
雑誌月間 
４月１１日（金） ４月１８日（金） ４月２５日（金） ５月２日（金） 
４５周年記念式典 祝福 卓話 中島 泉君 休会定款６－１ 
ホテルプラザ勝川 卓話 梅田英夫君   

例

会

予

定 式典 17 時～    
  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

本日のプログラム 
           司会   伊藤  純君 
・点 鐘            屋嘉比良夫君 

・国 歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           屋嘉比良夫君 
・卓 話    日比 雄将君  芝田 貴之君 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

日時：2014 年 3 月 28 日（金） 
① 2014~2015 年度のための地区研修・協

議会 2014 年 4 月 13 日(金)13：00~ 受付 11：
30~ 場所：ウエスティンナゴヤキャッスルホテ

ル 出席義務者：次期理事役員他 
② 2014~2015 年度新理事役員懇親会 

2014 年 4 月 18 日(金)18：00~ 場所：ホテルプ

ラザ勝川 花の木 出席義務者：次期理事役員 
③ 春日井 RC・名古屋空港 RC・名古屋城

北RC 合同現次期理事役員会 2014年 5月22日

(木)18：00~ 場所：名古屋東急イン 2F  出席

義務者：現次期理事役員 
 

◎例会変更の案内 

豊 田 東 ４月１６日(水) ４月１６日（水)  

   ＲＣ 家族会の為 未定 

 

 

２０１４年４月４日（金）第２１７９回（４月第１例会） 

 
名古屋アイリス ４月１６日(水) ４月１３日（日) 

   ＲＣ 地区協議会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

名古屋清須 ４月１５日(火) ４月１３日（日) 

   ＲＣ 地区協議会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

江 南 ４月２４日(木) ４月２４日（木)  

   ＲＣ 移動例会の為 曼陀羅寺 

岩 倉 ４月２２日(火) ４月１９日（土) 

   ＲＣ 35周年記念式典の為 名鉄犬山ホテル 

名古屋守山 ４月１６日(水) ４月１６日（水) 

   ＲＣ 50周年記念式典の為マリオットアソシアホテル 

一 宮 北 ４月１８日(金) ４月１８日（金) 

   ＲＣ 家族会の為 未定 

 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58名 欠 9名 出席率 86% 

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.2%

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君  
○結婚の祝福を受けて。     足立 治夫君 
○卓話をよろしく。       伊藤 正之君 
○祝福の皆様おめでとうございます。伊藤君の卓

話楽しみにしています。    屋嘉比良夫君 
○伊藤パスト会長の卓話、楽しみです。 
                貴田 永克君 
○祝福を受ける喜びで。     北  健司君 
○祝福ありがとうございます。  風岡 保広君 
○夫人誕生祝をもらう喜びで。  加藤久仁明君 
○伊藤さん、卓話ありがとうございます。 
                峠 テル子君 
 



○我家のさくらも今朝咲き始めました。 
                早川 八郎君 
○高座山に今年も見事な桜が咲きました。 
                青山 博徳君 
○祝福おめでとう。卓話聞ける喜びで。 
浅井 瀧治君  伊藤  純君  大橋 完一君 
太田 弘道君  大畑 一久君  岡嶋 良樹君 
加藤  茂君  加藤 宗生君  小島 啓冶君 
志水ひろみ君  清水  勲君  芝田 貴之君 
社本 太郎君  杤本 正樹君  宅間 秀順君 
中島 宗幸君  名畑  豊君  中川  健君 
野浪 正毅君  速水 敬志君  蓮野 美廣君 
場々大刀雄君  古屋 義夫君  森田  誠君 
松尾 隆徳君  山田  治君  和田 了司君 
 
卓話                     伊藤 正之君 

峠プログラム委員長の指名により、私の会長の時

（1999～2000）の出来事を中心に卓話をうけたま

わりました。それにしても、パスト会長小島啓冶

君（当時幹事）を始め理事、役員の方々には大変

ご迷惑をお掛けしたことをまずはお詫びし、以下

に例会を中心にした出来事を列挙いたします。 
１．野村ガバナーエレクトの女性会員を含めた会

員増強方針を強調していました。 
２．女性会員予定者若干名と次期幹事及び一部理

事と共に会食をしました 
３．1999 年 7 月 1 日加藤パスト会長より引継ぎ

会長となり、例会場は春日井商工会議所 1 階でし

た。 
４．卓話は「アメリカ式レディファースト」で始

めました。 
５．女性会員 3 名選考委員をパス、入会。尾張分

区女性会員第 1 号となりました。 
６．卓話「忍者」については好評でありました。 
７．新クラブの認証伝達式には女性会員も誘って

出席。野村ガバナーに直接引き合わせて紹介もし

ました。 
８．錦三の某クラブで地区幹事出席のもと、夜間

例会を決行しました。この前後より複数のパスト

会長、パスト幹事等から例会のやり方について再

三幹事（小島啓冶君）等に抗議があり、理事及び

役員と頻繁に協議しました。 
９．年末、老人ホームでカウントダウン。 
１０．3 月にアメリカのロータリーを真似て、秘

書例会を行いました。 
１１．小川長君の提案を受けて春日が丘高校を再

三訪問、インターアクト設置を推進、次期貴田年

度に認証、正式発足いたしました。 
１２．現会長の屋嘉比君（当時、親睦委員長）の

提案により、2 泊 3 日の北海道旅行決行。 
１３．会員数は一時 84 名となりました。 
１４．貴田エレクトの希望を入れて、例会場変更

準備のため、勝川プラザで数回例会を行いました。 
１５．貴田年度では、例会場が現在の勝川プラザ

ホテルとなり、ピークには一時会員数 87 名とな

りました。 
尚、会員を増強するため、必ずしも春日井ロータ

リークラブの伝統にない行事、例会方法を取り入

れ誰からも興味を引きそうなことを導入いたしま

した。これは会員増強のためでありました。あり

がとうございました。 
 

春日井 RC 親睦ゴルフコンペ結果 

 

優勝     伊藤 一裕 

準優勝    北  健司 

3 位       加藤久仁明 

 

 
会員誕生日 松尾 隆徳君 

 
会員増強表彰 バッチ贈呈 

 
卓話 伊藤 正之君 


