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メンバーシップキー賞 受賞
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

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1014回 9月度 第1例会

会長挨拶 L前田 朗 ■
皆さんこんにちは、
まだまだ出口が見えず、
緊急事態宣
言も延長されるであろうコロナ渦ではありますが、
本日
も例会のご出席ありがとうございます。
また本日は、
８月
第一例会にオブザーバーで参加頂いた梶田洋一さんの
入会式もございます。
本年度２人目の入会となります。
このような大変な時期でありますが、
ご入会頂き誠
にありがとうございます。心より歓迎致します。
先日のガバナー公式訪問でも、大山ガバナーより会
員増強とＬＣＩＦの達成を掲げられておりました。
当クラブは５名の純増を考えておりますので、引き

続き会員の皆様のご紹介をお願い申し上げます。ちなみにLCIFですが、小嶋委員長の頑張りで目標の
30000ドルは達成致しました。誠にありがとうございました。
さて、
コロナ禍がつづく中、
アクティビティーの中止が相次いでおります。春日井まつり、福祉の集い、ポイ捨
て防止啓発活動の中止、
そして柏原小学校薬物乱用防止教室については、学校の方より最少人数にて開催
したいとのことで、警察と学校両者にて開催することとなりました。今月23日の献眼献腎顕彰式及び第二例
会については開催致しますが（※中止となりました）、去年と同様当クラブのみの縮小開催となります。いい
汗流そう大会や年末交通安全運動などは現在行う予定ですが、
これもまた今後の状況によって中止になるか
もしれません。
このような状況でありますが、なんとかいろいろな方法や形で奉仕する場をつくらなければと考えておりま
す。今現在、献血活動は、春日井まつりの開催日であった10月16日にフィール篠木店様で場所をお借りし、
献血を開催していけるよう加藤委員長のほうで段取りしております。
昨年、高山会長の時に行った医療従事者にパンの寄付についても、本年度も引き続き執行部にて段取りし
ております。ポイ捨て防止啓発活動なども、当クラブ主体で行うべく松野委員長、丹羽委員長に段取りをお
願いしております。薬物乱用防止教室についても形も変えて開催すべく、段取りを谷内委員長にお願いして
おります。皆様のご協力をいただいて進めてまいりますので、
よろしくお願い申し上げます。
また、本年度のメインアクテビティーとしまして、春日井市民病院へ血液における酸素飽和度を測定するパ
ルスオキシメーターの寄付を考えております。詳細は後日お知らせ致しますが、皆様のご理解、
ご協力の
程、
よろしくお願いいたします。
最後になりますが、季節の変わり目ですがまだまだ厚い日が続いております。皆さまにはご自愛頂き、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。

ライオンズローア

L伊藤一城

私は後期高齢者で８５歳になりました。今日は生きがいについて話をしてみたいと思います。85歳になり
ますと、
ゴルフの仲間も少なくなり、非常にさみしいなと思っていますがそんな中で、生きがいを持つという
のが大事な事なのだと思います。私が考える生きがいというのは年を取っても人間の価値が維持できるの
か、人の役に立てるのかということだと思っています。
このような考えの中で同じ社会を生きようすると、健
康には留意しないといけないし、意欲も持っていないといけないと思います。それを維持するためには生
きがいを見つけることです。今の私の生きがいは以前にお話しさせていただいたフライトシュミレーターで
す。技術の進歩は凄まじく、最近新しく発売されたフライトシュミレーターは更にリアリティーがあり、世界
の飛行場がグーグルアースでみるような地球の世界を体験できます。ただ、美しい映像を映すために、
もの
すごい能力のPCが必要になるため、
こちらも自作でマザーボード、
CPUの取替を行いました。
これから楽しみた
いなと思っているところです。
仲間が少なくなっても一人でもできる趣味での生きがいを見つけることは長い意
味で大切になってくると思います。
若い皆さんも生きがいをできるだけ継続できるように頑張ってください。
それでは、春日井中央ライオンズクラブの益々の発展と皆さま方がコロナに打ち勝っていただくように祈願
してローア一斉いたしたいと思います。
ウォー。

会員スピーチ

L松野裕介

昨年の６月にL宇佐見の紹介で春日井中央ライオン
ズクラブに入会させていただきました。今期は社会
福祉委員長という役をいただいています。
コロナの
影響であまり活動ができない状況ですが、今できる
ことを相談しながらやっていきたいと思っています。
私の会社は(有)にこにこ造園と言いまして、平成８年
に父親が設立したと同時に私も入社しました。本社
は名古屋市守山区、春日井市の坂下に営業所があり
ます。業務内容は造園工事業と緑地管理、
その他、に
こにこ牧場、にこにこ警備を行っており、関連会社と
しては農業法人白鳥ファーム、有限会社三国ウエスト農場、
モンゴルでイズミガーデン LLC を行っています。
私は昭和50年、兵庫県北条市で生まれました。4人兄弟の次男でありますが、両親は学生運動世代という事
から仲間たちとヤマギシ会に入会し、
その中で生まれ、育ちました。子供のころの夢はヤマギシから出る事
で、中学3年生の時にヤマギシ会から両親とともに脱退、愛知県瀬戸市品野町に引っ越しました。兄弟２人
がヤマギシに残っていたことで仕送りに14万円かかり、親からお前のせいでヤマギシを出たんだから半分
持てと言われ、毎月7万円を家にいれてました。朝、新聞配達をして瀬戸物工場で働きながら中学卒業を待
ちました。中学卒業とともに一人暮らしを始め、定時制高校に行きながら建設会社に勤めました。平成8年
に父親と一緒に仕事を始めましたが、私が27歳の時に父親から一人でやれと言われ、現在は私がにこにこ
造園の代表をやっています。
私はアニマル除草というものを７年ぐらい行っています。現在の造園業というのは、緑地管理、草刈り業務
が大半を占めており、
これをヤギや羊にやってもらうことで、今まで廃棄されていた草が彼らの血となり肉
となって、環境に優しく、なおかつ春日井市の草刈り業務は高齢者団体さんが受注していますが、真夏の過
酷な草刈りを年配の方々にやっていただくのではなく、
ヤギ、羊の見守りをやっていただくことで、高齢の方
に優しい街になれると思っています。
また、動物には癒し効果もあります。年配者が癒されながら、収入を得
れるような仕組みを目指しています。
もう一つの事業として、岐阜県郡上市のひるがの高原に、
ミニモンゴルキャンプ場をつくりました。私の妻は
内モンゴル出身でありますが、中国の同化政策にモンゴル人としての反対活動を行っています。妻の両親
は故郷で暮らしていますが、モンゴル人の未来のために故郷に帰れない覚悟で反中共活動をしています。
ひるがの高原にモンゴルゲルのキャンプ場をつくったのも故郷に帰れない日本にいるモンゴルの方々、奥
さんのルーツであるモンゴルの文化を少しでも知っていただくためです。
私は国の未来である子供たち、国を作ってくれた功労者である年配者の為になることが国の未来に繋がる
と思っています。今後も自分自身出来ることを少しずつ行っていきたいと思います。
ありがとうございました。

入会式
株式会社ケイズイール

代表取締役 梶田 洋一（かじた よういち）
スポンサー

L 木野村 好己

L梶田洋一

9月 誕生祝

9月 結婚祝
20日

安藤 英樹

奈津子様

15日
16日
23日

小松 隆義
小池 元裕
小山 貴次

おめでとうございます

10月 結婚祝
４日
７日
８日
11日
1 3日
1 6日
1 7日
2 0日
2 2日
26日
31日
31日

高山 幸雄
北川 昇二
冨田 義信
吉田 智雄
西田 昭夫
杉田 貴信
松野 裕介
前田 廣宣
加藤 太
長谷川 弘尚
宮道 佳男
初﨑 洋樹

10月 誕生祝

順子様
智子様
みゆき様
美貴子様
佳子様
さきみ 様
サラ様
くみ子様
まゆみ様
理絵様
明子様
ちあき様

1 1日
2 7日
3 0日

おめでとうございます

メンバーシップキー賞
メンバーシップキー賞（会員増強）
宇佐見
村山

淳

和幸

会員キー賞は新会員を獲得した個々のライオン

ズ会員に贈られます。最初の会員キー賞は 2 人
の新会員獲得に対して贈られ、最大 17 種類の

キー賞を受賞することができます。各キー賞は、
ライオンがスポンサーした新会員の数によって
決まります。

杉本 直樹
小塚 貴之
小嶋 隆司

9月度 第1 例会

ドネーション

Ｌ前田 朗

¥20,000

本日も皆様ご出席ありがとうございます。また、梶田 L ご入会頂きありがとうございます。

Ｌ伊藤一城

¥10,000

ライオンズローアをさせて頂きますのでよろしくお願い致します。

Ｌ木野村好己

¥10,000 梶田洋一さんのスポンサーが出来た喜びで。皆様のご指導をお願い申し上げます。

Ｌ西田昭夫

¥10,000

久々に出席させて頂き皆様の元気な顔を見て元気を頂きました。

Ｌ山田

¥10,000

梶田洋一 L が入会されたお喜びで。

実

Ｌ初崎洋樹

¥10,000 本日は梶田洋一さんご入会おめでとうございます。共に春日井市の為に貢献していきましょう。

Ｌ梶田洋一

¥10,000 入会させて頂いたお喜びで。

Ｌ小池元裕

¥5,000 久しぶりに例会に出席できたお喜びで。

9月度定例理事会 議事録
《日時》2021年9月1日〜3日
《場所》書面にて（メールおよびＦＡＸ）
１．ボーイスカウト育成金について
春日井第４・８団

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杉山 周一

各１０万円 承認

２．頒布品欠品の購入について （欠品の為）
・キャップ（クラブ名刺繍含む） ￥３６３０ × １０個 ＝
・ジャンバー
￥１５０００ × １０着 ＝
・エンブレム（ジャンバー貼付用）￥７１５０ × １０個 ＝

３６,３００
１５０,０００
７１,５００
￥２５７,８００

承認

9月度臨時理事会 議事録
《日時》2021年9月21日〜27日
《場所》書面にて（メールおよびＦＡＸ）

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田中 智司

１．献血活動について
１０月１６日（土） フィール春日井店 （春日井市篠木町8丁目4-58）
承認
Ａｍ９：３０〜Ｐｍ４：００
献血者 粗品
＠５００円×５０個
２５，０００円
弁当・お茶代
＠７００円×４０個
２８，０００円
スーパーボール代
５，０００円
合 計
５８，０００円
２．今期アクティビティーについて 昨年からの継続
ワーカー鷹来・なかぎりワークスにパンを発注し市内病院に寄付をする
パン １５０円位×４００個＝６０,０００ →春日井市民病院10月
パン １５０円位×３５０個＝５２,５００ →東海記念病院 11月
１１２,５００円
予備費
７,５００円
予 算 １２０,０００円
3．メインアクトについて
パルスオキシメーターを市民病院に寄贈（10月）
パルスオキシメーター
１７，０００円×４０個＝６８０,０００円

承認

承認

4．その他 （お知らせ）
・ホテルプラザ勝川の昨年配布した利用券の買い取りについて
昨年配布した利用券が未使用のまま期限になり無駄にしないように、
一部ドネーションとして買い取り例会の支払い等に使用し有効利用したいので
会員に案内をします。
２万円×８０％＝１６０００円 クラブで買い取る。
×２０％＝ ４０００円 ドネーションとする。
【交換期限】 １０月２８日(木)第二例会迄
【交換場所】 事務局または例会

今後のスケジュール

例会プログラム
第1015回 10月度 第1例会
《日時》令和3年10月14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・地区スローガン唱和
５．会長挨拶

６. 誕生日、結婚記念日のお祝い
７. 食事タイム

８. 会員スピーチ
９． 幹事報告

10． テールツイスターの時間
11． 出席状況報告

12．ライオンズローア
13． 閉会のゴング

第 1 0 1 4 回 9月度 第 1 例 会

出席状況
報告

2 0 2 1 年 9月9日（ 木 ）

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

Company Information

企業は地域に貢献し親しまれています

ヒカリカンパニー株式会社
名古屋市北区六が池町484
TEL〈052〉508-5773
FAX〈052〉508-5774
代表取締役

前

■
■
■
■
■

田 廣

宣

有限会社にこにこ造園
名古屋市守山区中志段味字西山島
1836-3
TEL〈052〉737-0028
FAX〈052〉737-0128
代表取締役

松

野

裕

介

有限会社 真栄建設
春日井市熊野町3133-4
TEL〈0568〉87−6789
FAX〈0568〉87−6760
社

長

水

谷

隆

之

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

