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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

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアンン」

・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 宅間 秀順君 伊藤 一裕君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

早春賦

春は名のみの 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 林 憲正君 １日 磯野 俊雄君

３日 小川 長君 ７日 塚本 兼光君

17日 中川 健君 19 日 新美 治男君

21日 和田 了司君 29 日 宅間 秀順君

夫人誕生日

4日 風岡 保広君・鈴子さん

結婚記念日

2 日 伊藤 一裕君 2 日 宅間 秀順君

5 日 大畑 一久君 11 日 山田 治君

16 日 清水 勲君

２０１２年２月１０日（金）第２０８０回（２月第２例会）

アテンダンス表彰

9 ヶ年 近藤 太門君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

先週の例会は、東尾張分区のインターシティ・

ミーティングが名鉄犬山ホテルにて開催されまし

た。東尾張１１ロータリークラブが全員登録とい

うことで、春日井からも多くのメンバーに参加し

ていただき宅間君が代表でスピーチをされました。

ご苦労さまでございました。

ここでＩＭ インターイティ・ミーティングに

ついて復習の意味で、簡単にお話をさせていただ

きます。

ＩＭとは、地区ガバナーの要請によりまして、各

ガバナー補佐が主催して、開催をいたします。そ

の目的は、ベテラン・ロータリアンをリーダーに

迎えて、ロータリーの奉仕の諸問題について討議

したり、会員相互の親睦と面識を広めたりするこ

とにあります。東尾張分区内の１１クラブが集ま

って年１回開催されます。ということでございま

す。今回は、一時から五時までという大変長時間

にわたって勉強をいたしました。終い頃はちょっ

と頭が痛くなってきましたが、いい勉強をさせて

いただきました。

それから、話は変わりますが、２月は世界理解

月間になっております。１９０５年２月２３日ロ

ータリーの創始者ポーリス・ハリスが友人３人と

最初に会合を持った日ということで、この２月を

特別月間として世界理解月間に指定されています。

同月間中はクラブは、

世界平和に不可欠な「理解と親善」を特に強調す



るクラブ・プログラムと活動を実施し、世界社会

奉仕を中心としたプログラムを行うよう要請して

おります。

１９９２年規定審議会は、２月２３日に始まる

１週間を［世界理解と平和週間］と呼びロータリ

ーの奉仕活動を強調することを決議しました。よ

うするに、２月２３日がロータリーの創立記念日

ですよということでございます。

幹事報告 幹事 北 健司君

① クラブ 8 回理事役員会承認事項

1 月一般会計報告 可決承認

春日井市「ポイ捨て・ふん害防止啓発活動」

メーキャップ対象 承認可決

今年 11月「東港 RC」来年 3 月「南釜山 RC」との

姉妹クラブ継続 承認可決

新地区補助金対象事業

雨にも負けずプロジェクト補助 承認可決

家族旅行予算 承認可決

次年度委員会構成 承認可決

中部経済新聞社広告掲載 承認可決

ガールスカウト助成金 承認可決

② 「ポイ捨て・ふん害防止啓発活動」の案内

日時：3 月 4日（日） 午前 9 時～11時

場所：落合公園

内容：啓発および、ごみ・ふんの清掃

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 ２月１４日 (火) ２月１４日（火）１２：３０～

ＲＣ 例会場都合の為 長久手温泉

名 古 屋 葵 ２月１６日 (木) ２月１４日（火）１６：００

ＲＣ IＭの為 名古屋東急ホテル

名 古 屋 北 ２月１７日 (金) ２月１４日（火）１６：００

ＲＣ IＭの為 名古屋東急ホテル

名古屋丸の内 ２月１６日 (木) ２月１６日（木）１８：３０

ＲＣ チャリティーオークションの為 クレストンホテル

犬 山 ２月２１日 (火) ２月１８日（土）

ＲＣ 持ち出し例会の為 山城温泉

名古屋城北 ２月２１日 (火) ２月１９日（日）

ＲＣ 飯田東記念式典の為 シルクホテル

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2 名 欠席 12 名 出席率85.1%

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

○一寸良い事が有りました。 山口 由起君

○役員挨拶よろしくお願いします。風岡 保広君

○役員挨拶！！ 近藤 太門君

○欠席続きでごめんなさい。 大橋 完一君

○理事役員挨拶。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 場々大刀雄君

長谷川英輝君 蓮野 美廣君 林 鑛三君

林 憲正君 林 徹君 磯野 俊雄君

伊藤 一裕君 加藤久仁明君 加藤 茂君

加藤 宗生君 貴田 永克君 名畑 豊君

大畑 一久君 太田 弘道君 岡田 義邦君

志水ひろみ君 清水 勲君 社本 太郎君

高橋 理江君 宅間 秀順君 峠 テル子君

塚本 兼光君 梅田 英夫君 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

次年度理事・役員及び委員長挨拶

(会長 名畑 豊君)

(副会長 社本太郎君)

(会長エレクト 屋嘉比良夫君)



(幹事 志水ひろみ君 )

(SAA 磯野俊雄君)

(直前会長 風岡保広君)

(クラブ奉仕委員長 加藤 茂君)

(職業奉仕委員長 近藤太門君)

(国際奉仕委員長 長谷川英輝君)

(社会奉仕委員長 伊藤 純君)

(新世代委員長 峠テル子君)



(会場委員長 蓮野美廣君)

(プログラム委員長 太田弘道君)

(ニコボックス委員長 大畑一久君)

(広報・雑誌・資料委員長 山田 治君)

(会員増強委員長 清水 勲君)

(環境保全委員長 早川八郎君)

(米山奨学委員長 貴田永克君)

(監査委員長 梅田英夫君)


