
ロータリー理解推進月間

１月２９日（日） ２月３日（金） ２月１０日（金） ２月１７日（金）

１月２７日変更 IM 理事役員会 11：30 祝福 卓話

10 時 10分出発生鮮館裏 卓話 卓話 春日井市長

例

会

予
定 名鉄犬山ホテル 伊藤 太氏

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

春日井ロータリークラブ

2011～2012 年度 WEEKLY REPORT

会 長：風岡 保広 例会日：金曜日 12:30～13:30
副 会 長：清 水 勲 例会場：ホテルプラザ勝川

幹 事：北 健 司 事務局：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長：志水ひろみ TEL:(0568)81-8498 FAX:(0568)82-0265
E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

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

・ROTARY SONG 「我らの生業」

･今月の歌 「早春賦」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 清水 勲君 伊藤 正之君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

早春賦

春は名のみ 風の寒さや

谷の鶯 歌は思えど

時にあらずと 声も立てず

時にあらずと 声も立てず

今月の祝福

会員誕生日

１日 早川八 郎君 １日 浅井 瀧治君

３日 加知 康之君 ４日 亀谷 鉦一君

10日 清水 勲君 17 日 齊藤 光次君

20日 伊藤 正之君

夫人誕生日

1日 大橋 完一君・恵子さん

4日 足立 治夫君・知子さん

結婚記念日

4 日 亀谷 鉦一君 10 日 高木 修君

19 日 場々大刀雄君

２０１２年１月２０日（金）第２０７７回（１月第２例会）

アテンダンス表彰

21 ヶ年 伊藤 純君

18 ヶ年 屋嘉比良夫君

11 ヶ年 風岡 保広君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

皆さん、あけましておめでとうございます。

今年のお正月３が日は、大変おだやかな天気で皆

さんもいいお正月を迎えられたことと思います。

昨年暮れの家族会には、多くの家族の皆様に来て

いただき、楽しいひと時を過ごすことができ、あ

りがとうございました。

また、今日は新年祝賀例会ということで、謡曲

部会の謡いを披露していただきます。ひとつ宜し

くお願いいたします。

今月１月は、ロータリー理解推進月間というこ

とでございますが、一概にロータリーを理解しよ

うといいましても、なかなか難しい面もあり、私

自身も表面上では理解しているつもりでも、内面

的には深いものがあるようでございます。そうい

った意味では一生が勉強だと思っております。

先日、皆さんに購入していただきました「研修

会資料のわかりやすいロータリー」という小冊子

は、ロータリーについて大変解りやすく説明して

ありますので、参考にしていただきますといいか

と思います。

いよいよ下半期がスタートいたしました。各委

員会の事業もいよいよ仕上げの段階に入ってまい

りますが、事業の積み残しのないよう一つよろし

くお願いいたします。例会のあと第４回クラブ協

議会がありますので各委員会の委員長さんよろし

くお願いいたします。



幹事報告 幹事 北 健司君

① クラブ第 7 回理事役員会承認事項

○12月一般会計報告 可決承認

○次年度理事役員の担当役割 承認可決

○次年度委員会構成一部変更 承認可決

○ＷＣＳ50,000 円寄付 承認可決

○新入会員加藤宗生君の所属委員会は親睦委員会

○2 月 17 日 春日井市長伊藤太氏卓話。

○2月24日 夜間例会を当ホテルにて開催します。

○4月13日 親睦活動委員会による家族旅行を実

施します。

② 東尾張分区 IM のプログラムが届いています。

日時：2012 年 1 月 29日（日）

場所：名鉄犬山ホテル

○1 月 27 日の例会変更。

○送迎バスは生鮮館裏 10時集合。10時10分出発。

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 １月 31日 (火 ) １月２９日（日）１１：３０～

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

江 南 １月２6 日(木) １月２９日（日）１１：３０～

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

犬 山 １月 31日 (火 ) １月２9日（日）１1：３０～

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

名古屋丸の内 １月２6 日(木) １月 30日（月）

ＲＣ 合同例会の為クレストンホテル

名古屋空港 １月 3０日 (月) １月２９日（日）１１：３０～

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

名古屋千種 １月 31日 (火 ) １月 31 日（火）

ＲＣ 節分例会の為 城山八幡宮

岩 倉 １月 31日 (火 ) １月２9日（日）１1：３０～

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

名古屋城北 １月 31日 (火 ) １月２9日（日）１1：３０～

ＲＣ IＭの為 名鉄犬山ホテル

名 古 屋 北 １月２７日 (金) １月２６日（木）１７：３０～

ＲＣ IDMの為 ホテルオークラ

一 宮 中 央 １月２５日 (水) １月２５日（水）１８：００～

ＲＣ 1000 回記念例会の為 澤佳

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○名古屋空港ＲＣ 中島 俊朗君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2 名 欠席７名 出席率88.2%

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

○今年もよろしく。名古屋空港 RC 中島 俊朗君

○入会させていただきましてありがとうございま

す。 加藤 宗生君

○加藤宗生君を紹介する喜びで。 加藤久仁明君

○加藤宗生君の入会をお祝いします。

風岡 保広君

○下半期に入りました。会員候補者の推薦をお願

い致します。また、本日加藤宗生君の入会を歓迎。

小島 啓冶君

○今年も新春の初謡をさせていただきます。

山口 由起君

○今年もよろしくお願いします。 磯野 俊雄君

○おめでとうございます。入院中は皆様にご心配

をいただきありがとうございました。

場々大刀雄君

○ウタイ、今年も頑張ってください。

亀谷 鉦一君

○謡曲「高砂」をお聞き頂きありがとうございま

す。 峠 テル子君

○皆様、今年もどうぞよろしくお願いします！！

近藤 太門君

○新年おめでとうございます。 貴田 永克君

○あけましておめでとうございます。

社本 太郎君

○妻の誕生日。 足立 治夫君

○祝賀例会。

浅井 瀧治君 長谷川英輝君 蓮野 美廣君

早川 八郎君 林 鑛三君 林 憲正君

林 徹君 伊藤 一裕君 伊藤 正之君

加知 康之君 加藤 茂君 北 健司君

名畑 豊君 成瀬 浩康君 新美 治男君

野浪 正毅君 太田 弘道君 岡田 義邦君

清水 勲君 菅原 幹夫君 杉山 孝明君

高木 修君 高橋 理江君 塚本 兼光君

梅田 英夫君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

山田 治君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

(会長挨拶)



(加藤久仁明君 新入会員紹介)

(風岡会長から新入会員バッチ授与)

(新入会員 加藤宗生君ご挨拶)

(ロータリー情報委員長 新入会員歓迎挨拶)

２０１２～２０１３年度理事役員

理事役員 会長 名畑 豊

〃 副会長 社本 太郎

役員 会長エレクト 屋嘉比良夫

〃 幹事 志水ひろみ

〃 副幹事 加藤久仁明

〃 会場監督（SAA） 磯野 俊雄

〃 会計 加知 康之

理事 クラブ奉仕 加藤 茂

〃 職業奉仕 近藤 太門

〃 国際奉仕 長谷川英輝

〃 社会奉仕 伊藤 純

役員 新世代 峠 テル子

〃 親睦活動 中島 宗幸

〃 ロータリー財団 松尾 隆徳

〃 直前会長 風岡 保広

(謡曲部会のみなさま)

(謡曲部会新春の初謡 高砂)


