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４月度第２例会　会員スピーチ



■ 第1007回4月度第2例会 会長挨拶 L髙山幸雄 ■
　皆さんこんにちは、前回の第一例会では花見例
会として、盛大にとまではいきませんでしたが、コロ
ナの中にもかかわらず参加して頂いたライオンレ
ディーの皆さんには心より御礼申しあげます。
　今日は私の業界の話をさせて頂こうかと思いま
す。3月の第二例会でも少しお話ししましたが、東京
2020オリンピック聖火リレーが 4月5日6日と愛知県
内で開催され大きな問題もなく無事に終了しまし
た。私の会社も5日は稲沢地区、6日は大府地区をま

かされ、延べ人数約200名で取り組みました。自社だけでは出来ませんので協力会社さんにも応援して頂
きながらとなりました。この業務に携わった愛知県内の警備会社は総勢で、84社でした。 県内の主立った
会社のほとんどが参加しての一大イベントでした。一番の元請け会社は 綜合警備保障 (アルソック)さん
なんですが、愛知の前に岐阜県で4日 5日と開催されましたが このときも、アルソックさんが元請けでし
た。たぶん全国的なものと思いますが、 実はその上にJTBさんが発注者としています。オリンピック実行
委員会からの一番の元請けということ になります。 さすがに大手の企画会社の力はすごいものだなと思
いました。閑散期に入った時でしたので参加した企業はかなり助かったかと云うところでありました。
　話を戻しまして、今期もあと残り2ヶ月間となりました。春日井中央ライオンズクラブがますます発展す
る為、うちの執行部が一丸となり、次期会長L前田の執行部を盛り上げるために力添えしていきたいと考
えています。引き続き、皆様の協力をお願いしまして本日の私の挨拶とさせて頂きます。ありがとうござい
ました。

ライオンズローア　Ｌ中村紳

　この度は、ローアご指名いただき有難うございま
す。入会4年にして初ローアということで・･ ビンゴ
大会の司会は全く緊張しませんが、この場所はめ
ちゃくちゃ緊張しています。
さて、相変わらず世間はコロナ、コロナでついつい
暗い話題ばかりになりがちですが、今日はそんな中
でも少し明るい話が出来たらなと思います。
弊社、少しばかりではありますが春日井市の仕事を
させていただいております。

　春日井市では皆様もご存じの通り年間を通して様々なイベントが開催されます。年始のマラソン大会
から始まりゴールデンウィークの催し物、 夏の花火大会、 秋の春日井まつりなどです。しかし昨年はこれ
らのほとんどが中止になりました。しかも協議前から中止モード一色でした。今年は形を変えながらでは
ありますが開催の方向で、少しずつ活気を取り戻せそうです。
　コロナに関わらず､うまくいかない時はついネガティブな思考に陥りがちですが「だったこうしてみよ
う」とポジティブで建設的な発想を常に持ち続けることで、ひいては周りを良くしていくと思います。ので!! 
春日井中央ライオンズクラブの持ち味である 明るく、楽しく、元気なパワーでこれからも地域をよくしてい
きましょう!!
　それではみなさんよろしくお願いします。ウォ～！
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会員スピーチ　L前田廣宣

　先日4月5日瀬戸市にて愛知県の聖火ランナーと
して走らせていただきました。
まずはこちらのトーチがどのようにできているかス
ライドをご覧ください。
　こちらのトーチは福島・宮城・岩手等で建てられ
ていました仮設住宅をリサイクルして作られたもの
です。聖火ランナーになりますとオリエンテーション
を受けるのですがこのトーチについてもレクチャー
をうけました。今コロナでいろいろ言わていますが、

もとはと言いますと復興五輪から始まっています。このトーチにも復興という願いが込められて作られた
ものです。ちなみにこのトーチは買いました。７万円です。続いて実際に走らせていただきました動画を
ご覧ください。
　聖火ランナーになるにあたり論文をかきました。書かせていただいた内容を話させていただきます。
東海豪雨の災害で勤めていた会社が被災し、突如として一人親方から始めた設備会社。沢山の人に支え
て頂いたおかげで社長としての自覚を持ち、決して驕らず謙虚に生きる事に気づかせてもらえました。今
の自分があるのは、両親、家族、社員、経営勉強会の仲間がいてからこそです。はじめに社長として生き方
を教えてくれたのは両親でした。自分らしい生き方をしろと。周りには受け入れてもらえる社員がいて、私
を叱ってくれる経営勉強会の仲間が私にはいました。何をしたら自分も周りも納得できるのか、何したら
周りが喜んでくれるのかを常に問いながら、これからも生きて行き、私が死ぬ時にめっちゃ楽しい人生
だったなって思いながら死ねる人生を送る事を決めています。感謝を伝えられるのも生きているからこそ
できる事と実感しています。私は聖火ランナーを務める際には先輩、後輩、友人、家族、そして何よりも親
に対して、産んでくれて、育ててくれて有難う。そのおかげで今、自分はこの瞬間に立てている。って事を、
特に他界した母を想い走りたいと思います。きっと母も喜んでくれると思います。そして私の周りの方々
にも深く感謝しつつ走る事によって自分の力でこの場にいるのではなく、周りに支えられて今走れてい
るって事を気持ちとして発信出来ればと思います。それにより、私を見ている1人でも感謝の気持ちは大
事なんだと感じて頂けるのであれば、私はこの為に命の時間を削る事が出来るのであれば本望です。愛
知のランナーは自分よりも他の人を大切に思いながら走る人が多々いると思っています。 県名の様に、
愛を知っている人々走る、愛を知っている人々が応援する。そして一つになり聖火リレーを盛り上がる。そ
んな愛知県の聖火ランナーの1人として、愛のこもった走りを世界中に届けたいと思います。

↓【動画】ランナー

↓【動画】トーチ



５月誕生祝

23日　 北川 昇二
25日　 田中 智司
26日　 杉山 周一

５月結婚祝

おめでとうございます

１日　小嶋 隆司　　陽子（ようこ）様
３日　金林 文達　　芭実（はみ）様
５日　清水 義博　　玲奈（れいな）様
７日　谷井 外二　　尚美（なおみ）様
９日　山田 実　　　幸子（さちこ）様
14 日  村山 和幸　　さゆり  様
14 日  谷内 量　　　有美奈（ゆみな）様
29 日  村瀬 太一　　裕子（ゆうこ）様
30 日  小池 元裕　　美和子（みわこ）様

６月誕生祝

４日　  伊藤 篤子
６日　  杉田 貴信
14日　  福岡 嗣人
19日　  中村 紳
30日　  杤本 雅尚

６月結婚祝

おめでとうございます

2 9 日　水永 敦     　美津子（みつこ）様

東海記念病院　パンの寄付　（11月6日）
Ｌ高山幸雄           ¥20,000      今日も皆さんと元気な顔でお会いできた喜びと小嶋Lが元気に復活してくれました。
　　　　　　　　　　　　 ガンバって下さい。昨日のゴルフで冨田Lが素晴らしいスコアで優勝しました。
                                                             おめでとうございます。

Ｌ中村　紳          ¥10,000   ローアのご指名ありがとうございます。

Ｌ前田廣宣          ¥10,000    会員スピーチ及び聖火ランナーの応援誠にありがとうございました。

Ｌ冨田義信              ¥5,000      昨日のゴルフコンペ優勝しました。

４月度第2例会  ドネーション

表彰

メルビン・ジョーンズ・フェローアワード
受賞者

　Ｌ 長谷川 弘尚
　Ｌ 田中 智司
   Ｌ 谷内 量　（初受賞）



春日井中央LC ゴルフ部会

334A地区　第67回年次大会

【 今後の予定  】        6  月 16 日 （水）オールドレイクゴルフ倶楽部　※取切戦

期日　令和 3年 4月 21 日（水）
場所　オールドレイクゴルフ倶楽部

　　　   優勝！　Ｌ冨田義信

期日　令和 3年 5月 19 日（水）
場所　オールドレイクゴルフ倶楽部

　　　   優勝！　L村山 和幸

11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田中  智司
議事録署名者 Ｌ小嶋　隆司

《日時》 2021年5月13日～ 17日
　　　　ＦＡＸ及びメールにて

１．年次例会日について　　　　　　　　　　　　　
　　　　　日時　２０２1年６月１９日（土）　受付 ： 午後５時～　 例会・懇親会 ： 午後５時３０分～
                     場所　ホテルプラザ勝川　　　　　　余興　１００,０００円

２．出席１００パーセント賞について　　　　　　　　
　　　　　４月末現在　８名位予定                         ５０００円程度　鉢植え（例年）

３．前三役のバッチ購入（２年分）　　　　　　　
　　　　41.95＄/個　×　6個　＋　送料　＄69.95　＝　＄321.65
　　　　＄321.65　×　レート　108.969610円　＝　35,050.07→35,051円支払
　　　※２年分まとめて購入した方が送料が安いため。
                 今年　41.95＄/個　×　3個　＋　送料　＄54.95　＝　＄180.8
                 来年　41.95＄/個　×　3個　＋　送料　＄54.95　＝　＄180.8
                  $361.6　×　108.969610円　＝　39,403.4→39,404
                  39,404 - 35,051 ＝ 4,353円　まとめた方がこれだけ安くなる

承認

承認

承認

※書面にて例会承認済み



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1007回  4月度  第2例会     2021年4月22日 (木)
   〈会員総数〉53名    〈出席者数〉26名
   〈欠席者数〉27名　 〈例会出席率〉49.06%

出席状況
報告

出席状況報告

第1008回 6月度 第1例会 
《日時》 令和3年6月10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. 　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
10．   ライオンズローア
11．   閉会のゴング　

例会プログラム

春日井市大和通２－41－１
第２リーディングビル
TEL〈0568〉34－0077
FAX〈0568〉34－0071

　代表取締役会長

　木野村　好　己

            土地・建物を快適に活用する。       

小牧市中央１－231－１
TEL〈0568〉72－2181
FAX〈0568〉72－2590

　理事　審査部長

　小　池　元　裕

東春信用金庫
春日井市高蔵寺町３ー２－11
PRIMA高蔵寺１階
TEL〈0568〉52－4341
FAX〈0568〉52－4349

　代表取締役

　小　嶋　隆　司

フュージョン・コンサルティング

株式会社


