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　皆さんこんばんは。今年は桜の開花が例年になく
早くて、もう満開から、早いところではすでにちらほ
らと散り始めています。花見にはちょうどいい季節
になりました。
私が昨年の7月に会長に就任してから、ライオンレ
ディーの皆様や子供さん達を招いて家族同士の懇
親を深める催しが、コロナの影響で何も出来ません
でした。かろうじて999回の例会で、本当は1000回
でやりたかったのですがこの記念例会でライオンレ

■  第1006回４月度第１例会  会長挨拶 L髙山幸雄   ■

ディーをお招きすることが出来ただけであります。例年の行儀の夏期家族会、年末のクリスマス例会も中
止になりました。そこで、せめて花見例会くらいはご家族をご招待して開催したい考えたました。しかし、
コロナの影響も心配と考えて小さなお子様はご遠慮願いたいということになりまして、ライオンレディー
をお招きしての夜例会とさせて頂きました。ささやかではありますが春の宵のひとときを楽しんで頂きた
く思います。幹事のL村瀬と、計画のL田中が趣向をこらした余興もご用意して頂いております。宴を前に
無粋な長い挨拶は切り上げまして、簡単ではありますが、本日の私の挨拶とさせていただきます。どうぞ
最後までごゆっくりお楽しんで頂きたいと思います。ありがとうございました。

　久しぶりにこの場に立ちますと足が震えておりま
す。声が震えないように頑張ります。
ちょうど2年前にこの場に立たせていただきました。
本当に2年ぶりのローアとなります。2年前に私が桜
の話をしたと思いますが覚えていらっしゃる方おい
ででしょうか。おそらくいらっしゃらないと思うので
もうもう一回お話します。先ほど会長のお話でもあ
りましたが、桜が満開をやや過ぎたところでありま
す。この桜というものはほとんどがソメイヨシノ桜

で今花が咲いているところです。ソメイヨシノ桜は江戸時代に新しくできた品種です。それ以前より日本
にあった桜は約９種類あり山桜が主体でありました。山桜とソメイヨシノの違いは、ソメイヨシノは枯木
に花が咲くように花が先に咲きます。山桜は花が咲くよりも前に葉っぱがでます。そういう違いだけ覚え
ていただければと思います。今、コロナがまた勢いを吹き返してきましたけど、このコロナに負けないよう
に私どもも自衛の手段をとっていかなければいけないと思います。手洗いうがいは申すまではなく、４人
以上の会食は禁止というようなことも言われておりますが、今日はその辺注意して頂いて、折角の機会で
すので十分に楽しんでいただきたいなと思います。
それではローアを一斉お願いいたします。こう言う時期ですのであんまり大きな声でやらないように。
「元気よく」「小さな声で」ゥォー！

ライオンズローア　Ｌ小松隆義

４月お誕生日・結婚記念日お祝い ４月誕生日お祝い
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表彰

表彰
春日井中央ライオンズクラブ L村瀬　太一

会員満足度向上アワード メルビン・ジョーンズ・フェロー

銀婚式お祝い　 L杤本雅尚　里美様

懇親会

銀婚式おめでとうございます

　この度は、銀婚式のお祝いをしていただき誠にありがとうございました。
結婚して5年目に父の会社が清算し、右も左もわからないまま現在の会社を立ちあげ、亡父含めいろん
な方のご支援で20年が経ち今日を迎えますが、やはり、内助の功と言いますか、隣にいる妻が支えて
くれたことが一番大きいと思います。改めて感謝を伝えたいと思います。現在コロナ禍で大変な状況
は続きますが、これからも夫婦力を合わせて頑張ってゆきます。



4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長谷川　弘尚
議事録署名者 Ｌ宮道　佳男

《日時》 2021年4月12日（月）13：30～
《場所》 春日井商工会館　４F

１．次期理事役員および次期委員会構成表について（別紙参照）　　　　
　　　　　次期会長　Ｌ前田　

２．次期役員、次期運営・次期事業委員長会議開催について　　　　
　　　　　（次期５役、次期第１～３副会長、次期各委員長、会長）
　　　　　日　時　２０１９年５月２１日（金）午後６時００分～　
　　　　　場　所　木曽路　　
　　　　　登録料　５，０００円　　　　　　　　　　　　　
　　　　　※但し、新型コロナの状況により日程が変更になる事もある

３．四半期会計報告について　（別紙参照）

４．2020-2021年度334-A地区　地区誌広告賛のお願いについて（別紙参照）
　　　　　　　会員に通達する。　※決議事項ではない

５．名札プレートについて　（別紙参照）　　　

６．その他（報告）
　　・花見家族例会　収支報告について

承認

承認

承認

承認

石川純子 様         ¥20,000      CDの売り上げをドネーションさせて頂きます。本日はお招きありがとうございました。

Ｌ杤本雅尚          ¥22,000   銀婚式のお祝いを花見例会でして頂きありがとうございます。夫婦で参加させて頂きました
                                                                             ので２２，０００円ドネーションさせて頂きます。

Ｌ髙山幸雄          ¥20,000    ライオンレディをお招きしての花見例会が開催できたお喜びで。

Ｌ村瀬太一           ¥10,000      ライオンレディをお迎えしての花見例会を開催できたお喜びで。

Ｌ木野村好己      ¥10,000      花見例会に杤本Lの銀婚式のお祝いが出来るお喜びで。

Ｌ小松隆義           ¥10,000      本日、久し振りにローア行います。コロナがまたまた勢いを増す中、自衛のため手洗いうがい
                                                                    を徹底しましょう。
Ｌ前田　朗          ¥10,000    花見例会が出来たお喜びと小嶋 L退院おめでとう！！
Ｌ福岡嗣人          ¥10,000    ローアの指名を頂きありがとうございます。

Ｌ山田　実          ¥10,000    女房と花見例会に参加できたお喜びと杤本 L の銀婚式おめでとうございます。

Ｌ村山和幸           ¥10,000      花見例会に夫婦で参加できたお喜びで。

Ｌ灰﨑信吉         ¥10,000   誕生日を祝って頂いたお喜びで。

Ｌ長谷川弘尚       ¥10,000      誕生祝ありがとうございました。健康に注意して今後も頑張ります。

Ｌ小嶋隆司          ¥10,000      50歳になった途端に年末より2度も手術する事になり例会に参加できずご迷惑をお掛け
                                                           しました。久しぶりに例会参加出来ましたお喜びで！また、川口Lテールツイスターの
                                                           代役ありがとうございました。

Ｌ谷内　量        ¥10,000   花見例会が無事に開催されたお喜びで。

Ｌ加藤利尚　     ¥10,000    お誕生日お祝い頂きありがとうございます。これからも張り切っていきます。

L川口俊樹            ¥5,000   テールツイスター小嶋隆司Lお帰りなさい！

L前田廣宣　         ¥5,000    花見例会の開催のお喜びとして。明後日、聖火ランナーとして瀬戸市を走らせて頂きます。
                                                           いつも応援ありがとうございます。聖火ランナーは、当日から2週間前は外食、会合が禁止
                                                          されていますのでドネーションのみで失礼させて頂きます。

４月度第１例会 ドネーション
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ライオンズローア　Ｌ福岡嗣人

　今日は楽しい催し物をして頂きまして、会長及び
執行部の皆さんありがとうございました。
　ここでワン・ジェネレーションという話をしたいと
思います。英語でジェネレーションと言いますと30
年です。だいたい世代でいうとひと世代が変わるの
が30年になるかと思います。日本が高度成長時代
に入ったのが神武景気1954年にスタートして、30
年後にプラザ合意が行われそこからバブル経済に
なり5年くらいで上り詰めていきます。バブルがはじ

けたのが平成2年です。それから30年たったらコロナというとんでもない事態が起きてしまいました。こ
のコロナというのはある意味これからの日本経済が一気に変わるというか変えていく、背中を押すような
存在になるような気がします。実はロシアもソビエトも崩壊するまでに90年で30年の倍数になっている
んですね。そこで日本は30年・30年ときています。崩壊するかはわかりませんが、資本主義も90年とみて
いた方が良いのかと思います。最初の30年は努力して、または汗を流して働いた事がお金につながっ
た。のちの30年はそのお金を仕組みで回すことでお金が集まった。実はこの期間お金が増えておらず
GDPは変わっていません。つまり仕組みによってお金が偏ったというところです。ではこれからの30年何
が起きるのかということです。人口も増えませんし、資本主義の最終段階で金が金を生む時代になると私
は予測しています。つまり労働から仕組みへ、仕組みから資本になる、お金がお金を生む時代になると思
います。私の顧客も先日M&Aで買収されました。大企業ではありません。これは中小企業までこの流れに
巻き込まれる時代になってくると思います。これからの30年、経営者の人は何が最終的に私たちの幸せ
になるのかを考えながら事業を進めて行っていただければと思います。
　ちょっと真面目な話になってしまいましたがこれからの30年を皆様の企業が、ご家族が幸せに過ごせ
ますようにということで、ローア一斉お願いいたします。ウォー！

志望動機より　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：NHK

オリンピックが延期、中止等と憶測が集う中、何も出来る事がなく、ただただ、感染予防に努める事しか出
来ません。 今、オリンピックが難しいムードが流れていますが、諦めてはいない事だけは、強く伝えたいと
思います。 また、奇跡以上の奇跡が起きる事を信じて、自身の出来る事を真剣に取り組み、その証が、聖
火ランナーで皆に喜んでもらう走りをする事。

L前田廣宣がオリンピック聖火リレーに参加されました。
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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1006回  4月度  第1例会     2021年4月3日（土）
   〈会員総数〉53名    〈出席者数〉33名
   〈欠席者数〉20名　 〈例会出席率〉62.26%

出席状況
報告

出席状況報告

第1007回 4月度 第2例会 
《日時》 令和3年4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.     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

例会プログラム

春日井市不二ガ丘１－34
TEL〈0568〉51－1571
FAX〈0568〉51－1876

　代表取締役

　金　林　文　達

株式会社 ダイカネ技建

春日井市鳥居松町６－50－２
TEL〈0568〉37－2731
FAX〈0568〉37－2732

　代表取締役

　川　口 俊　樹

スペースデザイン株式会社

一宮市大毛八幡21番地
TEL〈0586〉51－2212
FAX〈0586〉51－2116

　会  長

　北 川 昇 二

株式会社 北東工業


