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第1011回 7月度 第２例会

新会長
国際会長テーマ

「ウィ・サーブ」

334−A地区スローガン

「受け継ぐ奉仕

会長スローガン

L前田 朗

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7月度第１例会

会長挨拶 L前田 朗 ■
皆さんこんにちは、今期春日井中央ライオンズク
ラブ第４３代会長の大役を務めます前田です。
よろ
しくお願いいたします。
入会から14年と半年

そして山田実Ｌの幹事を引

き受け、同時に木野村Ｌと瀧本Ｌにある忘年会の
席で第三副会長も引き受けることになってからあっ
という間に３年がたちました。今日この場に立たせ
て頂いておりますが、あらためてその責任の重さに
身の引き締まる思いです。
「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、
そして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。

コロナ過の中、
ライオンズ活動に支障をきたすことがまだ考えられますが、会員同士の交流の場をいろい
ろな形で増やすことで、絆と信頼が深まりお互いを思いやれる関係になれると考えております。
次に活動方針ですが、
まず第一に新たな仲間づくり
（会員増強）をします。
今年度大山ガバナーは純増500名を掲げております。334Ａ地区は110のクラブがございますので、我が
春日井中央ライオンズクラブにおいても5名程の純増を目標とします。友人、知人、他の異業種交流会な
でへの働きかけをしながら、例会へのオブザーバー参加を促しライオンズ活動を体験していただくこと
で、入会につなげたいと考えております。
ちなみに本日は、前回オブザーバーにて例会参加された初崎さんの入会式もございます。会員の皆様、
ど
しどし例会にオブザーバーを連れてきていただきますようお願い申し上げます。
次に、会員相互の親睦を深めます。老壮青の垣根を越えて例会・事業以外でのレクリエーションなど
交流の場の設定を考えております。次に、魅力ある例会づくりを企画運営します。本日もそうですが、例会
時の席次などもいろいろ考えてまいります。
また今年度後期においては第二例会を夜例会とし、６事業委
員会主体による例会運営なども行う予定です。
次に、次世代につながる奉仕活動を行います。
これは既存アクティビティーの継続にあたって、運営方
法、開催方法の見直しなどをしていこうと考えております。先ほど冒頭に申しました「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スタートの期とします。
以上を基本に、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、
また
多数のご出席を賜りますよう宜しくお願い申し上げまて、私の会長就任の挨拶とさせていただきます。

入会式

L初﨑洋樹

特定非営利活動法人 こより 理事長 初﨑 洋樹（はつざき ひろき)
スポンサー L木野村 好己

入会式

L初﨑洋樹

会員スピーチ

L木野村好己
コロナショックは一般的にみなさん聞いたことはあ
ると思いますが、今日はウッドショックという事につ
いて少しお話させていただきたいと思います。私
は、現在一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会
東海支部の支部長を10年ぐらい務めております。私
どもの会社もカナダからの木材を40年ほど前から
輸入しておりますが、
このように木材が急激に上が
るということは初めての経験であります。
この東海
支部というのは愛知、岐阜、三重、静岡の４県下で
の支部でありますが、その中での情報について話を

させていただきます。
前年度の日本の新設住宅着工数は81万2千戸でありました。持家が7.1％減、貸家が9.4％減、分譲住宅が
7.9％減という事で、現在、
日本国内では住宅については非常に苦しい時期にきているのが実情でありま
す。カナダ産のSPF（ Jグレード）の価格高騰について、Jグレードとは日本でいうところのJASのようなもの
でありますが、品質の厳しい規格となっております。昨年は600〜700ドルだったのですが、現在は1,000
ドル、6月積みについては1,500ドル〜1,600ドル、第3四半期は1,800ドル台になるかと予想されています。
では、なぜこのように価格が上がったのかという事ですが、一つは木材需要が世界的に旺盛であるという
事があげられます。住宅ローン金利の低下により米国の住宅着工・リフォームが堅調ということでありま
す。アメリカの住宅ローン金利は3%程度でありますが、アメリカの中では低いという事で住宅着工等が
堅調となっています。また、中国とオーストラリアの仲が悪くなり、中国がオーストラリアからの丸太の輸
入を禁止している事や巣ごもりなどで家具の生産、木製品の需要が増加していることがあげられます。二
つ目はカナダ産材の供給量の減少があげられます。パインビートル（松くい虫）等の影響でカナダの製材
生産量が減少しております。三つ目は深刻なコンテナ不足です。コンテナ船の需要が旺盛でレートが２
〜３倍になっているため日本に入るコンテナ船が不足している状況となっています。
今後の見通しとしては、
アメリカの住宅着工は維持される見通しであること、
日本と北米、世界市場との価
格差が大きいことなど、今後も買い負けは続くと思われます。
このことから、国交省より北米における住宅着工数の増加、中国の木材需要増大、世界的なコンテナ不足
による輸送コストの増大等の影響により輸入木材については不足感が広がり価格が上昇している事情を
できる限り早くお客様に周知し、
トラブルがないよう努めてほしいとの文章も出ております。ただ、
ウッド
ショックというのは後半年もすれば落ち着いてくるというのが私の見方であります。少しは参考になりま
したでしょうか、本日はありがとうございました。

入会式 L初﨑洋樹
前期役員の皆さま１年間お疲れさまでした
会長
幹事
会計

L高山幸雄
L村瀬太一
L冨田義信

7月６日

春日井市長

表敬訪問

春日井警察署長

中日新聞春日井支局

7月度第1例会

ドネーション

Ｌ前田 朗

¥30,000

第４３代会長を務めさせて頂きます。執行部一丸となって突き進んで参りますので１年間宜しく
お願い致します。また、本日初﨑L 入会おめでとうございます。

Ｌ長谷川弘尚

¥20,000

本年度、幹事として一年間お世話になります。皆様の温かいご協力を宜しくお願い致します。

Ｌ宇佐見淳

¥10,000

今期、前田会長をサポート出来る様に頑張ります。

Ｌ伊藤一城

¥10,000

誕生日のお祝いありがとうございました。

Ｌ谷井外二

¥10,000

L 前田新会長、L 長谷川新幹事を始め新役員の各 L の皆さんコロナ禍の社会経済ですが
どうぞ無理をしないで出来る限りの範囲で楽しみながらの一年を期待しております。ロアー
のご指名ありがとうございました。

Ｌ木野村好己

¥10,000 前田会長の第一例会に初﨑洋樹様をスポンサー出来たお喜びで。

Ｌ加藤

¥10,000 会長前田朗 L はじめ執行部の皆さんの門出を祝いそして、新入会員初﨑洋樹 L の入会を
祝いドネーションします。

太

Ｌ伊藤麻美

¥10,000 前田朗会長はじめ執行部の皆様いよいよですネ！！一年間よろしくお願い致します。

Ｌ福岡嗣人

¥10,000 前田会長、執行部の皆さん 1 年間よろしくお願いします。

Ｌ山田

¥10,000 前田会長、一年間楽しいクラブ運営宜しくお願い致します。また、初﨑L 入会おめでとう
ございます。

実

Ｌ田中智司

¥10,000 前田 L はじめ新執行部の皆様の前途を祝して。

Ｌ村山和幸

¥10,000 前田新会長、執行部の皆さん１年間よろしくお願い致します。

Ｌ髙山幸雄

¥10,000

Ｌ灰﨑信吉

¥10,000 前田会長と執行部の皆様のご活躍を祈念して。

Ｌ内海永柱

¥10,000 前田会長始め執行部の皆様一年間よろしくお願いします。又、本日誕生日をお祝いして頂き
ありがとうございます。

Ｌ磯村延宏

¥10,000 髙山前会長、お疲れ様でした。前田新会長、宜しくお願い致します。

Ｌ中村 紳

¥10,000

Ｌ小嶋隆司

¥10,000 前田会長、執行部の皆様、まだまだコロナが落ち着かない状況ですが、
１年間よろしくお願いします！！

Ｌ谷内

¥10,000 前田会長はじめ執行部の皆様、本年度 1 年宜しくお願い致します。又、初﨑さんご入会
おめでとうございます。

量

前田会長、執行部の舟出を祝して。

初司会でした。皆さんどうでしたか？１年間よろしくお願いします。

Ｌ松野裕介

¥10,000 先日の父の葬儀のお礼と誕生日のお礼と、前田新会長おめでとうございます。宜しく
お願いします。

Ｌ初﨑洋樹

¥10,000 名誉ある春日井中央ライオンズクラブに入会させて頂いたお喜びで。

Ｌ川口俊樹

¥10,000

LCIF

前田会長、一年間宜しくお願いします。又、結婚記念日の祝いありがとうございました。
そして初﨑L の入会のお喜びで。

L灰崎信吉

ライオンズクラブ国際協会 ３３４―A
LCIF・国際関係委員 嘱託状

ゴルフ部会長杯贈呈

６R

【今後の予定】
9月29日
（水）
春日井4クラブゴルフコンペ（オールドレイクGC）

ライオンズローア

L谷井外二

「役は人を作る」

皆さんこんにちは。初めての今年度の例会、粛々と順調に進行しております。この７月の声を聞き、当クラ
ブも前田新会長、そして新幹事の長谷川 L、そして新役員の皆さまが満を持してこの年度を迎え、スタート

が切られております。やはり役員は１年という事です。１年だけなら一生懸命頑張れるという事では、いろ
んな諸団体も１年任期が多いと思いますけども、やはり何といっても今日を迎えておられるように、新役員
というのは何となく新鮮味があり、更に初々しさも含めて、少しばかりの緊張感もあり、そしてちょっぴり
贅沢を言えば、期待感を持ち合わせているという事で毎年のことながら、新役員の魅力に魅されているとい
う気持ちであります。

昔からよく言われる「役は人を作る」という言葉、皆さん、たぶんご存知かと思います。新役員を中心に１
年間、まずはともあれ、このライオンズクラブというのは異業種の団体でございます。非常に歴々とした会
長もしくは管理職の方ばかりでございますので、教材の材料はごまんとあるわけであります。どうぞこの異
業種交流の中でのコミュニケーションそしてその中でも熱い友情のもとで一生懸命、精進、努力、そして自
己研鑚をされると人生の大きな宝物、財産になるのではないかなというふうに思います。新役員の皆さん、
どうぞ思い切り羽ばたいて、このコロナ禍ではございますけども、できる限りという条件付きでご奉仕いた
だければ結構かなと思います。コロナ禍の中で一年、力いっぱい一つ人間力というのを身につけていただけ
れば生涯の大きな財産になり、思い出となるライオンズという人生があるかと思いますので、期待をいたし
ております。それではローアという事でございますが、今期すべての会員をはじめ、新役員がどうか素晴ら
しい充実した意義のある一年になりますこと心から記念を申し上げて最初の例会でございますので三声ロー
アでご協力をいただけるとありがたいと思います。それでは参ります。
ウォー、ウォー、ウォー、ご協力ありがとうございました。

7月誕生日お祝い
10日
18日
20日
24日

7月ご結婚お祝い
３日

内海 永柱
宇佐見 淳
伊藤 一城
松野 裕介

川口俊樹

留美（るみ）様

おめでとうございます

７月度定例理事会
《日時》2021年7月8日（木）14：00〜
《場所》ホテルプラザ勝川

次期会長
Ｌ前田 朗
次期幹事
Ｌ長谷川 弘尚
議事録作成者 Ｌ宇佐見 淳
議事録署名者 Ｌ杤本 雅尚
議事録署名者 Ｌ磯村 延宏

１．第３６回 献眼・献腎・顕彰式典について
９月２３日（木）午前１０時から 予算

２００，０００円

承認

２．６Ｒ・２Ｚ・ＺＣ拠出金について
７／１現在の会員数５２名×＠１，０００円＝５２，０００円 承認

3P

３．国際平和ポスター参加賞について
３０，０００円（＠500円 図書券×60名） 承認
４．事務局夏期休暇について （報告）
８月１１日〜１５日（土日祝を含めて）
５．その他 （報告）
・薬物乱用防止教室は今期中止
・アジアフォーラムは現在未定

ある場合は、有志で行く予定

今後のスケジュール

例会プログラム
第1011回 7月度 第2例会
《日時》令和3年7月24日（土）17：00〜
《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ヒム斉唱

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. 幹事報告
７.

テールツイスターの時間

８. 出席状況報告

９．ライオンズロ−ア
10． 閉会のゴング
夏期家族会

第 1 0 1 0 回 7月度 第 1 例 会

出席状況
報告

2 0 2 1 年 7月8日（ 木 ）

〈 会員総 数 〉5 3 名 〈 出 席 者 数 〉3 2 名
〈 欠 席 者 数 〉2 1 名 〈 例 会 出 席 率 〉6 0 . 3 7 %

Company Information

企業は地域に貢献し親しまれています
色彩やかに情報を贈ります
総合印刷

春日井印刷(株)
春日井市篠木町５−1313（篠木小学校前）
TEL〈0568〉81−3183
FAX〈0568〉81−8822
E-mail:info@kasugaiinsatu.com
顧問

谷

■
■
■
■
■

井

外

二

株式会社ウインマネジメント
春日井市白山町2-15-18
TEL〈090〉3937−5518
FAX〈052〉308−4469

内

グレースホーム株式会社
名古屋市守山区新守山3503番地
TEL〈052〉758−1510
FAX〈052〉795−5119
代表取締役

代表取締役

谷

戸建・マンション分譲・ホテル運営

量

杤

本 雅

尚

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

