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334－A地区スローガン

国際会長テーマ

会長スローガン

「受け継ぐ奉仕　未来へつなげ We  Serve！」
「ウィ・サーブ」

「絆と信頼・思いやり  未来につなげ　ウィ・サーブ」

第1013回 ガバナー公式訪問並びに6R･2Z合同例会

ライオン歴　 アワード　

L 大山 恭範　（おおやま やすのり）

所属クラブ : 3R1Z　一宮ライオンズクラブ
生年月日 ： 1960年（昭和35年）７月22日
現職　 ：  有限会社ＫＡＮ 代表取締役

歓迎　ガバナー公式訪問

　2001年　           入会
　2012～13年度　   会長
　2016～17年度　   会計
　2017～18年度　   ３Ｒ１Ｚゾーン・チェアパーソン
　2019～20年度　  ３３４－Ａ地区第２副地区ガバナー
　2020～21年度　  ３３４－Ａ地区第１副地区ガバナー

　2017年度国際会長感謝状
　メルビン・ジョーンズ・フェロー15回



ライオンズローア　L杤本雅尚

■ 第1012回 8月度 第1例会 会長挨拶 L前田 朗 ■
皆さんこんにちは、本日も例会出席ありがとうござい
ます。また７月24日の夏期家族会の参加もありがと
うございました。コロナ渦ではありましたがマジック
あり歌ありバルーンありと久しぶりに会員の皆様、ラ
イオンレディーの皆様、そしてご家族の皆様と楽しい
思い出つくりができましたこと感謝申し上げます。
本日は、334A地区６R2ZZC L中島達夫、
春日井LC会長  L吉見正彦　幹事  L林和義
春日井けやきLC　会長  L橋口瞬一　幹事  L林新吉

会計L  岡本康嗣 に例会訪問頂き誠にありがとうございます。後ほどZCより今期の方針等のご講和春日井
LC会長  春日井けやしLC会長からもご講和頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。
皆様ご存じの通り明日8月6日は広島に原爆投下されてから76年目の「広島原爆の日」であります。くしく
も平和の祭典であるオリンピックもこの日本で開催中であります。ニュースなどでは広島市からの黙とう
の呼びかけにIOCは五輪開催期間中の「広島原爆の日」の8月6日に、選手や大会関係者に黙とうを呼び
掛けるなどの対応をしない方針を伝えたということでした。いろいろ賛否あると思いますが、亡くなった
方々を追悼するという思いからすれば私個人的には「平和の祭典」なのに？？？少し残念な気持ちです。
話は変わりますが、今期より活動方針にあります魅力ある例会つくりの企画運営の一環として席次をいろ
いろ考えています。本日は誕生日結婚祝いのライオンは同じテーブルとなっております。
老壮青の垣根なく共通の話題で食事しながら親睦を深めて頂ければと思っております。私含め7役も席次
は固まらず毎例会ランダムに座り皆様と親睦を深めたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
また、本日は、オブザーバーの方にもご参加頂いております。梶田洋一さんです。ご参加ありがとうござい
ます。どうぞライオンズ活動の一端でありますこの例会を体験頂き、ご入会して頂けることを楽しみにして
おります。よろしくお願いいたします。
最後になりますが、厚い夏の日が続いております。皆さまにはご自愛頂き、この夏を元気に過ごされます
ことを祈念いたしまして会長挨拶とさせて頂きます。

前田会長が　会長挨拶時　お話しされましたが、
本日の例会が終わると　明日、8月6日　第76回目
の広島平和記念式典があり、週末オリンピックが終
わるといよいよお盆となります。ここにいる皆さま、
ご先祖様に感謝をして、早く普通の日常になるよう
お祈りしましょう。
さて、本日　中島ZCが、私の使命はガバナーのやり
たいことをしっかり伝えることとお話しされました。
そして檀上でガバナーの目標等力強いメッセージ

を頂きました。
私たち春日井中央ライオンズクラブは、前田会長を中心としてクラブごとに与えられた目標を必ず達成し
ます。この1年　クラブ目標を必ず達成することを祈願してローア一斉お願いします。　ウオー。



三役 春日井けやきLC 表敬訪問

334-A地区　6R･2Z･ZC訪問

L 中島　達夫　（なかしま　たつお）

所属クラブ : 6R2Z　瀬戸 LC
生年月日 ：  1948年8月24日
現職  ：  株式会社瀬戸豊栄家電

ライオン歴　

　2010～2011    幹事

　2015～2016    会長

　2018～2019    会計

　2020～2021    幹事

春日井LC様・春日井けやきLC様　訪問

春日井 LC会長　  L𠮷見正彦 春日井けやき LC会長　L橋口瞬一



８月誕生祝

春日井中央LC ゴルフ部会

期日　令和 3年 7月 27 日（火）
場所　オールドレイクゴルフ倶楽部

　　　　   【優勝】　L安藤英樹

会長杯

 ４日　磯村  延宏
13日　吉田  智雄
14日　稲垣  勝弘
20日　川口  俊樹
24日　瀧本  安隆
24日　清水  義博
30日　野田  均　

おめでとうございます



6R2Z ZC   中島達夫              （多額のドネーションを頂きました）

春日井ライオンズクラブ    （多額のドネーションを頂きました）

春日井けやきライオンズクラブ      （多額のドネーションを頂きました）

Ｌ前田　朗           ¥20,000      ZC 中島達夫 L、春日井 LC吉見会長、林幹事、春日井けやき LC　橋口会長、林幹事、
                                                        岡本会計、例会訪問ありがとうございます。

Ｌ山田　実            ¥10,000      本日は ZC中島 Lを始め春日井 LC3役の皆様、そして春日井けやき LCより親愛なる
                                                        会長橋口 L、林 L、岡本 Lをお迎え出来たお喜びで。

Ｌ杤本雅尚          ¥10,000    暑中お見舞い申し上げます。本日ローアのご指名を頂いたお喜びで。
Ｌ吉田智雄         ¥10,000    お誕生日をお祝いして頂いきありがとうございます。

Ｌ野田　均          ¥10,000    62 回目の誕生日を迎えるにあたりお祝いをして頂きありがとうございます。
                                           これからも健康で過ごして行きたいです。

Ｌ長谷川弘尚     ¥10,000   中島ZC、春日井LC、春日井けやきLCご来賓をお迎えして誠にありがとうございます、

Ｌ磯村延宏          ¥10,000    誕生日祝いありがとうございます。

Ｌ安藤英樹          ¥10,000    今期、第一回前田会長杯ゴルフコンペで優勝してしまいました。ありがとうございます。
Ｌ初崎洋樹          ¥10,000   先日の家族会、子供達が大変喜んでおり、特に長男がマジックで舞台に立たせて頂き非常に貴重
                                                                                         な体験が出来ましたお喜びに。

Ｌ清水義博            ¥5,000    お誕生日をお祝い頂きありがとうございました。

Ｌ川口俊樹          ¥10,000    誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。

8月度 第1例会　ドネーション

3P

8月度定例理事会 議事録

会長　　 Ｌ前田　朗
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中村  紳

《日時》 2021年8月5日（木）14：00～
《場所》 ホテルプラザ勝川

１．夏期家族会会計報告について
　　　　　　　　

２．新入会員入会について　　　　　　　　　　
　　　                  梶田　洋一（かじた　よういち）

３．第４５回　春日井祭り協賛金について　　　                               協賛金 １００，０００円

 
４．アイバンク賛助金について（報告事項）
　　　　　　      特別賛助会費 ３０，０００円

５．静岡県熱海市における土砂災害被災者支援金について　　　　　　　　

６．あいち骨髄バンクを支援する会　寄付のお願いについて　　
                               （認定特定非営利活動法人 あいち骨髄バンクを支援する会

７．名古屋小児がん基金について　　　
　　　　　          （一般社団法人 名古屋小児がん基金）

８．その他（報告事項）
　　　　　　　 ・  地区・複合地区会費の支払い　
　　　　　          ・ 11月13日福祉のつどい　献血活動はなし

承認

承認

否決

否決

否決

承認



Company  Information
企業は地域に貢献し親しまれています

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1012回  8月度  第1例会     2021年8月5日（木）
   〈会員総数〉53名    〈出席者数〉31名
   〈欠席者数〉22名　 〈例会出席率〉58.49%

出席状況
報告

出席状況報告

第1013回 8月度 第2例会
（ガバナー公式訪問並びに６Ｒ・２Ｚ合同例会） 
《日時》 令和3年8月19日（木）14：00～
《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・地区スローガン唱和
５．  物故ライオンに黙祷
６. 　地区ガバナー並びに訪問役員紹介
７.     参加クラブ紹介
８. 　歓迎のことば
９．   地区ガバナー経歴紹介
10．   地区ガバナー挨拶
11．   ガバナー公式訪問質問書回答提出
12．  また会う日まで斉唱
13．   ライオンズローア
14．   閉会のゴング

例会プログラム

L磯村　延宏

■ 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

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

春日井市勝川町５ー７
TEL〈0568〉32－7300
FAX〈0568〉32－7315

　代表取締役

　丹　羽　洋　士

ニ ワ 株式会社

春日井市梅ケ坪町90－１
TEL〈0568〉81－7591
FAX〈0568〉81－7524

　代表取締役

　野　田　　　均

株式会社 イサム設計

春日井市松河戸町4133－２
TEL〈0568〉29－7788
FAX〈0568〉29－7789

　代表取締役

　灰 﨑 信 吉

株式会社 丸  信


