
雑誌月間

４月２０日（金） ４月２７日（金） ５月４日（金） ５月１１日（金）

卓話春日井警察 休会 休会 卓話春日井消防長

署長折小野 裕之氏 定款６－１ 伊藤 敬氏

例

会

予
定 春日井警察署員表彰 春日井消防署員表彰

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 「我等の生業」

・今月の歌 「どじょこふなっこ」

・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

・家族会

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

どじょこふなっこ

春になれば 氷(しが)こも解(と)けて

どじょこだの ふなっこだの

夜が明けたと 思うべな

先週の記録

幹事報告 幹事 北 健司君

① クラブ第 10 回理事会開催報告

3 月一般会計報告 可決承認

5 月 24 日（木）春日井 RC ゴルフ大会開催の件

可決承認

5 月 25 日（金）ロータリーの森例会開催の件

可決承認

6 月 22 日（金）IDM 開催の件 可決承認

次年度家族会開催の件 可決承認

① 東尾張分区 現･次期会長幹事会開催の案内

日時：6 月 7 日（木）

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル

次期会長幹事会：17：30～ 2F 銀の間

現･次期会長幹事会

18：30～20：30 2F 金の間

２０１２年４月１３日（金）第２０８９回（４月第２例会）

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル

出席予定者：現･次期会長、幹事、事務局

◎例会変更のお知らせ

一 宮 北 ４月２７日(金) ４月２７日（金）１８：００～

ＲＣ 夜間例会の為 商工会議所

尾 張 中 央 ４月２５日(水) ４月２５日（水）１８：３０～

ＲＣ 夜間例会の為 名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

愛知長久手 ４月２４日(火) ４月２４日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 長久手温泉

瀬 戸 北 ４月２４日(火) ４月２２日（日）

ＲＣ 家族会の為駿河湾クルージング

名 古 屋 北 ４月２０日(金) ４月２０日（金）７：３０～

ＲＣ 早朝例会の為 東急ホテル

名古屋城北 ４月２４日(火) 4月２４日（火）

ＲＣ 夜間例会の為 栄東急イン

名古屋みなと ４月２７日(金) ４月２２日（日）

ＲＣ RAC 地区協議会の為 未定

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2名 欠席 17 名 出席率79.6%

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 中川 健君

○一寸良い事が有りました。 山口 由起君

○結婚記念日の祝福を頂きありがとうございます。

お礼のスピーチをさせて頂きます。屋嘉比良夫君

○祝福ありがとうございます。卓話をさせていた

だきます。 蓮野 美廣君

○祝福ありがとうございます。（夫人誕生日・結婚

記念日・アテンダンス表彰） 太田 弘道君



○連続する 3 つの記念日の月を迎えて。

中島 泉君

○誕生日の祝福をして頂いて。 貴田 永克君

○結婚記念をいただいて。 加藤 茂君

○結婚記念をいただきありがとう。大橋 完一君

○結婚記念の祝福を受ける喜びで。林 徹君

○結婚記念ありがとうございます。加知 康之君

○妻の誕生日の祝福を受ける喜びで。

北 健司君

○アテンダンスの祝いを受けるよろこびで。

塚本 兼光君

○祝福のみなさんおめでとうございます。

風岡 保広君

○うれしいことがありました。 社本 太郎君

○Long Time no see． 新美 治男君

○祝福。 足立 治夫君 山田 治君

林 鑛三君 林 憲正君 磯野 俊雄君

伊藤 一裕君 加藤久仁明君 加藤 宗生君

小島 啓冶君 中川 健君 成瀬 浩康君

野浪 正毅君 志水ひろみ君 杉山 孝明君

宅間 秀順君 峠 テル子君 和田 了司君

卓話 蓮野 美廣君

結婚記念日の祝福ありがとうございます。

入会以来二回目の卓話をさせて頂きます。

振り返ってみますと、２５歳で結婚し４０

年間、夫婦に大きな危機もなく過ごすこと

ができて有難いことだと思っております。

私の勝手な感じ方で、相手の思いを聞いた

こともなく、間違いかもしれません（が）。

４０年後のいま、娘二人・婿二人・孫三人

と家族が増えて、当時の私には考えもしな

い嬉しいことです。私の失敗から、娘夫婦を同じ

住宅団地に呼び寄せたせいもあって年がら年中寄

り合って、孫のお守りとやらで、託児所のような

時もあり、余分に駐車場を借りるような有様です。

さて、夫婦のなれそめですが、一言で言うと職場

結婚。東京で分譲マンションや会員制リゾートホ

テルの開発・建設・分譲を手掛けた建設会社で知

り合い、結婚後すぐに熱海のリゾートホテルの工

事担当となり、海辺の山を掘削する初期段階から

約５年の歳月を熱海で生活することとなり、奥様

も最初から同行し、子供も三人すべて熱海っ子で

す。

最初の男の子は、お産の無知もあってか生後３

ヶ月で亡くしましたが思い出は一杯です。

このホテルは、当時のテレビで竹脇無我・酒井和

歌子による２４回ドラマとして放映され、会員制

リゾートホテルの魁でしたが母体の会社は、数年

前に倒産しました。

今の自分の基礎部分は、すべてこの会社で教育さ

れたものばかりで、さらに恵まれた給料まで戴い

た・・との思いは、今の私の心情として流儀にし

ております。そんな会社を辞めて名古屋に戻った

のも、三十過ぎて自営をした時も、一言の相談も

しませんでしたが、自営の後一度だけ会社をたた

もうとした時だけは、奥様の了解を取り付けるの

に大変苦労しました。考えられない“強運”だけ

で現在がありますが、その頃からもう完璧に“ざ

ぶとん亭主”そのものです。

勿論、こずかい制ですが給料さえも最近では私の

お金と言っています。将来を考えるとゾッとしま

すが、ひたすら寄り添っていこうと決めています。

ありがとうございました。

(祝福 会員誕生のみなさん)

(祝福卓話 蓮野美廣君)

(祝福卓話 屋嘉比良夫君)


