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会長スローガン

最終例会 バッジ交換

未来へつなげ We Serve！」

「絆と信頼・思いやり 未来につなげ ウィ・サーブ」
春日井中央ライオンズクラブ

■

第1010回６月度第２例会

会長挨拶 L髙山幸雄 ■
今日の例会が私の会長としての最後の例会とな
りました。
この挨拶が私の最後の会長挨拶となりま
す。
この1年間会長の役をさせいて頂く中で、絶えず
私の心の片隅にあったことがあります。会長就任の
時にも話をさせて頂きましたが、私に会長を薦めて
頂いた、今は亡きL高柳からのアドバイスでした。
「ライオンズの会長は自分のためにやるんじゃない
んだよ、
クラブのために、
クラブがよくなる為に努力
するのが会長なんだよ」
と教えて頂きました。奉仕

活動をひとつ終えるたびに、
また例会が終えるたびに、今日の出来栄えはどうだったかな、L高柳からは何
点もらえるかなと思っておりました。もちろんL高柳から返事はありませんが、自分で自分の会長に点数を
つけるとすれば、私の会長は多めで見れば60点。厳しい目で見れば50点以下だったのではないだろうか
と思います。そんな私が何とか1年間やってこれたのは、執行部の皆さんの一生懸命の努力に支えられた
おかげです。心から感謝しています。幹事のL村瀬には個人的にも大変な中みんなを取りまとめ、いろい
ろなアイデアを出して奉仕の事業を盛り上げて貰いました。L村瀬本当にありがとうございました。会計の
L冨田には経験豊富なライオンズの先輩としてたくさんのアドバイスをして頂きました。時には厳しい教
えもありましたが、L冨田本当にありがとうございました。それから計画委員長のL田中には会長就任前か
ら、一緒にいろんな相談事で力になって頂きました。
コロナの感染が拡大により思うように計画が進まな
い中で、大変やりづらかったと思いますが、本当に頑張って頂きました。L田中ありがとうございました。
ま
た、各事業委員長の皆様にもそれぞれの事業におきまして素晴らしい活動をして頂きました。
まず、7月の
最初にL谷内と一緒に国際平和ポスターの中止の報告を、
ご挨拶を兼ねて市内の小学校4校を回りまし
た。その日は土砂降りの大雨の中、二人とも足下がずぶ濡れになりながら回ったものでした。9月の顕彰
式ではL杉山に早くから福祉センターへの申し込みや、当日の準備、進行役とつとめて頂きました。ありが
とうございました。10月の薬物乱用防止教室では、L小山に柏原小学校さんと事前の打ち合わせから、春
日井警察への講師の依頼など、開催できるかギリギリまで何度も足を運んで調整して頂きました。環境保
全委員長の清水ライオンにはポイ捨て防止啓発活動でメンバーを集めて頂き、JR神領駅での清掃活動
をして頂きました。参加団体の中ではうちのクラブの人数が一番多く、主催者の方が驚いていたのを今で
も覚えています。また、L清水には年末交通安全運動が中止になったのを受けて、ポスターを作って頂い
た美園幼稚園の園児に大きなダンボール箱7つのお菓子を配って貰いました。園児達が自作のポスター
を掲げ、目を輝かせていました。同じく10月のいい汗流そう大会の中止で村瀬幹事の提案のもと、社会福
祉委員長のL中村には春日井市民病院さんと東海記念病院さんの医療従事者の方へのパンの贈呈式の
準備に努力して頂きました。LCIF委員長のL内海には大変な役目を受けて頂きました。黙々と目標人数以
上の成果を達成して頂きました。ありがとうございました。
YCE委員長のL杤本にはコロナで派遣が中止になる中、関係者への連絡や委員会での意見交換で重要な
役割をして頂きました。各委員長の皆さん本当にありがとうございました。
私が就任する前に前会長のL村山から
「若い人たちに色々な事業をやらせてあげてください。そういう経
験が将来うちのクラブの為になるのだから」
とアドバイスを頂き、お約束しました。少しでもお約束に報え
ることが出来たのではないか思います。
最後に晩成会の先輩ライオンの皆様には、貴重なご意見を頂いたり、折に触れ励ましていただいたりと、
悩んでいる時にどれ程気持が落ち着いたかと感謝しております。本当に1年間ありがとうございました。
心から御礼申し上げます。

入会式
株式会社アミスポーツセンター
スポンサー L灰崎信吉

事務長

杉本

直樹（すぎもと なおき）

出席100％賞

終身会員

L伊藤麻美・L川口俊樹・L髙山幸雄・L田中智司・L谷内量

L小松隆義が終身会員に

L長谷川弘尚・L前田朗・L村瀬太一・L村山和幸

認証されました。

バッジ交換
バ
ッジ交換

前期役員から新役員にバッジが渡されました。

ライオンズローア

Ｌ加藤太

みなさんこんばんは、ローアのご指名頂きました加藤太です。まず初
めに髙山会長、そして執行部の皆さんコロナ禍で大変だったかと思いま
すがご苦労さまでした。今日、任期を終えられましてホットされておられ
るかと思います。時期前田会長をはじめ執行部の皆さん引き続き皆さ
んの健闘を期待しております。
ところで、計画委員長のL田中より髙山会
長のフィナーレを飾るのにふさわしい盛大なローアをやって欲しいとお
願いされました。それとL杉本直樹の入会をお祝いいたしまして盛大な
ローアをさせて頂きます。本日ご参集の皆さんのご健康とご多幸を祈願
いたしまして、幾分早いですがコロナの収束をご祈念いたしましてロー
ア一斉、
ウオー!!

懇親会
バッ
ジ交換

春日井中央LC ゴルフ部
ゴルフ部からのご案内
ゴルフ部会長

L 村瀬太一

・幹事 L

冨田義信

【今期の予定】
9 月 29 日 春日井４クラブゴルフコンペ
オールドレイクゴルフ俱楽部
10 月29日 ６R・２Z 親善チャリティーゴルフ
品野台カントリークラブ
その他、今後の予定については決定次第ご案内いたします。
今年１年よろしくお願いいたします。

懇親会ライオンズローア

Ｌ灰崎信吉

ローアのご指名いただきました灰崎でございます。髙山会長コロナ
禍の中、決して後ろを向かず前へ前へと色んな取り組みをされた１年間
で大変ご苦労さまでした。今日の懇親会が開催されて思ったことです
が、中止にするのは簡単ですが、敢えて中止にせずにこのような素晴ら
しい懇親会を開催して頂き嬉しく思います。楽しく談笑できること本当に
うれしく思います。改めまして髙山会長をはじめ執行部の皆さんありが
とうございました。
今日L杉本が新しく仲間に入って頂くことになりました。新しく仲間が
増えるという事は嬉しく思いますし、春日井中央LCの活力にも繋がると
思います。私も次年度以降仲間をどんどん増やして春日井中央LCの活
性化し組織の力をパワーアップさせる事を祈念申しましてローア一斉さ
せて頂きたいと思います。それではみなさん声高々によろしくお願いい
たします。

7月結婚祝
３日
７日

川口俊樹
小塚貴之

留美（るみ） 様
亜紀（あき）様

7月誕生祝
1 0日
1 3日
1 8日
2 0日
2 4日

内海 永柱
坂口 道典
宇佐見 淳
伊藤 一城
松野 裕介

おめでとうございます

６月度第２例会ドネーション
Ｌ高山幸雄

¥30,000

一年間皆様の御協力により無事努める事が出来ました。ありがとうございます。

Ｌ村瀬太一

¥10,000

一年間幹事を務めさせて頂きましてありがとうございました。

Ｌ冨田義信

¥10,000

髙山会長一年間御苦労様でした。今期会計として若い L と共に楽しい一年を過ごさせて頂き
ました。少しコロナで例会が少なくなり残念な気持ちもあります。また、来期はゴルフ部の
幹事を仰せつかりましたので部会の皆様コンペ参加をよろしく。

Ｌ加藤建武

¥10,000

髙山会長様はじめ執行部の皆さんご苦労様でした。

Ｌ木野村好己

¥10,000

髙山会長一年間お疲れさまでした。コロナ禍の中、思い通り出来なかったと思いますが
来期も頑張ってください。

Ｌ瀧本安隆

¥10,000

本日杉本直樹 L の入会式の司会を担当させて頂きありがとうございました。これから
春日井中央 LC のメンバーとして頑張って頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

Ｌ加藤

¥10,000

杉本 L の入会をお祝いしてドンネーションします。

太

Ｌ伊藤麻美

¥10,000 髙山会長、執行部の皆様一年間お疲れさまでした。年末に頂いたプラザ利用券うれ
しかったです。

Ｌ前田 朗

¥10,000

Ｌ福岡嗣人

¥10,000 髙山会長始め執行部の皆様一年間お疲れさまでした。

Ｌ山田

¥10,000 髙山会長一年間お疲れさまでした。

実

髙山会長及び執行部の皆様お疲れさまでした。

Ｌ田中智司

¥10,000 本日は研修会があり遅れての参加となりました。1 年間ありがとうございました。

Ｌ村山和幸

¥10,000 髙山会長、執行部の皆様１年間お疲れ様です。まだまだコロナ禍の中ではありますが、
最終例会が出来てよかったですね。また、前回に続きゴルフコンペにて連続優勝をさ
せて頂きありがとうございます。

Ｌ灰﨑信吉

¥10,000

Ｌ長谷川弘尚

¥10,000 ライオンテーマーとして 1 年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

Ｌ磯村延宏

¥10,000 最終のゴルフコンペで優勝することができました。1 年間皆様ありがとうございました。

Ｌ小嶋隆司

¥10,000 1 年間ありがとうございました。

Ｌ谷内 量

¥10,000

Ｌ杉浦秀樹

¥10,000 髙山会長はじめ執行部の皆様コロナ禍の中、お疲れさまでした。私は本日を持っていったん退会
をさせて頂きます。３年６ヵ月と短い間でしたが皆様には大変お世話になりました。また、復活
できるよう今は社業に専念させて頂きたいと思います。皆様方におかれましてもくれぐれもお体
ご自愛くださいます様お願い申し上げます。

Ｌ小山貴次

¥10,000 髙山会長はじめ役員の皆様コロナで大変な情勢の中、一年間お疲れさまでした。

Ｌ前田廣宣

¥10,000 最終例会及び新しい仲間が入会されたお喜びで。

Ｌ杉本直樹

¥10,000 入会させて頂きましてありがとうございます。

Ｌ川口俊樹

¥5,000

髙山会長初め役員の皆様一年間お疲れさまでした。そした、杉本直樹 L 入会おめでとうございます。

Ｌ小塚貴之

¥5,000

髙山会長はじめ執行部の皆様御苦労様でした。

髙山会長はじめ執行部の皆様一年間お疲れさまでした。又、杉本さん入会おめでとうございます。

今期 1 年ありがとうございました。又先日宅地建物取引業者免許を頂きました。諸先輩を
見習い立派な不動産屋になりたいと思います。

新役員就任の挨拶
会長

L前田 朗

幹事

L長谷川 弘尚

春日井中央ライオンズクラブ４３代会長を仰せつかりました前田朗です。まだまだ収
束の先が見えないコロナ過ではありますが、「継往開来」 先輩方の培ってきた伝統、
文化を受け継ぎ、さらなる発展をしながら未来を開拓していく、次世代につなぐライ
オンズ活動に挑戦していきたいと考えております。今年度のスローガンは「絆と信頼・
思いやり 未来につなげ ウィーサーブ」とさせて頂きました。執行部一丸となって
邁進して参りますので、会員の皆様にはご協力ご支援を賜りますよう宜しくお願い申
し上げます。

この度、前田会長のもと幹事の大役を仰せつかり身の引き締まる思いです。絆と信頼・
思いやりをもって執行部一丸となり春日井中央ライオンズクラブの歩みを進めるべく、
皆様の温かいご支援ご協力を賜ります様、宜しくお願い致します。

会計

L宇佐見 淳

今年度、会計の大役を頂いたことに身の引き締まる気持ちと不安な気持ちです。
役割としては右も左もわかりませんが、前田会長の下サポートできるように取り組んでい
く所存です。
よろしくお願いいたします。

ライオン・テーマー

L杉山 周一

前田会長の方針のもとライオン・テーマーという大役を一年間務めさせて頂くことになり
ました。新しい立場を頂き、一つ一つ学びながら頑張っていきますので何卒宜しくお願い
致します。

テール・ツイスター

L川口 俊樹

今年度、テール・ツイスターを拝命いたしました川口俊樹です。会員の皆様と共に前田会
長をしっかりと支えて、春日井中央ライオンズクラブの活動を一緒に盛り上げて参りたい
と思っております。一年間どうぞ宜しくお願いいたします。

計画委員長

L中村 紳

今年度計画委員長を仰せつかりました中村紳です。予てから待ち望んでました役を頂き
ありがとうございます。今年度は会長方針の中にある「新たなライオンズ活動に挑戦」を
基に魅力ある運営をすすめ、
クラブの発展、会員増強に貢献できればと考えております。
まだまだ大変な時期が続きそうですが皆様のお力を借りながら活力溢れる春日井中央ラ
イオンズ
になるよう執行部一丸となって務めてまいりますので1年間よろしくお願いいたします。

マーケティング・コミュニケーション委員長

L磯村 延宏

今年度のマーケティング・コミュニケーション委員長を仰せつかりました磯村です。前田
会長の下、
しっかりと春日井中央ライオンズクラブの情報発信をしてまいります。会員の
皆さま、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

６R

LCIF・国際関係委員

L灰﨑 信吉

本年度、LCIF・国際関係委員を拝命致しました灰﨑です。
私が・・の戸惑いは大いにありますが、春日井中央ライオンズクラブの名に恥じないよう
精一杯頑張ってまいります。また再来年にはガバナー輩出クラブという重さも考えなが
ら、私に与えられた職務を全うしてまいります。
皆様のご指導ご鞭撻、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

前期役員退 任 の 挨 拶
会長

L髙山 幸雄

幹事

L村瀬 太一

無事に一年間、会長の職務を果たすことができました。これも、執行部の皆様や各委
員会の皆様に御協力して頂いたおかげと深く感謝しています。これからは、春日井中
央ライオンズクラブの発展に少しでも役に立てる様、つとめてまいります。一年間あ
りがとうございました。

一年間、メンバー皆さんにはご理解頂きまして、無事に運営ができました事を 感謝申
し上げます。例年のアクティビティができない中、やれる事を考えて運営できました。
これからも We Serve の意味を理解し、活動に励みたいと思います。改めまして、
有り難うございました。

会計

L冨田 義信

髙山会長が入会して頂いたのは私の会長の時でした。
又、指名委員長の時にL髙山を第三副会長に任命しました。
そんな経緯から会計を仰せつかりましたが今期で三回目の会計です。役員の中で一番の
年配者で少しは会長の助けになれたと思っています。今年度は、コロナ禍にて髙山会長
が思う存分実力を発揮できなかったと思いますが、一年を通して良き、楽しき日々を送れ
たと思います。髙山会長ご苦労様でした。ありがとうございました。

ライオン・テーマー

L長谷川 弘尚

本年度、髙山会長のもとライオン・テーマーを務めさせて頂き、会員の皆様には大変お世
話になりました。至らない点等、多々あったかと思いますが、良い経験をさせて頂きまし
た。心より感謝申し上げます。

テール・ツイスター

L小嶋 隆司

任期中は、
コロナ禍でクラブ活動も自粛せざる得ない状況で、例会の回数も少なくなり十
分にお役に立てず非常に残念ではありますが、皆様より多くのドネーションを頂きました
事に心より御礼申し上げます。また、入会歴の浅い私にとっては、
クラブ活動の内容や運
営を理解する良い機会となりました。ありがとうございました。

計画委員長

L田中 智司

本年度、髙山会長のもと計画委員長を務めさせて頂き、皆様には大変お世話になりまし
た。2回目の計画委員長でしたが、
コロナ禍の中いろいろと検討しなければいけない場面
があり、勉強させて頂くことができ感謝しております。一年間ありがとうございました。

マーケティング・コミュニケーション委員長

L谷内 量

昨年度１年間ありがとうございました。7役でありながら顕彰式をスポかすという大失態
をしてしましました。その節は大変失礼いたしました。初の7約という事もありライオンズ
に対して理解が深まり大変勉強になりました。
これからもライオンズを通じて奉仕活動に
邁進してまいりたいと思います。１年間ありがとうございました。

今後のスケジュール

例会プログラム
第1010回 7月度 第1例会
《日時》令和3年7月8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. バッジ及び記念品進呈

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

第 1 0 0 9 回 6月度 第 2 例 会

出席状況
報告

2 0 2 1 年 6月2 6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 %

Company Information

企業は地域に貢献し親しまれています

株式会社昌和警備保障
春日井市篠木町５ー1311ー244
TEL〈0568〉81−7330
FAX〈0568〉81−8196
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山

土地家屋調査 ・ 不動産表示登記

不動産センター春日井

田中事務所

春日井市坂下町２ー1133−１
TEL〈0568〉88−2322
FAX〈0568〉88−4558
代表取締役

代表取締役
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株式会社

幸

雄

瀧

本

安

隆

春日井市鳥居松町４−16
TEL〈0568〉82−4152
FAX〈0568〉81−6473
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中

智

司

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前田 朗
（株）
フロンティア 名古屋市中区錦3-10-14 協和錦ビル4F TEL052-961-5592
幹事
L長谷川 弘尚 長栄鉄工（株）
春日井市松河戸町6-10-1
TEL0568-81-7238
マーケティング・コミュニケーション委員長 L磯村 延宏
医療法人社団 喜峰会 東海記念病院 春日井市廻間町字大洞681-47 TEL0568-88-0568
是 非 、ご 覧ください
クラブホームページ

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

