り切っていきましよう。それでは、ローア一斉を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杉田貴信
皆さん、
こんにちは。本日、会員スピーチをさせていただ
きます、杉田貴信でございます。
本日はL高柳にお会いできましたこと大変嬉しく思います。
そして、先ほどの結婚記念日のお祝いでの L 高柳の言葉
はやっぱり重いですね。私も夫婦仲良く、
これからもやっ
て行きたいと思います。
私の中に『継続は力なり』
という言葉がありまして、L福岡
から教えてもらったことがありまして、私は毎年元旦に豊
川稲荷に参拝に行くのですが、いつもは参道からお賽銭
を投じて一年の祈願をしておりましたが、L福岡は拝殿で御祈祷をしてもらっていますという話でした。そ
のおかげで仕事の売り上げが右肩上がりに伸びているということでしたので、私も祈祷料を奉納して、御
祈祷をしてもらうようにしました。そうしたら、私の事務所も売り上げが上がりました。それ以降、継続をし
ております。ある時、L高山に聞かれて、豊川稲荷の話をしたところ、一緒に行くことになりまして、そうした
ら、L高山の会社の業績も上がったそうです。その流れにおいて、期待されたことは、喜んで受ける。そんな
中で、L村瀬太一には次期第三副会長を引き受けて頂く運びとなりました。喜んで引き受けて頂ける、その
姿はまさに春日井中央LCのライオンマンとしての鏡であります。
さて私事ですが、人は良い人に巡り合えて、そしてまた人の輪が広がっていきます。昨日、お客様の関係で
熱海に行っておりました。オリンピックの聖火ランナーになったという話は聞いたことありますが、私の顧
客にその聖火トーチを作っている会社がございます。大会委員会が内々で製作会社の募集を行ったとこ
ろ、暴風に耐え、急な強雨でもトーチの火が消えないことが絶対条件だった為、あまりのハードルの高さか
ら、ほとんどの企業は辞退をしたそうです。そんな中で受注をしたその会社は今テレビ取材が殺到してお
ります。私もドキュメンタリー取材の現場を見させて頂きました。数多くの実験を重ねて、絶対に消えない
トーチを作っていました。
こういう場面に巡り会えることも、
まさに継続は力となっています。
さて、民法が改正されました。その中で、皆様に関係してくるところが、労働基準法であります。労働賃金の
請求期限は2年間ですが、将来的には5年になります。未払い残業等があると中小企業の経営を脅かす存
在になり兼ねませんので、
しっかりと労務管理をしていかなければなりません。そして、年次有給休暇につ
いても、6年以上雇用されている場合は、年間20日の有給休暇があります。多くの方は、退職する時に有給
休暇を消費して行きます。
これが5年間にさかのぼって消費されるようになると100日になります。1月に退
職を申し出た人が有給休暇を消費し終わると、退職日が6月になります。そういう時代がやって来ます。皆さ
ん、真剣な眼差しで聞いて頂いておりますが、
こういう仕事をやっているので社会保険労務士でありますの
で、
また必要でありましたら、是非、個別にご相談下さい。
ご清聴いただきありがとうございました。

結婚記念日・誕生日のお祝い

2月結婚記念日のお祝い

L杤本雅尚

2月結婚記念日のお祝い

L伊藤一城

2月結婚記念日のお祝い

L小松隆義

2月結婚記念日のお祝い

L高柳守男

2月結婚記念日のお祝い

2月誕生日のお祝い

L杤本雅尚

L西田昭夫

2月誕生日のお祝い

2月誕生日のお祝い

L前田朗

L丹羽洋士

2月定例理事会
《日時》2020年2月13日（木）14：00〜
《場所》ホテルプラザ勝川
会長
幹事
議事録作成者
議事録署名者
議事録署名者

Ｌ村山
Ｌ灰﨑
Ｌ加藤
Ｌ内海
Ｌ丹羽

和幸
信吉
太
永柱
洋士

１.

全国高等学校剣道選抜大会協賛金について
昨年 ５０，０００円 （一口 １０，０００円）承認

２.

６Ｒ・クラブ周年記念登録料について
春日井けやきＬＣ ２５周年（3/14） ３名参加 ３６，０００円
丹羽ＬＣ
４０周年（4/4） ３名参加 ３６，０００円 承認
瀬戸ＬＣ
６０周年（4/18） ３名参加 ４５，０００円

３.

わいわいカーニバル２０２０ＫＡＳＵＧＡＩ協賛について
承認
昨年５０，０００円 （パンフレット広告）

４． 第６６回地区年次大会開催登録について
場所
４月２６日（日）ホテルナゴヤキャッスル
登録
大
会 正会員の５０パーセント × ２５００円
承認
ガバナー晩餐会
〃
１０パーセント ×１５０００円
５.

中日新聞「中部新時代2020」特集 広告掲載について
承認
昨年５０，０００円（消費税別途）

６.

４月度

第一例会花見例会持ち出しについて
４月２日（木）１７：３０〜
例会場
登録料 ５,０００円

ふぐの日比野（若草通り）
登録料は徴収しない事で 承認

７. その他
（１）ガバナー候補選出について 会長より説明
（２）奉仕委員会の委員長について
第２副会長が兼任することで 承認

2月度第1例会 ドネーション
春日井 LC
住友隆介

¥30,000

本日メーク・アップさせて頂きます。

Ｌ村山和幸

¥20,000

小山 L 友人を連れての例会参加ありがとうございます。坂口道典様、例会
見学ありがとうございます。これからもし良ければよい仲間になりたいと
思います。高柳 L お元気で例会出席ありがとうございます。

Ｌ高柳守男

¥30,000

退院が出来、本日久しぶりに出席できたお喜びで。

Ｌ伊藤一城

¥10,000

結婚記念日のお祝いをありがとうございました、確か５７回目だと思います。

Ｌ西田昭夫

¥10,000

誕生日を祝って頂いた喜びで。

Ｌ小松隆義

¥10,000

５１回目になります。結構祝いをして頂きありがとうございます。

Ｌ前田

朗

¥10,000

誕生日を祝って頂きありがとうございます。

Ｌ山田

実

¥10,000

高柳 L が元気に復帰されたお喜びで！

Ｌ伊藤麻美

¥10,000

ライオンローアのご指名ありがとうございました。

Ｌ杤本雅尚

¥10,000

２５周年の結婚記念日をお祝いして頂いたお喜びで。

Ｌ内海永柱

¥10,000

結婚祝

Ｌ丹羽洋士

¥5,000

お誕生日のお祝いありがとうございました。

Ｌ泉 希望子

¥5,000

ライオンズ斉唱をさせて頂いたお喜びで。

ありがとうございます。

今後のスケジュール

例会プログラム
第991回 2月度 第2例会
《日時》令和２年2月27日（木）12：30〜
《場所》ホテルプラザ勝川
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．会長挨拶
６．食事タイム
７．会員スピーチ
８．幹事報告
９. テールツィスターの時間
10．出席状況報告
11．ライオンズロ−ア
12. 閉会のゴング
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