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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992回例会

春日井けやきＬＣ 25周年記念 感謝状授与



■第991回2月度第2例会 会長挨拶 L村山和幸■
　皆様こんにちは、節分の日を境に徐々に陽も長く

なり、少しずつ春の訪れを感じる中、

本日もお忙しいところ2月度第二例会に多数のメン

バーの皆様にご出席していただき誠にありがとうご

ざいます。

　さて2月21日には江南市商工会館において6Ｒの

新入会員セミナーが開催され、春日井中央LCから

は幹事のL灰崎に引率をしていただき、入会3年未

満のL小山貴次とL加藤利尚に参加していただきま

した。また、当日は春日井中央LCよりL川口俊樹が代表して新入会員の皆さんにスピーチをしていただい

たそうです。L川口は昨年の10月6・7日に愛知県美浜町で開催された若手リーダー育成研修会に参加さ

れ、2日間で他クラブの多くのメンバーと知り合い、友達になれたことや、他クラブの活動であった出来

事、アクティビティについても色々と学ぶこともあり、今後のライオンズクラブの活動においても貴重な人

脈や財産を得る良い機会が出来ましたとお話しされたそうです。L小山、L加藤も色々と勉強が出来たこと

と思います。L川口ありがとうございました。

　そして2月25日には6R・2Z第3回ガバナー諮問委員会に灰崎幹事と行ってまいりました。会議ではキャ

ビネットの活動報告、申し送り事項、そして6R･2Z各クラブの活動報告、当クラブとしましても先月までの

活動報告をさせていただき、その中でも会員皆様のお陰様をもちまして当クラブの今期のメイン事業で

あります春日井市役所へ車椅子の贈呈式も無事に出来た事や、この事業費は35万円の事業でしたが6R

で初めてのLCIFクラブシェアリング交付金申請を利用して30万円交付していただいた事を発表させてい

ただきました。また、LCIF1,000ドル献金9名、今期の二つ目の事業として100ドル献金50名とLCIF委員長

のL金林、初め会員の皆様、ご協力ありがとうございました。また、皆さんに協力して頂いたお陰様で、入

会希望者があり来月の3月度第二例会において新入会員の入会式を予定しておりますので沢山のご出席

をお願い致します。

　そして本日の会員スピーチをL木野村にお願いしてありますのでお楽しみください。

　最後になりますが、日本中はおろか世界中に猛威を振るうコロナウイルスで大変な事態となっており

ますので、うがい・手洗い・マスクをするようにお願いします。暖冬とは言えまだまだ寒い日もございます

2月度第2例会 ドネーション

Ｌ村山和幸 ¥20,000 　本日も会員の皆様の出席ありがとうございます。木野村Ｌ、会員スピーチ
                                                   ありがとうございます。

Ｌ木野村好己 ¥10,000 　本日、会員スピーチをさせて頂いたお喜びで。

Ｌ成瀬祐一 ¥5,000 　ローアをさせて頂くお喜びで。

Ｌ清水義博 ¥5,000 　スローガン唱和させて頂くお慶びで。

Ｌ田中智司　　 ¥5,000　   お久しぶりです。子供の学校で話されたそうですが「ウイルス対策には、
                                                   うがいと手洗いをしっかりして下さい」とのことです。皆さん自己管理を
                                                   しっかりして下さいね。



出席状況
報告

第991回  2月度  第2例会   2020年2月27日（木）
〈会員総数〉49名　〈出席者数〉27名
〈欠席者数〉22名　  〈例会出席率〉55.1%

ライオンズローア L成瀬祐一

中国からの習わしのことわざで「人間万事塞翁（さ
いおう）が馬」という言葉があります。村で優秀な
馬が逃げ出し、落胆している若者に、砦の近くに住
む老人が「悪い事があればよい事がある」と助言し
ました。その後、馬が村に帰ってきて、もう一頭優
秀な馬を引き連れて帰ってきました。その後、その
若者が農作業中、馬から振り落とされて足を骨折。
また老人が「悪い事があればよい事がある」とニコ
ニコと助言しました。そして、その後、隣の国から攻
め込まれ、村の青年たちは戦争に行きました。ただ

足を骨折した若者は戦争に行かずに末永く暮らしました。「人生の幸不幸は予期できないものだ」という
お話です。大変な時期ですが、今は踏ん張り時、体にも注意して頑張りましょう。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。

2月21日　6R会員セミナー 3月19日 けやきLC 25周年記念感謝状

6R会員セミナー 25周年記念感謝状



会員スピーチ L木野村好己

　皆さん、こんにちは。会員スピーチのご指名を頂きまし
たので短い時間ではございますがお付合い下さい。今月、
私は古希を迎えました。2月5日で70歳になりました。
私は常滑という土地に凄く興味持って仕事をしています。
大阪や横浜がＩＲ誘致を進めていますが、常滑も商工会
議所を筆頭にＩＲ誘致をしております。常滑はもともと競
艇場があって、博打には抵抗感の少ない地域でもありま
す。競艇は日本財団が運営していて、常滑のＩＲ誘致に反
対していました。同じ地域にギャンブル場が二つあるのは
利用客の奪い合いになるのではということでした。しか

し、日本財団も調査・検討して、競艇は1レースが20分程、カジノはカードを瞬間的にどんどんと切って行き、数
分で結果の出るゲームという特徴から、利用者の人間性の違い、特性を見出して、お互いに共存共栄が図られ
るのではないかということで日本財団も賛成の方向に向かいつつありますので、私は常滑にＩＲが来る可能
性が高いと思っております。
　私は社会福祉法人の運営もしておりますが、その社会福祉の観点から見れば、このＩＲ誘致、カジノを始める
言い出した途端、日本政府はいよいよ財政難であると思いました。福祉に回す為のお金を捻出すると申しま
しょうか。日本では博打と福祉は関連性を持っております。かつて戦後、貧しい国だった日本は社会福祉の資金
を捻出する為に、競艇などの公営ギャンブルを始め、そして笹川良一氏が手を挙げて日本財団を設立しました。
私の社会福祉施設でも日本財団より福祉車両を寄贈して頂いたりしております。従って、ギャンブルと社会福祉
は繋がりがあるということをお話しておきます。
　さて、現在コロナウィルスが大流行して社会問題、国際問題となっておりますが、私の社会福祉施設において
も、危篤状態を除き、ご家族でも面会をお断りしている状況です。ウィルスというのは一度施設内に入り込むと
目に見えないですし、あっという間に施設内感染が起きる危険性を持っているので、施設運営に神経を遣って
いるところです。

　今年の経済については、昨年から今年は悪くなると私は予想しておりました。安倍政権下でのアベノミクス
は良かったと言っても、土地と株価だけが値上がっただけでＧＤＰは上がっておりませんでした。この4、5年で
急激に不動産投資をした会社はこれから大変な時期を迎えるだろうと思われます。既に不動産の価格は天井
を打ったということです。天井を打ったということはもうこれ以上、上がらないということです。すなわち下がる
ということです。それに投資して来た人達への追加融資は担保割れするので、その後の追加融資が受けられな
い状況が起こる可能性が出てくるので、非常に厳しい経営が強いられると思われます。
　私も40年前、勤めていた会社が倒産して、そして創業をした訳でありますが、なぜその会社が倒産したかと
振り返って考えてみますと、倒産する3年前は物凄く業績が良く、社員全員で海外旅行にも行きました。それで
も倒産しました。倒産と言うのは急激に起こるものではなく、それより前の絶頂期から始まっているのだと思い
ました。従って、絶頂期こそが一番危険だと思うことが経営には重要ではなのかと思います。私もこれまで沢山
の企業倒産を目の当たりにして来ました。大企業でも倒産します。絶頂期に調子に乗っていろんなことに投資
をして失敗するケースが多いです。経営者は常に慎重に、そして身なりを含めて謙虚に行動することも必要な
のではないかとも思います。
そう言っても世界金融的にはお金は潤沢にあります。経済は上がったり、下ったりの繰り返しです。私が創業し
た頃は第二次オイルショックでした。それから、バブル崩壊があり、ＩＴバブルがあり、リーマンショックがあり、
それから10年余り経っております。社会経済は10年周期でまるで風船のように膨らんでは縮み、それを繰り返
しています。膨らみ放しということはありません。
会社経営というものには教科書はありません。自らが経験して学ぶしかありません。その中で会得して自社が
成長する戦略を練って行くことが大事ではないかと思います。
皆さんも是非、会社経営に邁進されることをご祈念申し上げまして、以上で会員スピーチを終わります。ご清聴
ありがとうございました。



　皆さま、こんにちは。春日井中央ＬＣの川口俊樹と申し
ます。どうぞ宜しくお願いいたします。今日は、昨年10月に
一泊二日で開催されました、第7回若手リーダー育成研修
会に参加してという内容で少しお話をさせていただきま
す。私は入会5年目ですので、今日参加されていらっしゃ
います、皆さんと変わりはありません。研修会の内容につ
いては、『百聞は一見にしかず』と申しますように、是非機
会がありましたら皆さんにも参加していただきたいと思
います。
概要だけ少しお話をさせていただきますと、参加者は38

名でした。一日目は、キャビネットの役員の方々による複数の講義でした。夜は温泉に入ってから、懇親会があ
り、そこで参加者の皆さんとゆっくり話ができて打ち解けました。懇親会のテーブルが、二日目のチーム形式の
席次だったので、二日目はすごくスムーズに楽しくプログラムに関わることができました。懇親会の後は、カラ
オケルームで二次会に参加する方や、3人部屋だったので部屋飲みする方たちもみえて、深夜1時、2時まで飲
んでいる方もいました。今日出会って、夜中まで一緒に飲めるなんて、ライオンズの絆ってすごいなって思いま
した。所属クラブではどうしても先輩後輩、年功序列の縦割りの感じが否めませんが、研修会では横のつながり
をすごく感じ、友達、仲間という感じで過ごしていました。一日目の最初の講義で「ライオンズバカになることは
ないですよ」とキャビネット講師を務められました元ガバナーのＬ加藤史典先生がおっしゃっていました。仕事
の電話だったら、ちゃんと出て下さいね。と。その電話が大事な商談かもしれませんし、大きな仕事を逃す必要
はありません。仕事に穴を空けてまでライオンズをする必要はないと言われました。その言葉を聞いて「ほっ」
としました。私もまだ5年目の会員です。奉仕の心を持てているかと正直、自信はありません。創業してまだ7年
目ですので、どちらかというと自分の仕事で精一杯です。私は入会当初、正直、例会に行くのは億劫でした。そ
の頃は今以上に仕事に忙しく、例会に行くと、その日の午後は仕事にならないくらい気を遣って、疲れて帰って
来ていたのを覚えています。幸い、私の職場と例会会場までが直線道路で結ばれていて、車で5分程で到着す
る距離なので、月に2回のランチタイムという感覚で出席し続けていました。ですので、入会して5年間、例会は
100％出席を継続してます。最初は居心地の悪かった例会での食事の時間も、出席し続けることで、顔を、名前
を、少しずつ覚えてもらって、自分で自分の居場所を作り、やがて役を頂き、クラブの中で成長しながら、自分の
居場所を広げていきました。そうしているうちに、ライオンズクラブが楽しくなってきました。今年度はMC委員
長として月2回の会報を作っております。当クラブの会報はHPでも見れますので、もし宜しければ春日井中央
ＬＣと検索してみてください。そんな折に、今回、若手リーダー育成研修会に参加する機会を頂き、キャビネッ
ト事務局および春日井中央ＬＣの先輩方には感謝しております。若手リーダー育成研修会という名前ですが、
もうすでに会長経験者や、次期会長という方もみえました。また、中には退会を申し出たところ、この研修会に
行ってからにしてと言われて来た方が2名いました。研修終了後の1分間挨拶では、続けようと気持ちに変わっ
たとおっしゃっていました。おかげさまで、LINEグループも作っていただき、その後も、継続して研修会メン
バーの皆さんとは飲み会などで親睦を深めております。私も、来年度は一旦役を離れますので、研修会で出
会った仲間を訪ねて、メーク・アップとして他クラブへの例会にも参加してまいりたいと思います。皆様とも、ま
たどこかでお会いできるかと思いますので、その際はお声を掛けて頂けると幸いに存じます。
　まだまだライオンマンとして未熟者ではございますが、皆様と共にライオンズクラブを通じて、人間として成
長してまいりたいと思っておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げまして、私の研修会報告スピーチとさ
せていただきます。ご清聴ありがとうございました。

2月21日 6R会員セミナー 研修会報告スピーチ　Ｌ川口俊樹



3月誕生祝

5日　 谷井外ニ
8日　 村瀬太一
12日  宮道佳男
13日  山田　実
16日  大久保冨啓
18日  加藤　太

3月結婚祝

10日　中村　紳　 友美子様（ゆみこ）
13日　田中智司　 麻子様（あさこ）
23日　加藤建武　 秀子様（ひでこ）

4月誕生祝

2日　 吉納由紀夫
2日　 灰崎信吉　
8日　 泉 希望子　
23日  加藤利尚　
27日  長谷川弘尚

4月結婚祝

1日　  杉浦秀樹　　綾子様（あやこ） 

13日　吉納由紀夫　広子様（ひろこ）

5月誕生祝

23日  北川昇二
25日  田中智司
26日  杉山周一

5月結婚祝

1日　  小嶋隆司　　陽子様（ようこ）
3日　  金林文達　　芭実様（はみ）
5日　  清水義博　　玲奈様（れいな）
7日　  谷井外二　　尚美様（なおみ）
9日　  山田　実　　幸子様（さちこ）
14日　村山和幸　　さゆり様
14日　谷内　量　　有美奈様（ゆみな）
29日　村瀬太一　　裕子様（ゆうこ）

おめでとうございます



4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田中  智司
議事録署名者 Ｌ丹羽  洋士

《日時》 2020年4月13日（月）13：30～
《場所》 春日井商工会議所

１．次期理事役員および次期委員会構成表について　　　　　　
　　　　　次期会長　Ｌ髙山

２．次期役員、次期運営・次期事業委員長会議開催について
　　（次期５役、次期第１～３副会長、次期委員長（担当委員長含む）、会長）
　　日　時　２０１９年５月２２日（金）午後６時００分～　
　　場　所　あきやま　　
　　登録料　７，０００円　　　　　　　　　　　　　
　　但し、新型コロナウイルス感染拡大の影響により日程が変更になる事もある

３．四半期会計報告について

４．複合地区年次大会参加について
　　５月１７日（日）　ナゴヤキャッスル　中止

５. その他
　　１）新型コロナウイルス感染拡大のより、地区大会始め、ライオンズクラブ
　　　  関係の多数のイベントが中止になったことの報告あり。
　　　　　地区大会・複合大会・ＹＣＥ夏期派遣等
　　２）４月２３日（木）第二例会、５月１４日（木）第一例会及び理事会を中止とする。

承認

承認

承認

了承



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．誕生日、結婚記念日のお祝い 　

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－ア　　

11．閉会のゴング

第992回 5月度 第2例会
《日時》 令和２年5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

春日井市廻間町字大洞681－47

TEL〈0568〉88－0568

FAX〈0568〉88－2308

　法人管理部長

　磯　村　延　宏

　医療法人社団　喜峰会

東海記念病院

春日井市柏原町３ー250ー２

TEL〈0568〉84－6375

FAX〈0568〉85－9025

　所　　長

　稲　垣　勝　弘

稲垣勝弘税理士事務所

春日井市六軒屋町５ー８６

TEL〈0568〉37ー0296

FAX〈0568〉37ー2211

　代表取締役

 宇 佐 見   淳

株式会社　ウサミ建工




