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■第1000回10月度第1例会 会長挨拶 L髙山幸雄■
皆さん、こんにちは、
今日は春日井さくらライオンズクラブさんから会長L
二村みどり、出席委員会L水谷寿美子、六献委員長L
梁川京子に例会訪問に来ていただきました。「お忙
しいところありがとうございます」最後まで楽しくお
付き合いください。　
今日は、新しくうちのクラブメンバーとして入会して
頂く小塚貴之様の入会式も予定しています。うちの
クラブに奉仕の和が一つ増えるのは大変うれしいこ

とと思います。メンバー全員で温かくお迎えしたいと思います。
前回の999回月見例会の時に来賓として来ていただきました。春日井警察の岸本署長さんに先週の月曜
日に講演して頂いたお礼の挨拶に行ってきまして。話の中で署長からうちのメンバーの2人の方に伝言を
頼まれました。
１人は、帰りがけに「懇親会に参加してもらえなく残念ですって」云いながら本を頂きました。まだ読んで
いないですが面白そうな題名だけど、ただで頂いていいかな？と気にしていました。立場上、他人から物
を貰うことには神経を使うと思うのですが、L宮道のきっぷのいい人柄をきちっと説明させていただきま
した。署長は安心され、お礼を伝えてくださいとのことでした。
もう１人は、ヒカリカンパニのL前田にです。講演の礼状を頂いてありがとうございますとのことでした。
すぐに会社の従業員に振り込め詐欺の手口の話をして、注意喚起をして頂いたとのこと、こういう礼状を
頂くと、講演した甲斐があってよかったと思います。よろしく伝えてくださいとのことでした。
L宮道、L前田へ岸本警察署長さんからの伝言でした。
本日は1000回目の例会になりますが、タイミングがずれてあまり記念という感じがしませんが、それで
も、幹事の村瀬ライオンと計画委員会の田中ライオンが少しでも何か趣向を凝らそうと考え、前回の月見
例会で皆様に楽しんでいただいたDVDをお土産に要しおりますが、前回よりグレードアップしております
ので本日間に合っておりません。次回の例会にはお渡しできると思います。私からは本当に気持ちだけの
粗品で申し訳ありまさえんがお菓子を添えさせていただきました。お持ち帰りいただければと思います。
本日の例会が意義ある例会になる事を願いまして本日の私の挨拶と代えさせていいただきます。

入会式　L小塚貴之

プロフィール

小塚貴之（こづかたかゆき）
エムジーエム総合（株）
代表取締役
スポンサー　L村瀬太一

【新入会員スピーチ】　
　この度はこの1000回という貴重な機会に入会させていただきまして、私自身も良いチャンスかと思っております。
私は少し口下手なのですが精一杯先輩方にご指導ご鞭撻いただきまして頑張りますのでよろしくお願いいたします。



会員スピーチ　春日井さくらライオンズクラブ

薬物乱用防止教室　（柏原小学校）

春日井さくらライオンズクラブ会長  L二村みどり

　春日井中央ライオンズクラブ様の1000回という素晴らしい節

目の例会に参加させていただきまして本当にありがとうござい
ます。私たちは9月の第二例会でやっと300回を迎えました。私
たちも春日井中央LCをお手本にして500回1000回と繋いでい
けるように思っております。私も今回会長をして1回1回の例会
を開催することの大変さと大切さを実感しております。これから
１回ずつ積み重ねていきたいと思います。どうぞご指導ご支援
をお願いしたいと思います。

【春日井さくらライオンズクラブメインアクティブティーのご案内】
12月13日グリーンパレス春日井で「外国人市民による日本語スピーチコンテスト」を行います。会社で外国人
研修生などいらっしゃるようでしたら声掛けお願いいたします。

春日井さくらライオンズクラブ六献委員長  L梁川京子

　皆さんこんにちはお久しぶりです。フィリピン以来かと思いま

す。春日井中央LCにはいい思い出がいっぱいあります。私は六
献委員長梁川です。本日はコロナの中例会に参加して申し訳ご
ざいません。六献と言えば献血です。今年はコロナで献血者が
大変少なくなっていますし、血液も大分少ないように言われて
おります。でも、血液が必要な方はたくさんいるんですね。ここは
ライオンズクラブの出番なので頑張りたいと思っています。少し
でもたくさんの方に献血していただいて協力して頂きたいと

思っております。春日井中央LC方は若い方も多いので献血できる方は是非17日サンマルシェの駐車場で行い
ます。卵も進呈させていただきますのでよろしくお願いいたします。ご家族の方、会社の社員の方、またご近所
の若いお兄さんお姉さんに声をかけていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。



　春日井中央ライオンズクラブ1000回記念の例会
です。1979年7月に設立されまして41年になりま
す。私の会社はちょうど今年で40年ですので、ほぼ
一緒の設立の時だなぁと思っております。あの時は
第二次オイルショックでガソリンがないトイレット
ペーパーがないといった混乱があった時だったと
思います。今年はコロナでトイレットペーパーがな
いとかいろいろとバタバタとした年でありました。な
にか日本という国はバタバタするときにはトイレッ

トペーパーがない、そんな過去を振り返って感じました。アメリカではピストルを買いに行くということが
盛んだたようです。アメリカと日本の違いが大きく表れていると思います。また、今回のコロナで私たちは
多くの事を教えてもらいました。私も毎月2，3回は東京へ会議や研修がありと出かけておりましたが、今
年はまったく１回も行っておりません。行かなくてもいいことを私たちは知ってしまいました。リモートで
会議をすることで満足をすることを知ってしまったのです。こういう価値観の違いを今年はコロナが教え
てくれたのではないかと思います。JRも航空機も回復にはまだまだ時間がかかると思います。本当にリニ
アも必要なのかとも思うわけです。お金では測れない価値を知ったと思います。1979年の春日井中央ラ
イオンズクラブ設立の時からちょっとするとバブルというのが日本でおきました。1989年の時には日本企
業は世界の中の資本総額のランキングで上位10社中8社が日本企業でした。今はどうかというと10社の
中に１社も入っておりません。それだけ日本企業の経営の在り方も考えさせられるのではないかと思い
ます。アップル・マイクロソフト・アマゾン等アメリカ企業がでてきている。GAFA（Google・Apple・
Facebook・Amazon）ということですね。そういう中で日本が再び復活するというのには大変な努力がい
るし考え方も変わらなければ日本が復活することはないだろうと思います。最近ニュースで見られた方も
おられるかもしれませんが、デービッドアトキンソンの書いた本で「日本人の勝算」という本がございま
す。実は私2年ほど前に彼の講演を聞いて、彼のサインをもらったりもして、すごい衝撃的な事を言うなぁ
と思っておりました。彼を菅総理は崇拝しているんですね。総理は彼の書いた本の通りにやっていくので
はないかなと思います。ぜひ機会があれば読んでいただきたいと思います。
それではコロナに打ち勝ち、皆様方の企業が発展され、そして春日井中央ライオンズクラブが2,000回に
向けて頑張るぞ！ということでローアさせていただきます。ウオー!!

ライオンズローア　L木野村 好己

10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田中   智司
議事録署名者 Ｌ谷内  量
議事録署名者 Ｌ長谷川   弘尚

《日時》 2020年10月8日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１．四半期会計報告について

２．クリスマス家族会予算について　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　１２月２３日（水）　Pm５：３０～　ホテルプラザ勝川　　　　　　　　　
　　　　　※１２月１９日（土）に変更あり　→　髙山会長　花火開催の有無要確認
　　　　　
３．会員の金婚・銀婚式のお祝いについて　　　　　　　　　　　　
                      金婚式　なし　
                      銀婚式（１９９５年）　杤本雅尚L　     花束  ５,０００円　色紙（額入れ）

４．その他
                       ・ワーカー鷹来・なかぎりワークスにパン作成依頼し病院へ寄付
　　                 春日井市民病院　１０月２７日（火）Am１１：３０～
　　                 東海記念病院　　１１月　６日（金）Am１１：３０～　

承認

承認

承認

承認



10月 結婚記念お祝い 10月 誕生日お祝い

春日井さくらライオンズクラブ      多額のドネーションをいただきました          メークアップさせて頂きました。
Ｌ高山幸雄           ¥20,000       春日井さくらライオンズクラブの皆様と新入会委の小塚貴之さんをお迎えしたお喜びで。
Ｌ村瀬太一          ¥20,000     春日井さくらライオンズクラブの皆様メークアップありがとうございます。また、
                                                        新入会員の小塚さんをお迎え出来たお喜びで。
Ｌ加藤建武          ¥10,000       春日井中央ライオンズクラブに入会３６年になり色々と皆様方のおかげで楽しくクラブ
                                                       を続けることができました。終身会員となり今後共宜しくお願い致します。
Ｌ谷井外二     　  ¥10,000      この度 LC国際協会本部より改めて終身会員の会員証を頂きましたお喜びで。
Ｌ木野村好己      ¥10,000        春日井中央ライオンズクラブ設立１０００回記念例会のローアを指名して頂いたお喜びで。
Ｌ西田昭夫          ¥10,000     結婚祝いを祝って頂きありがとうございます。また終身会員でお世話になります。
Ｌ瀧本安隆          ¥10,000       小塚貴之さんご入会おめでとうございます。これから宜しくお願い致します。又春日井
                                                        さくら LC様から例会訪問頂きありがとうございました。
Ｌ加藤　太            ¥10,000        作家、宮道佳男著書「戦場に法はないのか」を拝読し感動したお喜びで！！

1 0月度第1例会  ドネーション

Ｌ前田　朗           ¥10,000      小塚 L入会おめでとうございます。又春日井さくらライオンズクラブの皆様をお迎えした
                                                        お喜びで！！
Ｌ村山和幸            ¥10,000       春日井さくらライオンズクラブ会長始め３名の例会訪問ありがとうございます。髙山会長
                                                        例会 1000回記念おめでとうございます。
Ｌ山田　実            ¥10,000       小塚 L入会おめでとうございます。又春日井さくら LCより３名のライオンをお迎えできた
                                                        お喜びで！！ 
Ｌ吉田智雄              ¥10,000      結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。
Ｌ長谷川弘尚     ¥10,000      結婚祝いを頂きありがとうございました。
Ｌ小嶋隆司            ¥10,000      誕生日をお祝い頂きありがとうございました！！また、小塚ライオン入会ありがとうご
                                                        ざいます。
Ｌ谷内　量          ¥10,000      第1000回の例会が開催されるお喜びで、また１０月２１日に商工会議所でＢＣＰセミナーを
                                                                                         やらせて頂きます。感謝です。
Ｌ前田廣宣              ¥10,000     1000 回例会のお祝いと結婚記念日のお祝いを頂けたお礼として、ありがとうございます。
Ｌ小塚貴之          ¥10,000      春日井中央ライオンズクラブに入会させて頂きまして、ありがとうございます。
Ｌ田中智司                 ¥5,000      小塚さんのご入会おめでとうございます。これから、宜しくお願い致します。春日井さくら
                                                        ライオンズクラブの方々お越し頂きありがとうございます。
Ｌ小池元裕            ¥5,000    ９月の誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。1000 回の記念と新ライオン入会のお喜びで。



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1001回 10月度 第2例会 
《日時》 令和２年10月22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. 　食事タイム
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．   ライオンズローア
11．   閉会のゴング

例会プログラム

第1000回  10月度  第1例会     2020年10月8日（木）
   〈会員総数〉52名    〈出席者数〉30名
   〈欠席者数〉22名　 〈例会出席率〉57.69%

出席状況
報告

※注　クリスマス例会の日程が変更になりました。

春日井市松河戸町4133－２
TEL〈0568〉29－7788
FAX〈0568〉29－7789

　代表取締役

　灰 﨑 信 吉

株式会社 丸  信

春日井市松河戸町694番地
TEL〈0568〉81－7238
FAX〈0568〉83－7734

　代表取締役

　長谷川　弘　尚

長栄鉄工株式会社

春日井市六軒屋町６－109
TEL〈0568〉81－9349
FAX〈0568〉81－9900

　所　　長

　福　岡　嗣　人

福岡嗣人税理士事務所


