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■第999回9月度第2例会(月見例会) 会長挨拶 L髙山幸雄■
　皆さんこんばんは、今日はクラブメンバーの奥様

をご招待して、月は見えてませんけど月見例会とし

て開催させていただきました。

　ライオンレディ―の皆様には日頃からメンバーの

活動にご理解とご協力をいただき、陰ながら支えて

いただきまして大変ありがとうございます。

それからもう一方、春日井市の安全安心な街づくり

の為にがんばっていただいている、春日井警察署長

の岸本所長にもお忙しい中、お越しいただきまし

た。ありがとうございます。

　春日井市内の警備会社数社で構成する春日井警備業防犯協会と云うものがありますが、以前から春日

井警察署様の指導のもと市内の主要な駐輪場で自転車盗難防止の啓発活動をしています。春日井警察

署の皆さんが春日井市民の安全の為に本当にがんばっていただいているのを見てきていました。会長に

就任させていただいたのを機会に何か感謝の気持ちをと思い岸本署長に相談しました。署長からは署が

イベントなどする時にマスコットキャラクターがあると子供達を喜ばせてあげることが出来て非常に助か

る。と話がとんとん拍子に進みました。マスコットキャラクタハーはコノハまもる君です。本日皆様に紹介

させていただくはこびとなりました。これからこの可愛いコノハまもる君が春日井警察署のマスコットと

して、イベントなどで子供達と写真を撮ったり握手をしたりと、活躍してくれると思います。私には小学1年

生の可愛い孫がいます。皆さんも同じだと思いますが、自分の可愛い子供さんや孫さんの将来が無事で

健やかに育つことが一番の願いではないでしょうか。子供達が警察署へ「コノハまもるくんと写真撮らせ

てください」と気軽に遊びに行ければ、悪い世界の方に近づいていかないで、警察の方に親しくなってい

けるために、コノハまもる君と仲良くしていただき、子供達を見守ってもらうことをお祈りしまして本日の

私の挨拶とさせていただきます。

春日井警察署　着ぐるみコノハまもる・懸垂幕　贈呈式

　コノハまもる君・他３本の懸垂幕をご奉仕頂きありがとうございました。
　イベント等では市長や私が挨拶するのですが来られた方には全く興味がなく、コノハけいぶ
などちびっこ大人気があります。春日井ではコノハ警部１体しかもっておらず、他の警察署で
は２,３体もっており我々としてはもう１体ぜひ欲しかったところです。髙山会長にお話をいた
だいたのでお願いさせていただきました。大変ありがとうございました。



　昨日、私はナゴヤドームに野球を見に行ってまい
りまして、ビシエドが満塁ホームランを打って中日
が５連勝と良い試合でした。今日の朝、住宅の設備
業者さんと打ち合わせをしていたのですが「杤本さ
ん昨日野球見に行っていたでしょう」と言われ、「テ
レビで見ました。与田監督の勝利者インタビューの
後にどアップで昇竜ユニフォームを着て映っていま
したよ。」と言われました。今日は春日井署長もおみ
えになられておりますが何処で何を見れてている

かわからないなと感じております。ちなみに私は取引先の男性と行ってきましたので誤解の無いように
お願いします。
話は変わりますがこのシルバーウイークで四国に行ってまいりました。５年前から四国の八十八箇所巡
礼を歩いて廻っておりまして、ついに80番の高松市までたどり着くことができました。おそらく来年には完
了することができると思いますのでその時にはたくさんのドネーションを差し上げることをお約束したい
と思います。継続は大事だなと思います。
継続と言えば春日井中央ライオンズクラブの９９９回例会、髙山会長本当におめでとうございます。今日
のローアはこの９９９回が１，０００回、１，１００回、２，０００回と昇竜のように春日井中央ライオン
ズクラブ繁栄することを祈願しまして、昨日頂いたばかりの昇竜ユニフォームを着てローアさせていただ
きたいと思います。ウオー!!

ライオンズローア　L 杤本雅尚

9月 結婚記念お祝い 9月 誕生日お祝い

講演 
春日井警察署長 岸本一也様

表彰　L村山和幸
ＬＣＩＦ理事長感謝状・＄１００献金（２００％）

　　モデルクラブ表彰（2019-2020　村山会長）　　

表彰　L内海永柱
メルビン・ジョーンズ・フェローアワード　受賞　
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Ｌ高山幸雄           ¥30,000       岸本春日井警察署長とライオンレディーの皆様をお招きで来たお喜びで。
Ｌ宮道佳男          ¥10,000     戦記小説を書きあげましたので皆様に献本いたします。
Ｌ伊藤一城          ¥10,000       ライオンズローアが出来ました。
Ｌ木野村好己　  ¥10,000      菅総理大臣の活躍で日本を発展させて頂く期待を込めて！　
Ｌ杉田貴信           ¥10,000        月見例会に妻と二人で参加できた喜びで。
Ｌ村山和幸          ¥10,000     お月見例会のパーティーに参加出来なくてすいません。
Ｌ灰﨑信吉          ¥10,000       ハンデに恵まれて優勝できました。ありがとうございました。
Ｌ長谷川弘尚       ¥10,000        皆様と共に月見例会を行える喜びで。
Ｌ谷内　量           ¥10,000      先日ドタキャンをしてしまい申し訳ありませんでした。９月１日中部経済新聞社に掲載
                                                        されたお喜びで。
Ｌ安藤英樹            ¥10,000       結婚記念日のお祝いありがとうございました。
Ｌ杤本雅尚              ¥5,000       月見例会にローアをご指名頂いたお喜びで。
Ｌ成瀬祐一                ¥5,000      お誕生日をお祝いして頂いたお喜びとして。
Ｌ小山貴次               ¥5,000      本日はライオンズの誓いご指名ありがとうございます。また春日井警察署長におかれましては
                                                                                          ご多忙の中、ご来賓頂きましてありがとうございます。次回薬物乱用防止教室もよろしく
                                                                                         お願  い致します。

9月度第2例会  ドネーション

懇 親 会



■第999回9月度第2例会(月見例会) 会長挨拶 L髙山幸雄■ 第 3 5 回  献 眼 献 腎 顕 彰 式

10月誕生祝

30日　　小嶋隆司

10月結婚祝

おめでとうございます

4 日　　高山幸雄　　順子（じゅんこ）様
7 日　　北川昇二  　 智子（ともこ）様
8 日　　冨田義信   　みゆき様　
11 日　  吉田智雄　　美貴子（みきこ）様
13 日　  西田昭夫　　佳子（よしこ）様
16 日　 杉田貴信   　さきみ様　　　
17 日　 松野裕介      サラ様
20 日　  前田廣宣   　くみ子様
22 日　  加藤　太　　まゆみ様
26 日　 長谷川弘尚    理絵（りえ）様
31 日　 宮道佳男　　明子（あきこ）様　



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1000回 10月度 第1例会 
《日時》 令和２年10月8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. 　入会式
７. 　誕生日、結婚記念日のお祝い 
８. 　食事タイム　　　
９. 　会員スピーチ
10．    幹事報告
11. 　ﾃｰﾙﾂｨｽﾀｰの時間
12．   出席状況報告
13．   ライオンズローア
14．   閉会のゴング

例会プログラム

第999回  9月度  第2例会     2020年9月24日（木）
   〈会員総数〉52名    〈出席者数〉39名
   〈欠席者数〉13名　 〈例会出席率〉75%

出席状況
報告

春日井市鳥居松町４－35－１
TEL〈0568〉84－2087（モンブラン）
FAX〈0568〉84－3631（西   昭）

　代表取締役

　西　田　昭　夫

喫　　  茶 モンブラン
株式会社 西        昭

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


