
家族月間

１２月２８日（金） １月４日（金） １月１１日（金） １月１８日（金）

定款６－１休会 定款６－１休会 理事役員会 11：30 祝福
クラブ協議会 13：30 卓話

例

会
予

定 新年祝賀例会 早川 八郎君

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

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「きよしこの夜」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・年忘れ家族会

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘

今月の歌

きよしこの夜

きよしこの夜 星はひかり

すくいのみこは みははのむねに

ねむりたもう いとやすく

先週の記録

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

年末年始休暇のお知らせ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所、及びｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所 ２０１２

年１２月２８日(金)～２０１３年１月６日(日)

春日井 RC 事務局も２０１２年１２月２８日(金)

～２０１３年１月６日(日)です。

◎例会変更

羽 島 １月１５日(火) １月１２日（土）17：30

ＲＣ 新年例会の為 吉川屋

名古屋丸の内 １月１７日(木) １月１７日（木）18：30

ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル

２０１２年１２月２１日（金）第２１２０回（１２月第３例会）

小 牧 １月９日(水) １月９日（水）

ＲＣ 親睦例会の為小牧コミュニティホール

津 島 １月４日(金) １月４日（金）

ＲＣ 新年例会の為 津島神社

岩 倉 １月８日(火) １月１２日（土）18：00

ＲＣ 新年例会の為 にわ

名古屋千種 １月８日(火) １月８日（火）18：00

ＲＣ 新年例会の為 松楓閣

名古屋守山 １月９日(水) １月９日（水）

ＲＣ 家族会の為 名鉄犬山ホテル

犬 山 １月８日(火) １月１２日（土）

ＲＣ 新年例会の為 犬山ホテル

岡 崎 南 １月８日(火) １月８日（火）18：30

ＲＣ 新年停会の為ニューグランドホテル

名古屋空港 １月７日(月) １月７日（月）18：00

ＲＣ 新年例会の為キャッスルプラザ

◎例会休会のお知らせ

○羽島ＲＣ １月１日（火）は休会

〃 １月８日（火）は休会

○名古屋丸の内ＲＣ １月３日（木）は休会

○岩倉ＲＣ １月１日（火）は休会

○名古屋千種ＲＣ １月１日（火）は休会

○江南ＲＣ １月３日（木）は休会

○名古屋名北ＲＣ １月２日（水）は休会

○名古屋名駅ＲＣ １月２日（水）は休会

○名古屋守山ＲＣ １月２日（水）は休会

○瀬戸北ＲＲＣ １月１日（火）は休会

○犬山ＲＣ １月１日（火）は休会



○名古屋北ＲＣ １月４日（金）は休会

○名古屋清須ＲＣ １月１日（火）は休会

○岡崎南ＲＣ １月１日（火）は休会

○小牧ＲＣ １月２日（水）は休会

◎ビジタ紹介 会長 名畑 豊君

○知立ＲＣ 加藤 久和君

〃 大辻 明君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５2 名 欠席 17 名 出席率81.3%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率98%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○本日 知立Ｒ／Ｃから参りました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 加藤 久和君

大辻 明君

○体調も良くなり 例会に出席できる喜びで

山口 由起君

○卓話をさせていただきます。 風岡 保広君

○祝福の皆さんお目出とう。 近藤 太門君

宅間 秀順君

○知立Ｒ／Ｃより クラブ奉仕委員長 加藤 久

和君、会場委員長 大辻 明君をお迎えして

志水ひろみ君

○一寸留守していました。有難うございます。

亀谷 鉦一君

○風岡さんの卓話聞きにきました。山田 治君

○２施設の入札が終り やっと建設工事に入りま

す。 小川 長君

○早退 お許しください。 松尾 隆徳君

○祝福の皆さんお目でとう。風岡さんの卓話楽し

みです。

足立 治夫君 大橋 完一君 太田 弘道君

岡田 義邦君 加藤久仁明君 加藤 茂君

貴田 永克君 社本 太郎君 塚本 兼光君

中島 宗幸君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

林 鑛三君 蓮野 美廣君 古屋 義夫君

森田 誠君 屋嘉比良夫君 和田 了司君

大畑 一久君

卓話 風岡 保広君

昭和１９年１２月生まれということで、誕生祝い

をありがとうございました。

ここ一週間ほどトップニュースで報道されてお

りましたが、歌舞伎役者の中村勘三朗さんが５７

歳でなくなられました。病名は食道ガンだといわ

れております。

皆さんもご存知の、１００歳を超えていまなを

現役の日野原先生というかたが、人間は本来１２

０歳まで生きることができるといわれております。

１２０歳まではちょっと無理ですが、何とか１０

０歳ぐらいはいけるのではなかろうかと思います。

そのためには、身体にとってよくないこと、マ

イマス要因を極力少なくしていけば寿命も長くな

るということだと思います。それは、若いときか

ら相当身体に無理を掛けてきた方（ようするにス

トレスの多い生活環境）や、長い間の暴飲・暴食

の習慣のある方、不摂生な生活をしてきた方ほど

５０～６０歳代になりますと身体に影響がでてく

るようでございます。

私も、ちょうど１０年ほど前に大病をいたしま

した。今からおもいますと、５０代後半ともなり

ますと会社では一番責任も重くなり、

社会的にも大変な時期でございます。酒の量も増

え、タバコは日に５０本以上、こんな生活が数年

続いた頃、身体に異変が起こりました。ガンを宣

告されました。手術をして何とか生還をいたしま

したが、やはり今思い起こしてみますと、起こる

べくして起こったということでございます。

私も、この１２月で満６８歳、男の平均寿命が

８０歳だといわれておりますので、あと残り１０

年ちょっとでございます。この残された１０年で、

人生最後の仕上げができましたら本望でございま

す。

［終わりよければ全て良し］と言われておりま

すが、私もそういう人生にしたいと思いまして、

今から計画を立てて実行して行くつもりでござい

ます。

ご静聴ありがとうございました。

（知立ＲＣ挨拶 加藤久和君 大辻 明君）

(会員誕生祝 風岡 保広君)


