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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「我らの生業」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・本日の行事 全員協議会

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

先週の記録

会長挨拶 会長 社本太郎君

早いものでこれが最後の会長挨拶になりました。

これまで幹事の年から２年間、会員のみなさんに

支えていただいてここまでこれました。特に今年

度幹事の加藤君にはほとんどの業務をお任せして、

私は彼のお膳立てしてくれた通りに動けばよく、

急ごしらえの会長職を何とか無事に終える事がで

きました。みなさん本当にありがとうございまし

た。

私はこれまで会長挨拶の中でロータリーについ

てはあまり語ることはしませんでした。今日は最

後の挨拶ということで私の春日井ロータリークラ

ブへの考えを少しだけ述べさせていただきます。

この２年間、地区において特に東尾張分区会長幹

事会において他のロータリークラブの活動をお聞

きして、私は春日井はこのままでいいのだろうか

という思いがでてきています。

２０１1年７月1日（金）第２０５２回（７月第１例会）

春日井はどちらかというと社会奉仕的な活動より

親睦や職業奉仕を重視してきたと思います。それ

だけでいいとの極端な意見も一部にある気がしま

す。

数年前に松尾さんが会長のおり、ロータリーは

もっと社会奉仕的な活動をすべきではないかと言

われたことがありました。

その時には私はあまりピンとこなかったのです

が、ＩＭにおいて発表された犬山ＲＣの講師派遣

事業、瀬戸北ＲＣの染付け体験事業等各ロータリ

ークラブの財団資金を利用した活動等をみている

と我々春日井ロータリーも何か春日井らしい社会

奉仕活動はできないものかと考えるようになりま

した。

ただ財団補助金の申請自体２月頃に次年度の申

請をしなくてはならない等非常に使い勝手が悪く、

翌年の人事が決まってからまだ翌年の行事計画も

できないうちに申請しなくてはいけないのはどう

にかならないものかと思います。

対応する為にはもっと早く計画できるような組

織体制、たとえば社会奉仕副委員長が翌年委員長

になる等も考えなくてはいけないと思います。

現在会員増強が急務となっていますが、幹事の

おりに空港ロータリーの会長からお聞きした言葉

が印象にのこっています。社会奉仕的な活動、対

外的な活動をしないと新しい会員を拡大するのは

難しいよと。その言葉に一理あるのではないかと

思っています。

最後にこの一年間の会員のみなさんの私に対し

てのご厚情に感謝して最後の会長挨拶を終わらせ

ていただきます。



幹事報告 幹事 加藤久仁明君

皆様のご協力のお陰を持ちまして、幹事の職を、

無事勤め上げる事が出来ました事をお礼申し上げ

ます。

第 8 回持ち回り理事役員会報告

日時：2011 年 6 月 10 日（金）

審議内容

第 1 号議案：笹井厚志会員退会承認の件

承認可決

第 2 号議案：2011 年~2012 年度組織一部変更の

件 承認可決

① 地区ローターリー財団セミナー

2011 年 7 月 12 日 12 時 45 分~

場所：名古屋東急ホテル

出席義務者

風岡保広君 名畑 豊君 場々大刀雄君

② 地区会員増強セミナー

2011 年 7 月 30 日 15 時~

場所：名古屋ニューグランドホテル

出席義務者

風岡保広君 北 健司君 小島啓冶君

◎例会変更

尾 張 旭 ７月１５日 (金) ７月１４日（木）１８：００

ＲＣ 合同例会の為 グレイセル

◎ビジター紹介 会長 社本 太郎君

○犬山ＲＣ 鷲野 光司君

〃 河野 周二君

出席報告 委員長 屋嘉比良夫君

会員 ５2 名 欠席 13 名 出席率84.8%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.1%

ニコボックス報告 委員長 峠 テル子君

○一年間大変お世話になりました。社本 太郎君

○一年間有難うございました。 加藤久仁明君

○一年間お世話になりました。 伊藤 純君

○社本太郎会長、加藤久仁明幹事、ご苦労様でし

た。 山田 治君

○一年間お世話になりました。 大畑 一久君

○３年間お世話になりました。また、お会いした

接にはお声を掛けて下さい。 園原 信五君

○ＩＤＭ、お疲れ様。 近藤 太門君

○一年間ホテルをご利用いただきましてありがと

うございました。 早川 八郎君

○ＩＤＭに出席できた喜びで。 小島 啓冶君

○お花を有難うございました。 志水ひろみ君

○ゴルフ、優勝できました。 伊藤一裕君

○社本会長と呼ぶのも今日が最後、一年間ご苦労

様でした。 和田 了司君

○ＩＤＭ，よろしくお願いします。長谷川英輝君

○次回からニコボックスで頑張ります。

中川 健君

○入会して１年、皆様のお陰で無事に過ごせまし

た。ニコにご協力本当にありがとうございました。

高橋 理江君

○一年間、ニコボックスにご協力ありがとうござ

いました。 峠 テル子君

○ＩＤＭに参加できる喜びで。 成瀬 浩康君

貴田 永克君 風岡 保宏君 伊藤 正之君

名畑 豊君 北 健司君 塚本 兼光君

浅井 滝治君 磯野 俊雄君 新美 治男君

場々大刀雄君 太田 弘道君 屋嘉比良夫君

林 憲正君 大橋 完一君 林 徹君

林 鑛三君 蓮野 美廣君 宅間 秀順君

ニコニコ賞

社本 太郎君 山口 由起君 加藤 茂君

貴田 永克君 松尾 隆徳君 加藤久仁明君

近藤 太門君 山田 治君 中島 宗幸君

清水 勲君

ＩＤＭ報告風景

(新旧役員バッチ交換)

(退会挨拶 岩田幸二君・園原信五君)


