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第1003回 11月度 第2例会

東海記念病院 パンの寄付
国際会長テーマ
334−A地区スローガン
会長スローガン

「ウィ・サーブ」
「人の環 心の和 奉仕の話 We Serve」
「心の奉仕 人の環でつなぐ ウィ・サーブ」
春日井中央ライオンズクラブ

■

第1002回11月度第1例会

会長挨拶 L髙山幸雄 ■
皆さんこんにちは、コロナが、また少しずつ増え
てきている中でこうして皆さんと元気に会えること
がありがたく思えます。
今年はいい汗流そう大会が中止になりました。代替
えの奉仕活動として、１０月２７日に春日井市民病
院さん、１１月６日に東海記念病院さんで、コロナ
の最先端で頑張っていただいている医療従事の
方々に、例年いい汗流そう大会に参加していただい
ている中切ワーカーさんとワーカー鷹来さんが丹

精こめて作ってくれたバンの贈呈をしてきました。春日井市民病院の成瀬院長さんにはL木野村にご尽力
いただき話を進めることが出来ました。L木野村ありがとうございました。また、東海記念病院さんではL
磯村に当日いろいろと気配りしていただきありがとうございました。二つの病院にそれぞれ約３３０個の
パンの贈呈をしました。パンの包みに一つ一つに手書きのメッセージが書いてありまして
「がんばってく
ださい」
とか、
「ありがとうございます」
とか、心の温まるパンでした。貰っていただいた人たちも本当にう
れしそうでした。
これはほんとかどうか解りませんが、病院で働く方達の子供さん達は、
「 おまえの母さん
コロナじゃないか」
と、いわれのない誹謗を受けてた話も一部であったかに聞いております。市民病院の
成瀬院長さん、東海記念病院の堤院長さん二方からみんなの励みになりますありがとうございます。
とい
う言葉を貰いました、参加した私たちのクラブのメンバーのほうが感動を貰って帰ってきたような事でし
た。そんなに大きな費用ではなかったと思いますが私のスローガンの「心の奉仕」が、出来たうれしい気
持ちのご報告を本日のご挨拶とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございます。

東海記念病院

パンの寄付

（11月6日）

CCNetかすがいウィークリー 11月16日放映
春日井市民病院

パンの寄付の様子が放映されました。

表彰
＊マイルストーン・シェブロン・アワード
ライオンになられて 15 周年を迎えられたお祝い

L 伊藤麻美

ライオンになられて 15 周年を迎えられたお祝い

L 小松隆義

＊会員キー賞

L 川口俊樹

チャーターナイト（認証状伝達式） ビデオ視聴
ビデオテープから DVD に転換してあります。ご覧になりたい方は事務局に申し出ください。

11月 結婚記念お祝い

11月 誕生日お祝い

11月定例理事会
会長
幹事
議事録作成者
議事録署名者
議事録署名者

《日時》2020年11月12日（木）14：00〜
《場所》ホテルプラザ勝川

Ｌ髙山
Ｌ村瀬
Ｌ冨田
Ｌ福岡
Ｌ田中

幸雄
太一
義信
嗣人
智司

１．交通安全運動開催について
承認
１２月 ５日（土）午前１０時３０分〜１１時３０分
清水屋 春日井店
予算 ２００,０００円
春日井市用ゴミ袋 ３００組
園児２８名 粗品代
手提げ袋（作成費含む）

２．下半期スケジュール表について

承認

３．新入会員オリエンテーションについて
１月２９日（金） 木曽路 春日井店
予算 １００，０００円

承認

４．中部経済新聞社「新春ライオンズクラブ国際協会334-A地区特集」について 承認
１５，０００円
名刺サイズ
５．ホテルプラザ勝川「ホテルご利用券」について 承認
金額＋１０％のサービス券
販売期間 2021年1月31日締め切り
利用期間 販売月より1年間有効
サービス券６００万円購入
（内訳） 今期分 １２月に２００万円分購入
来期分
１月に４００万円分購入
６．その他

・交通安全運動園児への手提げ袋について
手提げ袋 ＋作成費について議題１で承認

ライオンズローア

Ｌ加藤

建武

ローアのご指名をいただきました加藤です。
春先からの新型コロナウイルスの感染拡大による
影響により、暮らしや経済にはかり知れない悪影響
を感じているところです。新聞で現在の状況を見て
みますと、国内では感染者が11万5000人

死亡者

が1837人を超え愛知県では感染者が7000人、その
うち名古屋市は3800人

春日井市では、147名の

感染者がありました。世界全体では5000万人以上
となり死者も120万人以上で今も増加しているとい
う事です。
コロナ対策には三蜜・手洗い・マスクの徹底が命を守ることになるのではないかといわれています。来年
の7,8月には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。
日本はもとより世界中の方々と同様に、先
日発表されましたアメリカフアイザー社のコロナワクチンが早くも接種できることを望んでおります。私
もこれからも夢をもって元気よくできればとおもっています。
それでは当クラブの更なるご発展を祈願してローア一声宜しくお願い致します。
ウオー!!

11月度第1例会 ドネーション
Ｌ高山幸雄

¥20,000

Ｌ加藤建武

¥10,000 ローアをさせて頂きます。

Ｌ瀧本安隆

¥10,000 例会に出席し結婚記念日だと気づきました。助かりました。何年目かはこれから計算
しますが、とにかくありがとうございました。

Ｌ伊藤麻美

¥10,000

Ｌ田中智司

¥10,000 先日は父の葬儀に多数の皆様にお越し頂きありがとうございました。今後とも宜しく
お願い致します。

Ｌ村山和幸

¥10,000 誕生日祝ありがとうございました。また、豊山町の町長選ご支援・ご協力ありがとう
ございました。無事に当選いたしました。ありがとうございました。

Ｌ杤本雅尚

¥10,000 春日井市民病院、 医療従事者へのパン寄贈を息子と一緒に社会貢献する事が出来た
お喜びで。

Ｌ灰﨑信吉

¥10,000

Ｌ冨田義信

¥5,000

Ｌ村瀬太一

¥5,000 10 月 27日春日井市民病院様へ 11月 6 日東海記念病院様へ約 300 個ずつのパンの寄贈が
できたお喜びで。

出席状況
報告

今日も皆さんと元気にお会いできた喜びと計画委員長の田中Ｌ今日も担当役割ありがとう。

お誕生日のお祝いをして頂きありがとうございます。コロナに負けないように頑張ります。

結婚のお祝いを頂いたお喜びで。
誕生日お祝いありがとうございます。

第 1 0 0 2 回 1 1月度 第 1 例 会

2 0 2 0 年 1 1月1 2日（ 木 ）

〈 会員総 数 〉5 3 名 〈 出 席 者 数 〉3 3 名
〈 欠 席 者 数 〉2 0 名 〈 例 会 出 席 率 〉6 2 . 2 6 %

今後のスケジュール

例会プログラム
第1003回 11月度 第2例会
《日時》令和２年11月26日（木）12：30〜
《場所》ホテルプラザ勝川
出席状況報告
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. 会員スピーチ
８.

幹事報告

９. ﾃｰﾙﾂｨｽﾀｰの時間
10． 出席状況報告

11．ライオンズローア
12． 閉会のゴング

Company Information

企業は地域に貢献し親しまれています

ビル管理

株式会社 ナチュラルハート
名古屋市守山区小幡中2-20-22
TEL〈052〉715−5963
FAX〈052〉715−5964
代表取締役

村
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瀬 太

一

株式会社

村山工務店

西春日井郡豊山町豊場
中之町192ー２
TEL〈0568〉29−0380
FAX〈0568〉29−0340

山

株式会社

アイチ金属

名古屋市北区五反田77
TEL〈052〉909−5600
FAX〈052〉909−5610
代表取締役

代表取締役

村

建築金物 設計 製作 施工業

和

幸

山

田

実

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
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
マーケティング・コミュニケーション委員長 L谷内 量
(株)ウインマネジメント 春日井市白山町2-15-18
TEL0568-52-3702
是 非 、ご 覧ください
クラブホームページ

http://www.kasugai-chuo-lions.com

