
 

  雑誌月間 
４月１２日（金） ４月１９日（金）  ４月２６日（金） ５月３日（金） 
花見例会１２：３０ 卓話 夜間例会 休会 
ロータリーの森 南釜山 RC姉妹提携 祝福  

例
会
予
定  報告   
  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 
・国 歌      「君が代」 
・ROTARY SONG  「我等の生業」  
・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 
・卓 話           ガールスカウト 
・幹事報告           志水ひろみ君 
・点 鐘            名畑  豊君 
 

先週の記録 

会長挨拶      会長  名畑  豊君 
皆さん今晩は。南釜山ロータリーの会員皆さん
と、この釜山の地で、お会いできてうれしく思い
ます。 
昨日、福岡から釜山に到着しました。南釜山ロ
ータリーと春日井ロータリーの長い友好の歴史の
中で、海から釜山に来たのは始めてのことだと思
います。春が来て、風も爽やかで、本当に気持ち
の良い船旅でした。夕食は、チャガルチ市場で、
海の幸（魚介類）を味わうことができました。ま
た、韓国の食文化も味わうことができました。 
春日井ロータリーを紹介させていただきます。
私は本年度、会長をしています名畑と申します。
春日井市は、ほぼ日本列島の中央にあります。春
日井市の人口は、３１万人です。隣の都市は、人
口２４０万人の名古屋市があります。春日井市に
はひとつのロータリーしかありません。その理由
は、春日井市は名古屋市の住宅都市になっている
からです。春日井ロータリークラブの会員数は、 

２０１３年４月５日（金）第２１３３回（４月第１例会） 
 
５３名です。 
南釜山ロータリークラブと春日井ロータリーク
ラブの姉妹ロータリーになったのは、１９７４年
です。その期間は４０年を迎えることになりまし
た。春日井ロータリークラブは本年で４４年です
から、設立後、すぐに、南釜山ロータリークラブ
と姉妹ロータリーになりました。 
２年前の東日本の地震の時には、南釜山ロータ
リークラブから、支援金を送っていただき、深く
感謝いたします。この支援金は、日本ロータリー
の本部に送りました。 
私は、まだ、ロータリーに入会して１４年です
から、詳しい姉妹ロータリーの歴史は知りません。
先輩から、釜山ロータリーとの友好状況をたくさ
ん聞きました。昔は、ロータリーメンバーの個人
的な友情があったと聞いています。しかし、今は、
残念ながらそのような個人的な関係はないように
思います。 
今回、姉妹ロータリーの再締結をチャンスとして、
より深い友情関係を作りたいと思います。本日は、
皆さんとこのような友情の場を与えていただきあ
りがとうございました。これからも会員の皆様の
ご健康と、二つのロータリークラブがますます、
発展することを、お祈りして、ご挨拶をさせてい
ただきました。ありがとうございました 
 
幹事報告      幹事   志水ひろみ君 
第７回持ち回り理事役員会報告  日時２０１３
年３月２９日(金) 
  審議事項 
第１号議案：雨にも負けずプロジェクト支援の件 
承認 
    



報告事項 
1：2012-013年度 第２回地区国際奉仕委員長会
議の出席 
出席者 国際奉仕委員長 長谷川英輝君 
日時 平成２５年４月２６日（金）16:00から 
場所 名鉄グランドホテル  
2：春日井市姉妹都市市民の会 役員会、総会の
出席 
出席者 名畑 豊会長 
日時 平成２５年５月１９日（日）16:15から 
場所 ホテルプラザ勝川 
3：東尾張分区 現・次期会長幹事会 
日時 平成２５年６月１０日（月）17:30から 
場所 名古屋栄東急イン 
4：２０１３年４月のロータリーレートは、 
１ドル＝９４円です。 
◎例会変更のお知らせ 
名 古 屋 東 ４月２２日(月) ４月２３日(火)  

   ＲＣ 夜間例会の為 徳川園 

名古屋清須 ４月１６日(火) ４月１４日(日)  

   ＲＣ 地区協議会の為ウェストンナゴヤキャッスル 

豊 田 東 ４月１７日(水) ４月１７日(水)  

   ＲＣ 家族会の為 仙台方面 

犬 山 ４月１６日(火) ４月２１日(日)  

   ＲＣ 環境保全フォーラムの為南部公民館 

尾 張 旭 ４月１９日(金) 4 月２１日(日) ８：００ 

   ＲＣ 家族会の為 高山方面 

江 南 ４月１８日(木)４月２１日(日)  

   ＲＣ ローターアクト協議会の為 すいとぴあ江南 

 
出席報告        委員長  和田 了司君 
会員 ５３名 欠席 19名 出席率 75.5% 
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   大畑 一久君 
春日丘高校「インターアクトクラブ」をお迎えす
る喜びで  
名畑  豊君 社本 太郎君  峠 テル子君 
○結婚祝いありがとう 
               足立 治夫君 
○しばらく留守にいたします（4/1～7/12） 
               亀谷 鉦一君 
○妻の誕生日祝いを戴いた喜びで 
               加藤久仁明君 
○祝福を受ける喜びで 
                北 健司君 
○釜山 RCと内容のある交流ができました 
               宅間 秀順君 
○久し振りに出席できて皆さんにお会いできる喜

びで             山口 由起様 
 ○インターアクトの皆様ありがとうございまし
た 
磯野 俊雄君  伊藤 正之君  大橋 完一君 
太田 弘道君  岡田 義邦君  風岡 保広君 
河村 哲也君  加藤 宗生君  小島 啓治君 
志水ひろみ君  清水  勲君  高木  修君 
高橋 理江君  野波 正毅君  長谷川英輝君 
林  鑛三君  蓮野 美廣君  屋嘉比良夫君 
山田  治君  和田 了司君  古屋 義夫君 
 尚、会員の皆様よりニコボックスにご協力頂きま
した募金につきましては春日丘高校 IAC（インタ
ーアクトクラブ）に寄付をさせていただきました
のでご報告をさせて頂きます。 
 

足長おじ様 宅間秀順様へ  

 
まず最初に私は奨学金を頂き大変心から感謝して
います。 
私のこの幸せはありがとうだけでは表現しきれま
せん。本当にありがとうございます。 
私は Siobee Afiwana(シオビー アフィマナ)と
言います。 
１９９８年１２月２１日に生れました。家族はい
ません。 
私の趣味はアニメを観たり、本を読んだりするこ
ととで、特にインターネットで遊ぶことです。 
私にはたくさんの夢があります。 
私の長所は自分のゴールに向かって努力し達成す
ることです。 
私の不幸は、家族がいない事です。 
私は、T.L.E の教科書が得意ですが、数学は苦手
です。 
あなたが私に与えてくれたチャンスに心より感謝
します。本当にありがとうございました。 
 
 会報委員会よりのお詫び 3月 29日の会報に 3
月の祝福の掲載を漏らしました。 

３月の祝福 



会員誕生日 
 5日 松尾 隆徳君    31日 林  鑛三君 
31日 河村 哲也君     
夫人誕生日 
 8 日 杉山 孝明君・美貴子さん 
10 日 伊藤 一裕君・春美さん 
29 日 加藤久仁明君・晴美さん 
 
結婚記念日 
 5日 伊藤  純君    6日 成瀬 浩康君 
12日 林  鑛三君    18日  風岡 保広君 
22日 足立 治夫君    26日  北  健司君 
29日 林  憲正君 
 

 

春日が丘インターアクトクラブの皆さん 
 
 

 

ニコボックス助成金贈呈 
 
 
 
 
 
 

 

雨にも負けずプロジェクトの皆さん 
 
 

 

雨にも負けずプロジェクト助成金贈呈 
 
 

 

祝福 会員誕生の皆さん 


