
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

と き 平成29年9月27日（水）12：15 

ところ  一宮商工会議所 3F 

例会担当 PR・ライオンズ情報・IT委員会 

 

お客様のご入場  

開会のゴング  

国旗に礼  

国歌「君が代」斉唱  

「ライオンズ・ヒム」斉唱  

「ライオンズの誓い」唱和  

「クラブスローガン」唱和  

お客様のご紹介  

会長挨拶  

終身会員証の伝達  

各委員会報告  

幹事報告  

目録贈呈  

お客様のご挨拶  

アテンダンス報告  

テールツイスター報告  

「また会う日まで」斉唱  

ライオンズローア  

閉会のゴング  

お客様のご退場  

 

次の理事会（第7回） 

と  き  平成29年10月11日(水) 11：00 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 

 

次の例会（第1464回） 

と  き  平成29年10月11日(水)12：15 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピーカーのご紹介 

 一宮市長 

中
なか

野
 の

正
まさ

康
やす

様 
 

◎テーマ 

「市政あれこれ」 
 

◎プロフィール 

昭和42年１月生まれ 

平成 2年3月 東京大学法学部卒業 

平成 2年4月  郵政省(現・総務省)入省 

平成 8年7月 新潟県村上郵便局長 

平成14年5月 EU(欧州連合)外交官 

平成20年4月 早稲田大学非常勤講師 

平成21年7月 総務省情報セキュリティ対策 

室長 

平成23年7月  (株)博報堂出向 

平成27年2月 一宮市長（現在1期目） 

 

◎終身会員 

L則竹正孝（1997年2月入会 在籍20年） 

L奥村一彦（1997年5月入会 在籍20年） 
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第 5 回理事会報告 

と き 平成29年9月13日(水)11：00 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 

出席者 

L伊藤 L野村 L五藤 L佐藤(彰) L立川 

L野嵜 L杉山 L川合 L佐藤(正) L中沢 

L大山 L坂本 L青山 L石黒 L山中 

L松山 L田中(秀) L中川 L小川 L髙橋 

L御子柴 L吉田(憲) L浅野   

議題 

１．3R第1回LQ・薬物乱用防止・レオ委員長会（8/22）

報告 

LQ・薬物乱用防止・レオ委員長L御子柴孝明より 

 ①薬物乱用防止キャンペーン（奉仕デー）について 

  10/6 5校の中学校にてリーフレットを配布。 

 ②薬物乱用防止教育講師認定講座について 

  L八木丈之、L久保辰也、L和田 剛の3名が受講。 

 

２．献血奉仕（8/23）決算報告 

  四献推進・アイヘルス・聴覚委員長L浅野俊幸より 

  献血の決算書が提出され承認された。 

 

３．3R第1回YCE委員長会（8/25）報告 

LCIF・国際関係・YCE委員長L吉田憲司より 

①派遣生は派遣後3年間YCEFに所属する。 

②派遣・受入について 

冬期受入 スロベニアより1名 津島LC 

冬期派遣 一宮中LCより1名 

 

４．稲沢 LC「セントラル愛知交響楽団ふれあいコンサー

ト」（8/26）報告 

会長L伊藤裕彦より 

稲沢LC55周年記念事業として名古屋文理大学文化

フォーラムにて開催された。 

 

５．3R第１回家族及び女性チーム（FWT）委員長会（8/28）

報告 

家族及び女性チーム(FWT)委員長L杉山幸紀夫より 

フードドライブ・子供食堂の説明がなされた。 

 

６．市制施行 96周年記念式典（9/1）報告 

会長L伊藤裕彦より 

功労者の表彰が行われ、当クラブ員のL加藤良克が

産業功労賞を受賞された。 

 

７．ボブ・コーリューLCIF理事長公式訪問（9/6）報告 

ZC L大山恭範より 

名古屋マリオットアソシアホテルにて行われ、L 青

山吉光が表彰された。 

 

 

８．青少年教育委員会（9/13）報告 

青少年教育委員長L髙橋 敬より 

①一宮ティーボール大会（9/16）について 

 と き 9月16日(土) 9：00 

ところ 平島公園野球場 

本日案内配布。集合 8：30 

②ともいきまつり（10/28）について 

 例年焼きそばを行っているが、今年はフランクフル

トを予定。 

③一宮市オールスター選抜学童野球祭（11/18）について 

  優勝メダルを決定した。 

 

９．その他  

①第56回東洋・東南アジアフォーラムについて 

と き 2017年11月17日～11月20日 

ところ 台湾（高雄アリーナ） 

ZC L大山恭範が参加。クラブ内規により 10万円

の拠出が承認された。 

②クラブ講師養成講座受講者選出について 

 一宮サウスLC、稲沢LCより選出される。 

③地区糖尿病予防セミナーについて 

4～5名の出席をお願いする。 

④九州北部豪雨災害義援金について 

10万円の拠出が承認された。 

⑤女性会員スカーフ導入について 

導入が承認され、入会式の時に配布。 

 ⑥時刻/温度表示機について 

  9/27 例会後、除幕式を行う。 

 

  

第1462回例会アテンダンス報告 

 

会員数 182名   家 族 会 員  82名 

例会出席対象会員数  100名 

出席者 58名 (メーク・アップ  0名) 

出席率 58％ 
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第 1462 回例会報告  

と き 平成29年9月13日(水)12：15 

ところ ザ・グランドティアラ一宮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スピーカー アン歯科院長 安藤裕章様 

晴天の中、ザ・グランドティアラ一宮に於いて例会が

行われました。 

伊藤会長よりガバナー公式

訪問合同例会、献血奉仕例会

に会員の皆さんへ協力のお礼

などの挨拶の後、L 青山、L

大山、L伊藤の3人がメルビ

ン・ジョーンズ・

フェローに献金さ

れ、L 春日井、L

宮田の2名へ100

周年記念会員増強

賞の伝達が行われ

ました。 

今年のスローガ

ン身体の健康につ

いて、アン歯科院長安藤裕章様をお迎えして「歯周病菌

と全身との関係」の講演をいただきました。 

歯茎は子どもの時には歯肉炎に、大人は歯周病になる。

歯周病菌は歯茎の中に棲みつき奥から攻撃してくるので

治りにくく、悪化すると全身疾患になり、糖尿病、動脈

硬化症、誤嚥性肺炎、慢性腎臓病にかかりやすくなるの

で、生活する中で禁煙、歯磨き、ストレス、食生活に注

意しなければならない。また、歯周病菌は推測よりも早

い時期(18歳)以降に口腔内に定着し、生息し続けるため

毎日の口腔ケアが必要である。そし

て歯周病になると今の医療では完治

できないなど、スクリーンを通して

話していただきました。 

その後、前年度寄付した救急車、

消防自動車のお礼にラール・ティラ

カラタネ様よりスリランカからの感

謝状を頂き例会が終了しました。 

例会担当 財務委員長 田中秀雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1462回例会ドネーション・ファイン 

                          

◎ドネーション                  145,000  

L 大山恭範 ガバナー公式訪問無事終了 20,000 

L 伊藤裕彦 献血お礼・安藤様をお迎えできた 20,000 

安藤裕章様 スピーカーができたお礼 10,000 

L 立川智浩 献血お礼・安藤様をお迎えできた 10,000 

L 浅野俊幸 献血・2 万人達成お礼 10,000 

L 加藤良克 市政96周年にて産業功労賞受賞 10,000 

L 下田心也 父がナニコレ珍百景に出演 10,000 

L 杉山幸紀夫 献血お礼・安藤様をお迎えできた 5,000 

2Z・ZCL 佐藤篤松 献 血 会 場 視 察 お 礼 5,000 

L 石黒 薫 夫婦で海外旅行に出かけた 3,000 

L 森 雅也 

S a t 

例 会 場 ご 利 用 お 礼 3,000 

 8 月誕生 9 名 誕 生 祝 27,000 

9 月誕生 4 名 誕 生 祝 12,000 

 

◎ファイン                                0 
  

ドネーション・ファイン累計             443,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 145,000 
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LCIF ニュースレター 

 

ライオンズクラブ国際財団（LCIF）のリーダーとして、

私は財団がライオンズを支援することを改めて申し上げ

ます。LCIF は、ライオンズの事業がより多くの人々に

対して実施され、より多くの地域社会に貢献するように

支援します。皆さまは、資金さえもっとあれば、地域で

の奉仕事業をより多くの人々に届けられたのにと思われ

たことはありませんか？もっと多くの人々を助けられた

はずだという事業

に関わったことは

ありませんか？こ

う し た こ と に 

LCIF の交付金を

活用することがで

きます。 

皆さまのクラブ

が関わる奉仕事業

について考えてみてください。交付金によってご自分の

地域や事業実施地域への影響力を高めることができます

か？次回 LCIF への寄付を検討される際にはこのこと

を考えてみてください。 

LCIF では交付金の枠組みについて幾つかの変更を実

施します。LCIF や今後利用可能な交付金の機会につい

て、皆さまのクラブで案内してください。 

 

 

●新しい交付金カテゴリー 

変化する世界のニーズに対応して、LCIF も人々への

支援を行うために進化しなければなりません。このた

め、交付金に新たなカテゴリーが設けられます。この

新カテゴリーは、財団の使命を念頭に、より持続可能

な事業に注力できるようにライオンズと LCIF を支

援するものです。さらに、全く新しい、待望の交付金

も間もなく導入されます。レオが、LCIF の交付金に

よって独自の奉仕事業を計画・実施することができる

ようになる

のです！ 

変更点に関

する詳しい

情報は間も

なくお知ら

せいたしま

す。新しい

選択肢によ

って、ライオンズはかつてないほど多くの人々に影響

を与えることができるようになるはずです。 

 

 

●クラブ LCIF コーディネーター 

クラブ LCIF コーディネーターはクラブにとって

の LCIF 大使です。 この役職は財団の広報活動に

欠かせない存在です。LCIF のストーリーを伝え、

LCIF 支援に向けてライオンズの意識を高め、地域

や国際社会における LCIF の人道奉仕活動推進を

可能にするのがコーディネーターです。クラブ 

LCIF コーディネーターには、財団の目標達成に向

けてライオンズの士気を高めるリソースが提供され

ます。コーディネーターはやりがいがあるだけでな

く、LCIF にとって極めて重要な役職です。

2017-2018 年度にコーディネーターを務める

皆さまのご活躍をご祈念いたします！ 

 

●ストーリーを紹介してください 

ライオンズは世界中に変化をもたらすために日々懸

命に奉仕に努めています。学校での奉仕活動、植樹、

災害復興支援、安全で効果的な予防接種の普及啓発

などさまざまな活動に従事しています。事業内容に

関わらず、皆さまの体験談を LCIF とすべてのライ

オンズに伝えてく

ださい。ストーリ

ーと写真で皆さま

の素晴らしい活動

を広く伝えていた

だくことによって、

他のライオンズが

その活動を参考に

独自の事業を計画することができます。ストーリー

を共有しましょう。 

－国際協会ホームページより－ 

 

 

   

  学ぶライオンズ 

歯科の専門医による講義があった。 

それぞれの分野から私達は、医学・経   

済・歴史・時事・化学と毎回勉強を重   

ねる。 

筆記して考え、ただ試験の無い講義 

である。年間20万円以上の月謝（例会費）を払っ 

ての勉強はすごい。食事までも用意されての授業で 

ある。 

パーフェクトに自分のものとしたらば、かなりの

知識が蓄積されるのに･･･。 

残高はゼロ！          

大島八重子 

http://www.mmsend47.com/link.cfm?r=QuaIqGRwFgSSUagJ-cc1ow~~&pe=LU9deog5NZJmCb4z-kojzSfXWXHHdQmpoRVPhyYv0saxvZ3v9IFOth5t98Yh-Cqhc6OtPJVSNUBiYZlDmMrEFQ~~
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506478882/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90LnBpbWcuanAvMDAzLzc5My80ODcvMS8zNzkzNDg3LmpwZw--/RS=^ADB7414rU2TxkBM1ylKVVSnvv..a.M-;_ylt=A2RivdCiuclZ2moAzUSU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz

