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「人の環  心の和  奉仕の話  We Serve」
「ウィ・サーブ」

「心の奉仕  人の環でつなぐ  ウィ・サーブ」

ガバナー公式訪問並びに６Ｒ・２Ｚ合同例会



ガバナー挨拶　　L藤井　大川

みなさんこんにちは
国際会長からの方針とガバナーの方針を皆さんにお伝えいたします。
チョイ国際会長「思いやりと多様性で結束をする」です。いままでですとコロナのないライオンズクラ
ブの活動でしたが、チョイ国際会長はライオンズクラブ員がコロナに感染したり、また、奉仕活動でコ
ロナを広めたりすることを大変心配しております。みなさんも心配されて当ホテルも含めコロナ対策を
しっかりされており、コロナを広めることはないと思います。奉仕活動も今までとは違う形になると思
います。そのような事で思いやりのある奉仕活動、いろんな多様性、いろんな選択肢がある奉仕活動で
一体となったクラブになってほしい。このことがチョイ国際会長のお願いとなっております。
私の方針スローガンは「人の環 心の和 奉仕の話 Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ」です。「人の環」皆さんと一緒になっ
て、心に和をもって、奉仕の話をしながら奉仕活動をしよう。そして私のキーワード「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、みんなは一つに向かっていこう」
です。ライオンズクラブですから奉仕活動一つに向かって結束していこう。一年間各クラブにお願いし
したい言葉であります。
新型コロナによって奉仕活動が大変難しくなっております。コロナウイルスがない時ですと人と触れ
合って感動する奉仕活動ができました。しかし、今ではこういった人と触れ合いながらという奉仕活動
が出来なくなっております。でも、なにか皆さんと結束できることがあると思います。そういう奉仕活
動の話をクラブでも委員会でも話し合っていただければ、大勢の人で話し合えばコロナウイルスに負け
ない奉仕活動がみんなで感動できるのではないかと見えてくるのではないかと思います。ぜひクラブ員
全員で話し合っていただきたい。それが奉仕活動の一つの方法になるのではないかと思います。ぜひそ
うやっていただきたい。これが私の方針であります。
基本目標

1．会員増強 ： コロナ禍で難しいかもしれません。退会だけはしないようにみんなで結束していただき
たい。自分のクラブで感動できる奉仕活動をみんなでやっていく。ぜひみんなで力を合わせて頑張って
ほしい。
2．ＬＣＩＦ ： シェアリング・マッチングによる公金の活用です。ＬＣＩＦの活用をして感動ある奉仕
活動をしていただきたい。マッチングは少し難しいかもしれません。よりインパクトのある奉仕活動が
できます。1,2 年と時間がかかりますが、海外ばかりでもなく国内でもできます。こんなことができる
かな？ということでもよいので、LCIF 委員長の私に相談してください。
3．奉仕事業 ： 各クラブではキラリと光る素晴らしい奉仕活動をもっています。コロナで活動しにくい
かもしれませんがみんなの知恵を絞って続けていただきたい。
4．YCE 活動： 国際事業です。本年度は残念ながら夏も冬については派遣も受け入れもコロナでできま
せん。来年の夏は派遣も受け入れもやろうと努力しております。今年いけなかった子供たちに声をかけ
ております。YCEF（ワイセフ）という留学にいって帰ってきた子供たちから興味のある子供達の話を
聞いてもらっています。



春日井中央LCゴルフ部

ガバナーを囲む会 質問書回答提出

ライオンズローア　ガバナー　L藤井　大川

６Ｒ・２Ｚライオンズクラブがコロナウイルスに負

けない奉仕活動をして、新しい奉仕の輪ができると

思います。ぜひ力を合わせてクラブ員一同、一緒の、

一つの輪になって奉仕活動の塊となってやってい

きたいと思います。一斉ローアさせていただきたい

と思います。

ウォー!!

期日　令和２年９月１６日（水）
場所　オールドレイクゴルフクラブ

　　　　　優勝！　灰﨑L

９月となり、すこしづつ暑さが柔らぐ中での第２回ゴルフ部会コ
ンペでした。序盤から終始瀧本 L、金林 L、小嶋 Lが上位に位置し、
優勝はこの３人に絞られるかと思っていたところ、後半からの灰
﨑L の追い上げにより、終わってみれば NET５５という素晴らし
いスコアでの優勝でした。ベストグロスは、この夏に７０歳となっ
たとは思えないプレーが光る瀧本 L （out41in40 81）でした。また、
今回から作ったバーディー賞は５つ用意しましたが、該当者が
ちょうど５名ということで、次回からはもう少し多めに用意する
必要がありそうです。
今回、新たにゴルフ部会に入会していただいた安藤 L のハンディ
も決まりましたので、次回からは優勝を目指していただきたいと
思います！

【今後の予定】
10月21日（水）
オールドレイクゴルフ倶楽部
11月25日（水）
新南愛知カントリークラブ
美浜コース
パーティー・表彰式：
オテル・ド・マロニエ内海



2020 年 6 月入会の L 松野裕介をご紹介いたします。L 松野は守山区で有限会社にこにこ造園を経営し
ております。職種は造園業・警備業・牧場経営と多岐にわたり、皆さんも興味を持たれるかと思います。
早速取材に行って最初に目に飛び込んできたのがモンゴルのゲル（住宅）です。奥さんがモンゴル出身
ということもあり本場さながらのものです。そして放牧されているヤギや馬たちです。まるでモンゴル
体験館といった感じです。
なぜ牧場をやっているのかをうかがってみると、意外と言っては失礼なのですが非常にビジョンを持ち
戦略的に経営されていることと、行動力に驚かされました。
牧場をはじめたきかっけは、経営している「にこにこ造園」の業務のなかで除草作業に日々悩まされて
いました。そこで出会ったのがヤギ除草でした。アニマル除草（ヤギ・馬・羊による除草）で現在ヤギ
約３０頭、羊が１２頭、馬が２５頭の除草隊員（家族）が働いています。
L 松野は「時代は進む方と戻る方があると思うんです。戦後の日本でも農家ではヤギが除草をしたり、
ヤギの乳など利用されていました。ヤギ除草は見直されて戻る方になると信じています。」と熱く語っ
ておりました。また、警備業についても始めたきっかけは造園業の仕事で警備が必要になるのですが業
者に頼んでもなかなか人が集まらなかったそうです。そこで自分でやってしまえと始めたそうです。ま
た、モンゴルからの研修生事業の受け入れをしております。彼らの面白いのがアニマル隊員の世話が上
手だということです。
今回取材を通じて L 松野は経営を通じてモンゴルとの文化と人の橋渡しをしているのではないかと感じ
ました。皆さんもぜひ一度にこにこ牧場に足を運んでみてください。
いろんな発見があるかもしれませんよ。

新入会員紹介　L松野　裕介

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



８月誕生お祝い

9月定例理事会

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杉田   貴信
議事録署名者 Ｌ宮道　佳男

《日時》 2020年9月14日（月）13：30～
《場所》 春日井商工会館

１．   薬物乱用防止教室について　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　日　程　１０月１３日（火）　５時間目（13：35～）
　　　　参加賞及び冊子代　　５０，０００円

２.　今期アクティビティーについて（いい汗流そう代替え案）
　　　　 ワーカー鷹来・なかぎりワークスにパンを発注し市内病院に寄付をする
　　　　　パン　３００個×１５０円位＝４５,０００　→　春日井市民病院
　　　　　パン　３００個×１５０円位＝４５,０００　→　東海記念病院
                                 　                                      ９０,０００円
　　　　　　　　　　　　   予備費　　１０,０００円
　　　　　　　　　　　　    予　算　１００,０００円

３.　ボーイスカウト育成金について
                  春日井第４・８団　　各１０万円

４. 　7月豪雨災害復興支援金寄付について
　　  　　クラブ寄付として　一人　１,０００円
　　　　１,０００円　×　５２名　＝　５２,０００円

５.     アイバンク助成金について　
　　　　  昨年３０，０００円

６.     ベイルート大爆発災害支援寄付について
                   クラブ寄付として 一人　５００円　
　　　　  ５００円×５２名＝２６,０００円
　
７.　 その他
                    ・ヘアードネーションについて
　　　　　　　例会にてＦＷＴ委員長が説明する

承認

承認

承認

承認

承認

承認

第998回  9月度  第1例会     2020年9月2日（水）
   〈会員総数〉52名    〈出席者数〉25名
   〈欠席者数〉27名　 〈例会出席率〉48.08%

出席状況
報告



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999回 9月度 第2例会  （月見例会）
《日時》 令和２年9月24日（木）17：30～
《場所》 クラブ　ドゥ　クレール迎賓館

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．  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　出席委員会
10.    ライオンズ・ローア　　　　　　
11.    閉会のゴング

※    例会終了後、懇親会  

例会プログラム

春日井市明知町991－３
TEL〈0568〉88－6232
FAX〈0568〉88－6235

　代表取締役会長

　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

春日井市六軒屋町５－29
TEL〈0568〉81－1016
FAX〈0568〉81－1967

　代表取締役

　成　瀬　祐　一

株式会社 不 二 屋

春日井市気噴町３－12－１
TEL〈0568〉51－5810
FAX〈0568〉51－5824

　代表取締役

　中　村　　　紳

株式会社 看板ナカムラ


