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生年月日 ： 1960年（昭和３５年）1月１４日

現職　 ：  尾張労働社会保険事務組合　会長

歓迎　ガバナー公式訪問

　1993年　　　　　　入会
　2001年～02年度　 幹事
　2008年～09年度   会長
　2010年～11年度　 ７R１Zゾーン・チェアパーソン
　2012年～13年度　 334-A地区年次大会委員長
　2015年～16年度　 334-A地区キャビネット副幹事
　2018年～19年度   334-A地区第２副地区ガバナー
　2019年～20年度   334-A地区第1副地区ガバナー

　2010年度　 国際会長感謝状
　2012年度　 国際会長感謝状
　2015年度   国際会長感謝状
　メルビン・ジョーンズ・フェロー　11回



■第997回8月度第1例会 会長挨拶 L髙山幸雄■
　本日は２ゾーンのZC高原裕子にもご参加いただ

きました。ありがとうございます。

来月から今年度の各委員会の事業が本格的にス

タートします。今年はコロナの影響で中止や縮小に

なった事業もあり例年のようにはいきませんが、ラ

イオンズクラブ本来の目的でもある奉仕活動にお

いて少しでも多くの成果を上げたいと思いますの

で各担当の委員長さんのご協力をよろしくお願い

いたします。具体的には各行事が近づきましたら各

委員長さんと連絡をとり準備段階から私も一緒に進めていきたいと思います。

今年は直近では春日井まつりと福祉の集いが中止になり、献血活動ができなくなりました。コロナに負け

て手をこまねいていては何も進みません。前回の例会で幹事のL村瀬から案内がありましたように名古屋

のゲートタワーにある赤十字血液センターで8月1日～8月31日までの間、春日井中央ライオンズクラブで

献血の申し込みをしてあります。献血は大変大事な事業です。もし皆さんの大切な家族が大きな手術を

するとか、ケガで輸血が必要という状態を考えていただければ他人ごとではありません。また、自分の為

に先に預けておくという考え方をすればわりとスムーズに献血運動に参加していただけるのではないか

と思います。69歳まで献血ができるとのことですのでご家族でこの運動にご参加していただきますよう

お願いします。

次に近い行事は9月22日に福祉センターにおいての献眼式であります。委員長のL杉山よろしくお願いし

ます。9月の第一例会には前院長のL成瀬と打ち合わせよろしくお願いします。その後も各事業が控えてい

ますが出来ない理由を探すのではなく、まずは成果を上げる。どの方法が良いかを考える。その気持ちで

コロナに負けずにひとつずつ積極的に取り組んでいこうと思っていますので皆さんのご協力をお願いい

たしまします。

　本年度ライオンズテーマを仰せつかっておりま

す。まずもってこのような機会をいただきましたあ

りがとうございます。本日8月6日は1945年8月6日に

広島に日本として初めて原爆が投下され日でござ

います。今日も朝から広島の地において追悼の義

が行われております。今コロナウイルスということ

で新型の化学兵器かどうかわかりませんが、何とか

日本中が、あるいは世界各国が平和な国であってほ

しい。そしてこのウイルスも極力早めに収束してい

ただきたい。そしてまた原爆に関わった方の平均年齢が83歳を超えていると語り部の方があと何年もつ

かわかりませんが、と話されてたおりました。どうか平和な国であって頂きたいとその願いを込めて声

高々にローアをお願いしたいと思います。ウオー

ライオンズローア　L長谷川　弘尚



第997回  8月度  第1例会     2020年8月6日（木）
   〈会員総数〉52名    〈出席者数〉26名
   〈欠席者数〉26名　 〈例会出席率〉50%

出席状況
報告

ZC挨拶　　 L高原 裕子　

例年ですと３月から会議が5，6回ありますが、今年は

なくてようやく7月30日にゾーン会議があり１～９Rで

19人のZCが集まりました。そこでゾーンの活動計画が

発表しました。そこでガバナー公式訪問がありますが

どうしたら良いのか、たくさんの人が集まりますので密

になります。ガバナーはどうお考えですかと質問があり

ました。ガバナーはやはり皆さんのお顔が見たいんで

すよね。皆さんのできるようになさってください。延期

してもいいですし囲む会だけでもいいですよ。とおっ

しゃっていました。２Zといたしましたはここプラザさんに広いお部屋をお借りして密にならないようにお願い

しました。いつもでしたら囲む会をするのですが食事が入っています。食べることになるとちょっと怖いので、

30分くらいでコーヒーをいただくような形でガバナーにお願いいたしました。その後に６クラブ合同例会を開

催いたします。ガバナーも来ていただけますのでガバナーの話を聞いてくださるようにお願いいたします。

2020年の地区運営方針が出ています。334-A地区スローガンは今昌和していただきましたが「人の環 心の和 

奉仕の話 Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ」です。そして地区ガバナーキーワードがありまして「One for All, All for One」と

なっております。これを訳しますと「一人はみんなの為に、みんなは一つの目的の為に」となっております。そし

て基本目標もでております。

1．会員増強 ： 会員維持を第一に掲げています。

2．ＬＣＩＦ ： シェアリング・マッチングによるＬＣＩＦの活用、並びに地区L C I F 寄付金総額120万ドル を目指す。

3．奉仕事業 ： 

4．合同例会　: 

今の状況でどれだけできるかわかりませんが、みなさん基本目標を念頭に置いていただき気を付けて活動し

ていただきたいと思っております。

最後ですが、実は私、朗読が好きなものでコロナの自粛生活でいろいろ考えてみたところ、今まで贅沢しすぎ

ていたのではないかと思いました。そんななか「雨ニモマケズ」宮沢賢治を思い出しました。奉仕に関係ある

のではないかと思い朗読させていただきました。

近年では多くのクラブが会員数減少という現状になっております。クラブ員がきになる他のクラ

ブの奉仕事業があれば喜んで参加できる雰囲気をつくれるような各クラブになってもらいたいと

思います。他のクラブの奉仕事業に参加することにより、自分のクラブの奉仕事業に応用するこ

とが出来るものがみつけられるかもしれません。奉仕事業に新しく参加できる雰囲気であれば、

新しい仲間が見つかるでしょう。

例会の運営方法もクラブごとに考えて行う時期になってきていると思われます。例会のマンネリ

化とよく言われますが、楽しい例会であれば出席率も上がるでしょう。最近では、他クラブ例会

に出席するメークアップも強く言われなくなっておりますが、他のクラブの例会で何かヒントが

得られるかもしれません。また、合同例会を行えば旧友と出会い新しい出会いがあります。風通

し位の良いクラブ・ゾーン・リジョンに成ってもらいたい。各クラブそれぞれの事業員会が有る

かもしれませんが、各クラブのメインの奉仕活動を例会でグループワークのように語り合っても

らえませんか、何か新しい発見、新しい方向性が見つかると思います。



ＺＣ  Ｌ高原裕子　　　　     多額のドネーションを頂きました。　　
Ｌ高山幸雄           ¥20,000       高原裕子ＺＣに参加頂いたお礼に！
Ｌ村瀬太一          ¥10,000     本日、高原ＺＣ当クラブの例会出席ありがとうございます。皆さん、コロナウイルスに惑わ
                                                                     されず健康にお過ごしください。
Ｌ冨田義信          ¥10,000    ＺＣ高原裕子Ｌ例会訪問ありがとうございます。
Ｌ瀧本安隆　　  ¥10,000     ＺＣ高原裕子Ｌ様に例会訪問頂きありがとうございます。
                                                         追伸：テールツイスター小嶋Ｌ これからも資金集めに頑張ってください。　
Ｌ伊藤麻美           ¥10,000        久しぶりにライオンズの誓いをさせて頂きました。
Ｌ野田　均          ¥10,000     ６１回目の誕生日を祝って頂きありがとうございます。これからも年齢の事は気にしない
                                                                      動きを心がけていきたいです。
Ｌ磯村延宏          ¥10,000     誕生日を祝って頂きありがとうございます。
Ｌ前田　朗              ¥5,000       ＺＣ高原Ｌ例会訪問ありがとうございます。
Ｌ福岡嗣人             ¥5,000      昨日のゴルフコンペで優勝できたお喜びで。
Ｌ長谷川弘尚         ¥5,000      高原ＺＣをお迎えするお喜びで。
Ｌ川口俊樹             ¥5,000     誕生日のお祝いありがとうございます。
Ｌ小嶋隆司               ¥5,000       高原ＺＣ例会にご参加頂きありがとうございました。
Ｌ谷内　量              ¥5,000      ＺＣ高原様ご訪問ありがとうございます。又、昨日新聞の取材を受けて８月３１日に掲載予定です。
                                                                      そのお喜びで。

８月度第１例会 ドネーション

春日井中央LCゴルフ部

　７月に予定していました第１回のゴルフ部会コンペが豪雨予想で中止となり、８月に順延して行いま
した。今回は梅雨明けした炎天下で、過酷な中でのゴルフでしたが、好スコアが多く出たコンペでした。
特に今年度ゴルフ部会長になった福岡 L は、途中苦しい場面もあったようですが、最後まで耐えて悲願
の優勝！となりました。これで福岡 L はゴルフ部会で一番のローハンディプレイヤーとなります。
　また、11 番ホールでは金林Ｌがイーグルを達成！急遽、イーグル賞を設けました。これを受け、次回
からは新たにイーグル賞とバーディー賞を作ることとしました。
　ベストグロスは栃本 L の out39in40 79 で完璧なまでのスコアでした。皆さん！このスコアを下回る
ようなプレーができるよう練習を重ね、次回のコンペで腕前を発揮しましょう！

【今後の予定】   第２回　9 月 16 日（水）、第３回 10 月 21 日（水）
　　　　　　   第４回　11 月 25 日（水）　遠征予定（新南愛知カントリークラブ）

期日   令和２年８月５日（水）
場所   オールドレイクゴルフクラブ

★ 優勝！　            L 福岡　嗣人
〇イーグル賞！　L金林　文達

順位 OUT IN 順位 OUT IN



8月定例理事会

８月誕生お祝い

会長　　　　 Ｌ髙山   幸雄
幹事　　　　 Ｌ村瀬  太一
議事録作成者 Ｌ冨田  義信
議事録署名者 Ｌ伊藤  麻美
議事録署名者 Ｌ福岡   嗣人

《日時》 2020年8月6日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１．   会報及びＨＰの料金値上げについて 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　６ページ固定とし料金は据え置きとする

２.　１０００回記念例会について（月見例会）
　　　　 ９月２４日（木）Ｐｍ５：００～受付　Ｐｍ５：３０～例会開始
　　　　 場所　クラブ ドゥ クレール迎賓館
　　　　　　　 春日井市神領町2-13-1　（JR中央線神領駅から徒歩3分）
　　　　 メンバー協力金　１０,０００円　※奥様はご招待
　　　　 余興代　１５０，０００円　（奥様お土産代含む）　　　　
　　　　　　　　　　※ＤＶＤ作成し配布　　　　　

３.　新入会員入会について
                  小塚　貴之　様　（スポンサー：L村瀬太一）

4.　その他
                 ・ 春日井まつり・福祉のつどい及び春日井マラソン中止のため、今年は協賛金なし
　　　　・ アジアフォーラム　２０２０年の済州島は２０２１年１１月に順延
　　　　・ いい汗流そう大会について　中止とする
　　　　・ 顕彰式について　縮小　７役と六献委員
　　　　・ 薬物乱用防止教室について　　開催予定（学校側の要望あり・２班に分け開催予定）
　　　　・ ８月第二例会は中止
　　　　・ ９月２日ガバナー公式訪問開催の有無は後日連絡が入り次第連絡する　

承認

承認

承認

9月誕生祝

   １日　成瀬  祐一
１５日　小松  隆義
１６日　小池  元裕
２３日　小山  貴次

9月結婚祝

２０日   　  安藤  英樹　 奈津子（なつこ）様
　

おめでとうございます



出席状況報告

Company  Information
企業は地域に貢献し親しまれています

L谷内 量

■ 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髙山 幸雄 (株)昌和警備保障 春日井市篠木町5-1311-244 TEL0568-81-7330
■ 幹事 L村瀬 太一 (株)ナチュラルハート 名古屋市守山区小幡中2-20-22 TEL052-715-5963

(株)ウインマネジメント 春日井市白山町2-15-18  TEL0568-52-3702

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

第998回 9月度 第1例会 
 （ガバナー公式訪問並びに６Ｒ・２Ｚ合同例会）
《日時》 令和２年9月2日（水）14：00～
《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クラブの歌斉唱
４．  ライオンズの誓い唱和とスローガン唱和
５．  物故ライオンに黙祷
６.    地区ガバナー並びに訪問役員紹介
７．参加クラブ紹介　　　　　
８．歓迎のことば　
９.    地区ガバナー経歴紹介　　　　
10.    地区ガバナー挨拶
11.    ガバナー公式訪問質問書回答提出
12.    また会う日まで斉唱
13.    ライオンズ・ローア　　　　　　
14.    閉会のゴング  

例会プログラム

春日井市鳥居松町４－16
TEL〈0568〉82－4152
FAX〈0568〉81－6473

　

　田　中　智　司

田 中 事 務 所
土地家屋調査 ・ 不動産表示登記

春日井市篠木町５－1313（篠木小学校前）
TEL〈0568〉81－3183
FAX〈0568〉81－8822
E-mail:info@kasugaiinsatu.com
　
　　顧問

　 谷　井　外　二

春日井印刷(株)

色彩やかに情報を贈ります
総合印刷

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




