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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 「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

・春日井警察署 職員表彰

・卓 話 春日井警察署長 折小野裕之氏

・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

会長挨拶 会長 風岡 保広君

今日の例会は、家族例会ということで京都へやっ

てまいりました。

日頃は、奥様方には、ロータリーにご理解とご協

力をいただきまして、ありがとうございます。今

後ともよろしくお願いいたします。

本年度もいよいよ終盤に差し掛かってまいりま

した。残り３ヶ月足らずになりましたが、次年度

の春日井ロータリーを背負っていただきます、名

畑会長エレクトも万全を期しております。私同様

一つよろしくお願いいたします。

今日は、比較的ゆったりとしたスケジュールに

なっておりますので、１日京都を満喫していただ

２０１２年４月２０日（金）第２０９０回（４月第３例会）

きたいと思いますが、幸いに、桜のほうもまだ見

ごろでございます。花より団子といいますが、花

も見て団子も食べて両方満足していただきたと思

います。

親睦委員会の皆さんにはいろいろプランなど練

っていただきありがとございました。一つ今日１

日よろしくお願いいたします。

幹事報告 幹事 北 健司君

① クラブ次期理事会、次期クラブ協議会、現･

次期合同クラブ協議会開催の案内

日時：4 月 23 日（月）

次期理事会：

16：00～（5Fカウンシルルーム）

次期クラブ協議会：

17：00～（5Fカウンシルルーム）

現･次期合同クラブ協議会：

18：００～（4Fプラザホール）

◎例会変更のお知らせ

岡 崎 南 ５月８日(火) ５月８日（火）１８：００～

ＲＣ 記念例会の為 ニューグランドホテル

尾 張 中 央 ５月９日(水) ５月９日（水）１２：３０～

ＲＣ 例会場都合の為 商工会館

名古屋千種 ５月１５日(火) ５月１５日（火）

ＲＣ 家族会の為 未定

名古屋清須 ５月１５日(火) ５月１２日（土）

ＲＣ 清掃例会の為

名 古 屋 北 ５月１８日(金) ５月１７日（木）１７：３０～

ＲＣ IＤＭの為 か茂免



名古屋城北 ５月１５日 (火) ５月１５日（火）

ＲＣ ﾛｰﾀﾘｰﾛｰﾄﾞ植樹の為 茶臼山

名古屋丸の内 ５月１７日 (木) ５月１７日（木）１8：３０～

ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル

名古屋みなと ５月１８日 (金) ５月１９日（土）

ＲＣ 家族会の為 京都方面

◎例会休会のお知らせ

○小牧ＲＣ ５月２日（水）は休会

○名古屋名駅ＲＣ ５月２日（水）は休会

○名古屋城北ＲＣ ５月１日（火）は休会

○あまＲＣ ５月７日（月）は休会

○名古屋北ＲＣ ５月２日（水）は休会

○名古屋守山ＲＣ ５月２日（水）は休会

○瀬戸北ＲＣ ５月１日（火）は休会

○名古屋清須ＲＣ ５月１日（火）は休会

○犬山ＲＣ ５月１日（火）は休会

○岩倉ＲＣ ５月１日（火）は休会

○瀬戸ＲＣ ５月２日（水）は休会

○岡崎南ＲＣ ５月１日（火）は休会

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○瀬戸北ＲＣ 青山 雅彦君

〃 菱田 峰高君

○名古屋空港ＲＣ 水谷 文昭君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2 名 欠席 26 名 出席率50%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率96.2%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○家族会に参加出来た喜びで。

浅井 瀧治君 早川 八郎君 林 鑛三君

蓮野 美廣君 伊藤 一裕君 伊藤 純君

長谷川英輝君 加藤久仁明君 風岡 保広君

北 健司君 加藤 宗生君 名畑 豊君

小川 長君 太田 弘道君 大畑 一久君

齊藤 光次君 清水 勲君 志水ひろみ君

峠 テル子君 塚本 兼光君 和田 了司君

屋嘉比良夫君 山田 治君 成瀬 浩康君

磯野 俊雄君 高橋 理江君 宅間 秀順君

家族会風景

（平安神宮大鳥居）

（平安神宮にて集合写真）

（八重紅枝垂桜）

（おみくじの花 桜ではありませんが見事）

例会風景

（会長挨拶）



美濃吉本店 竹茂楼

創業２９６年１０代目 現在の建物は、７０年

前に越中おはら村の萱葺屋根を運び２年がかりで

組み立てられました。

（卯月 御献立）

（先付と椀）

（乾杯 清水 勲君）

（親睦委員長挨拶）

ロータリーの森への花植樹


