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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

・新年祝賀例会

・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 風岡 保広君

今日は、年忘れ家族例会ということで、会員の

家族の皆様と一緒にクリスマスと、この一年を無

事に過ごすことができた感謝の気持ちをこめて、

楽しいひと時を過ごしていただきたいと思います。

今日の例会は、本年度上期の最後の例会になり

ますが、なんといいましても本年度一番大きな出

来事は「３・１１」東日本大震災で、悲しみに包

まれた１年でございました。

巨大地震が東日本を襲い、大津波が街と人々を

次々と飲み込んでいくあの光景は、いつまでも忘

れることができないない悲惨な光景でございまし

た。

死者・行方不明者数は、１万８０００人を超し、

さらに悲惨な原発事故が発生し、眼に見えない恐

怖に今もおおくの人がおびえております。ロータ

リーも震災直後から、義援金を寄せたり、被災者

２０１２年１月１３日（金）第２０７６回（１月第１例会）

を支援する動きが相次ぎました。復興までには相

当な年数が掛かると思いますが、時間の経過や多

忙な暮らしと共にややもすると、彼らのことを忘

れがちになります。

しかし、私たちは、あの「３・１１」を決して

忘れてはならないと思います。春日井ロータリー

クラブのテーマでもあります、［思いやりの心を

育もう］ということで、どういうかたちになろう

とも、来年以降もエールを送り続けたいと思いま

す。

話は変わりますが、今日は家族の皆様が多数お

いでいただいておりますので、ロータリークラブ

は何をしている団体かということについて、簡単

にお話いたしますと、私達が住む地域社会が豊か

で文化的な生活ができるように奉仕活動をするこ

とですが、それができるのも家族の皆様方の支え

があるからこそできるものであり、そういった意

味で、日頃からのご支援を心から感謝申し上げま

す。

幹事報告 幹事 北 健司君

① 持ち回り理事会開催報告

日時：2011年 12月 23日

新入会員候補者 株式会社ウスヰ不動産

加藤宗生君 全員承認可決されました。

ご異議ある場合は 1月 1日までに書面にて事務局

まで申し出てください。

② 東尾張分区 11RC会長幹事会開催の案内

日時：2012 年2月 9日（木）17:30～

場所：合掌レストラン大蔵

出席予定者：会長・幹事

③ 第 7回クラブ会員増強委員会開催

日時：1 月20日（金）例会終了後

場所：ソレイユ

出席予定者：会員増強委員会



◎例会変更のお知らせ

尾 張 旭 １月２７日 (金) １月２９日（日）１１：３０～

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

小 牧 １月２５日 (水) １月２９日（日）

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

犬 山 １月２４日 (火) １月２４日（火）１２：３０～

ＲＣ 例会場都合の為サンパーク犬山

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 9 名 出席率87.5%

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率100%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○志水さんの紹介で出席させて頂きます。

名古屋和合ＲＣ 加藤 一郎君

○想定外の卒寿のお祝有難う。 林 徹君

○金婚式、喜寿のお祝を受けます。高木 修君

○喜寿の祝いを頂いて。 林 鑛三君

○古希のお祝を頂いて。 峠 テル子君

○家族会に参加できた喜びで。 風岡 保広君

○家族全員でお世話になります。 清水 勲君

○家内のお誕生日ありがとう。６８才万歳

松尾 隆徳君

○今年は家内と出席予定でしたが、健康不良で

欠席しました。 山口 由起君

○家族会楽しみにして居ります。 中島 宗幸君

○大勢でお願いします。 蓮野 美廣君

○家族会にご参加頂き有難うございました。

長谷川英輝君

○一年間有難うございました。 山田 治君

○年忘れ家族会に参加できた喜びで。

磯野 俊雄君

○ビンゴで会長賞を頂いた喜びで。

浅井 瀧治君

○家族会に参加できた喜びで。

足立 治夫君 林 憲正君 加知 康之君

亀谷 鉦一君 加藤久仁明君 加藤 茂君

貴田 永克君 小島 啓冶君 名畑 豊君

成瀬 浩康君 小川 長君 太田 弘道君

志水ひろみ君 高橋 理江君 塚本 兼光君

屋嘉比良夫君 大畑 一久君 早川 八郎君

野浪 正毅君 大橋 完一君 社本 太郎君

和田 了司君 北 健司君 浅井 瀧治君

家族会風景

卒寿お祝い挨拶 林 徹君

本日は晴々しい家族会の席に於いて、沢山の会員、

並びにご家族様の前でお祝いを頂き有り難うござ

いました。

お祝を頂くのは古希、喜寿、卒寿の４名ですが、

年長の私が代表で謝辞を申し上げます。

長寿の祝いは日本古来のしきたりですが、寿命の

伸びた現在では年寄り扱いを嫌う老人もおります

が、長寿のお祝いは家系の祝いでもあり喜ぶべき

行事と思います。

本日はお祝い有難うございました。重ねてお礼申

し上げます。

（会長挨拶）

（山田クラブ奉仕委員長 家族会開会挨拶）

（副会長 清水 勲君挨拶）

（社本直前会長 乾杯音頭）



（司会者 加藤久仁明君ご苦労さま）

（次年度会長 名畑 豊君挨拶）

（次年度幹事 志水ひろみ君挨拶）

（慶祝 金婚式謝辞 高木 修君）

（慶祝 卒寿謝辞 林 徹君）

（慶祝 喜寿 林 鑛三君）

（慶祝 古希 峠 テル子君）

（慶祝のみなさん）



（アトラクション普道幹司さん 北島三郎？）

（アトラクション 美川憲一？）

（アトラクション 和田アキ子？）

（子供たちへのプレゼント）

（会場風景）

（手に手つないで ご夫婦そろって熱唱）

（ナイスカップル ☆☆☆）

（親睦正･副委員長 ありがとうございました！）


