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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「四つのテスト」

・今月の歌 「おお牧場は緑」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・夜間例会

・祝 福

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

おお牧場は緑

おお牧場はみどり 草の海 風が吹く

おお牧場はみどり よく茂ったものだホイ

雪がとけて川となって 山を下り谷を走る

野を横ぎり畑うるおし 呼びかけるよわたしに

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

本日は、公務多忙の中、伊藤太春日井市長の卓話

をいただきます。春日井市は昭和１８年６月１日

に、東春日井郡の４町村合併して市になりました。

今年は、７０周年を迎えることになります。市政

７０周年事業に関しては、市長から、ご挨拶と事

業内容のご説明をいただくことになっています。

さて、来週の月曜日から３日間の予定で南釜山

ロータリーの姉妹締結に行きます。昨年１０月に

は、台湾の東港ロータリーの姉妹締結がありまし

た。締結の延長期間は、両方のロータリーともに、

５年間です。今年のロータリー年度は２回の姉妹

２０１３年３月２９日（金）第２１３２回（３月第５例会）

ロータリーの延長締結があります。

両方の姉妹ロータリーは２０年近く続いていま

す。この１０年間の姉妹ロータリーの関係を振り

返ってみますと、それぞれの二つのロータリーの

交流は次のような状態になっています。

１、姉妹ロータリーの締結延長。

２、締結後、三つのロータリーは・・周年があり、

来賓としてお互いにご招待。

３、台湾中部地震、関西地震、東日本地震の時の

支援金。

ほとんど、内容がないように私には感じられま

す。私の会社は、両国ともに輸入を行なっている

ので、この十年間に数度、例会に参加いたしまし

た。南釜山ロータリーの例会に出席したとき、南

釜山ロータリーの姉妹ロータリーである、和歌山

ロータリーの記念行事と重なったことがあります。

和歌山ロータリーは、南釜山ロータリーと共同で、

釜山タワー公園で、植樹の事業を行なっていまし

た。私はその植樹の事業の、日本で言うならば、

鍬入れ式に参加することができました。この光景

は姉妹ロータリーのあるべき姿と痛感した記憶が

あります。姉妹ロータリーのあるべき姿を模索す

るべき時期に来ていると思います。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

1：事務局移転・例会場変更のお知らせ

愛知長久手ロータリークラブ

２０１３年４月１日（月）より

新住所 〒480-1103 愛知県長久手市岩作寺山

５１ ﾏﾝｼｮﾝ浅井 102

ＴＥＬ ０５６１－６４－５４４６

ＦＡＸ ０５６１－６４－５４５９

例会場 〒480-1118 長久手市トヨタホール



◎例会変更のお知らせ

岩 倉 ４月 9 日(火) ４月 14 日(日) １８：３０

ＲＣ 地区協議会の為ウェストンナゴヤキャッスル

愛知長久手 ４月２日 (火) ４月２日 (火) １８：３０

ＲＣ 花見例会の為 華野

豊 田 東 ４月３日 (水) ４月４日 (木)

ＲＣ 親睦例会の為 猿投温泉

犬 山 ４月９日 (火) ４月１０日(水)

ＲＣ 合同例会の為ガーランズ一宮

一 宮 北 ４月１２日 (金) 4 月１１日(木) １８：００

ＲＣ お花見例会の為ガーランズ一宮

一 宮 ４月４日 (木)４月４日 (木)

ＲＣ 家族会の為 奈良

名古屋守山 ４月１０日 (水) ４月１０日(水)

ＲＣ 家族会の為 未定

一 宮 中 央 ４月１０日 (水) 4 月１０日(水)

ＲＣ 合同例会の為ガーランズ一宮

名古屋丸の内 ４月１１日 (木) ４月１１日(木)

ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５３名 欠席 19 名 出席率80.9%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94.3%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○市長をお迎えする喜びと卓話にお礼申しあげま

す。 名畑 豊君

近藤 太門君

宅間 秀順君

○いつもホテルをご利用いただき ありがとう。

早川 八郎君

○高橋所長さん お世話になりました。

加藤 茂君

○市長の卓話を聞ける喜びで。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 伊藤 一裕君

伊藤 正之君 梅田 英夫君 太田 弘道君

加藤久仁明君 風岡 保広君 河村 哲也君

加藤 宗生君 貴田 永克君 北 健司君

小島 啓冶君 志水ひろみ君 清水 勲君

社本 太郎君 峠 テル子君 林 鑛三君

蓮野 美廣君 場々大刀雄君 古屋 義夫君

森田 誠君 屋嘉比良夫君 山田 治君

和田 了司君 大畑 一久君

卓話 春日井市長 伊藤 太氏

春日井市の平成２５年度の基本的な取り組み

①市政７０周年の記念の年である。先人の努力功

績に感謝、そして将来につながる年にしよう。

②数年前から計画し準備をしてきたプロジェクト

が形となって現れる年である。着実に実行しよう。

○市政７０周年記念事業

1.主な実施事業

（1）市政７０周年記念式典

（2）のだめカンタービレの音楽会

（3）子ども夢会議

（4）将棋フェスティバル

（5）市政７０周年フォーラム

（6）松村亜屋子のシンクロナイズドスイミング

ショー

2.市民協働事業

3.冠称事業の募集

○魅力あるまちの創造 ～産業の活性化・まちづ

くりの推進～

（1）プレミアム付商品券・建設券の発行助成

（2）ＪＲ春日井駅自由通路等整備

（3）落合公園体育館会館

（4）スポーツ振興基本条例の制定

○子育て支援・教育の充実 ～子はかすがい、子

育ては春日井～

（1）学校と保護者のより良い関係づくりに向け

た取り組み

（2）認定こども園施設整備補助

（3）第三子保育料無料化事業

（4）新藤山代小学校の整備

○安全安心の確保

（1）地域防犯組織支援事業

（2）浸水対策（勝川地区雨水調整池、大手小学

校調整池、南下原排水路などの整備）

（3）消防救急デジタル無線整備

○健康・医療・福祉の充実

（1）（仮称）総合保健センターの整備、脳ドッグ

用ＭＲＩの導入

（2）（仮称）健康づくり及び地域医療の確保に関

する基本条例の制定

○環境保全の推進

（1）プラスチック製容器包装と金属資源の分別

収集（４月開始）



韓国 南釜山ＲＣ姉妹提携

歓迎式

姉妹提携調印式

ケーキカット

記念式典全体写真

竜宮寺

海雲台海岸


