
 

ロータリー意識高揚月間 
７月１８日（金） ７月２５日（金） ８月１日（金） ８月８日（金） 

祝福 家族会 理事役員会 11：30 クラブ協議会 13：30
卓話 山田 治君 ナゴヤドーム 卓話 井原 慶子氏 ガバナー補佐訪問 

例

会

予

定 卓話 近藤太門君 18:00 試合開始 国際レーシングドライバー 加藤 令吉君 
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クラブテーマ 

春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・今月の歌     「夏の思い出」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・本日の行事 全員協議会  クラブフォーラム 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

夏の思い出 

夏がくれば 思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧の中に うかびくる 

   やさしいかげ 野のこみち 

みずばしょうの花が さいている 

   夢みてさいている 水のほとり 

   しゃくなげ色に たそがれる 

   はるかな尾瀬 遠い空 

 

先週の記録 

 

会長挨拶       会長  加藤久仁明君 

 伝統ある春日井 RC の第 46 代目の会長に就任

し、身の引き締まる思いです。この 1 年間の、メ

ンバーの皆様、家族の皆様の、より一層のご支援

ご協力をお願い致します。今年のクラブテーマは、

ウィークリーに上げた様に、『ロータリアンのフ

ェローシップで、世界・地域に、何か良い事をし 

２０１４年７月１１日（金）２１９１回（７月第２例会） 

 
よう！』です。3 年前より、春日井 RC は市民向

けに「サボテン事業」、国際的には「あしながおじ

さん事業」を継続して行っています。そして昨年

は、45 周年事業として市に対して「ニュートンの

林檎の木の植樹」、セブ島小学校に「水洗トイレの

贈呈」と２大イベントを行いました。今年は、継

続事業を、継承継続すると共に、新たに青少年向

け事業を考えて居り、進めています。 
重点目標として、1：家族と共に RC 活動を楽

しもう 2：行事への積極的な参加で奉仕の理想

を実践しよう 3：春日井RC のフェローシップ 
を高めよう 4：会員増強、65 名以上のクラブに

しよう ４つ上げました。この中で重点実践した

いのは、家族と共にRC 活動を楽しもうであり、

親睦活動委員会事業に対しては、すべて家族参加

型の事業をお願いして有ります。メンバーの皆さ

ん、家族の皆さん、積極的に春日井RC の事業に

参加して下さい。他の重点目標についての私の思

いは、次回以降に説明させて頂きます。今年１年、

皆様宜しくお願い致します。 
 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

第1回理事会報告 
第１号議案：（２０１３～２０１４年度貸借対照表

及び、決算書承認の件  （承認） 
第２号議案：ナゴヤドームでの家族会（承認） 
第３号議案： 
８月夫婦同伴でのＩＤＭ開催の件（承認） 
第４号議案： 
９月観劇（劇団四季）家族会承認の件（承認） 
第５号議案：春日井祭協賛の件、 
春日井明るい街づくり賛助会員継続の件 
春日井市姉妹都市市民の会会費の件、 



春日井市交響楽団賛助会員継続加入の件    

ク ラ ブ の ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 費 用 の 件     

（いずれも承認） 
第６号議案： 
大橋 省吾君新入会員承認の件  （承認） 
 

◎例会変更の案内 

名古屋城北 ７月２９日(火) ７月２９日(火) １８：３０

   ＲＣ 夜間例会の為 東急イン 

名古屋丸の内 ７月２４日(木) ７月２４日(木) １８:３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル

 
◎例会休会のお知らせ 

○名古屋清須ＲＣ   ７月２２日（火）は休会 
○名古屋城北ＲＣ   ７月２２日（火）は休会 
 
◎ビジターフィー変更のお知らせ 

○名古屋瑞穂ＲＣ ７月より４２００円に変更 

○あまＲＣ    ７月より４０００円に変更 

 

◎ビジター紹介   会長   加藤久仁明君 

○名古屋東山ＲＣ  佐藤  敏夫君 

○小牧ＲＣ     中村  明君 

  〃       橋本  晃暢君 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 56 名 欠席 10 名 出席率 98% 

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○小牧ロータリークラブ会長    中村 明君 
会長です宜しくお願いします。 
○小牧ロータリークラブ幹事   橋本 晃暢君 
本年度幹事ですから宜しくお願いします。 
○一年間お世話になります。   加藤久仁明君 
○大変お世話になりありがとうございました。心

より御礼申し上げます。本年度加藤久仁明会長、

どうぞ体調に十分留意され頑張ってください。 
屋嘉比良夫君 

○加藤会長さん笑顔で前進！   松尾 隆徳君  
○大役を務めさせて頂きます。宜しくお願いしま

す。              近藤 太門君 
○本年も宜しく。        志水ひろみ君 
○加藤丸の出陣です。      山田  治君 
○旧役員様お疲れ様でした。   加藤  茂君 
○加藤会長の就任の祝いとして  宅間 秀順君 
○加藤会長おめでとうございます。和田 了司君 
○本年度も親睦活動にご協力を宜しくお願いたし

ます。早速ですが今月の野球観戦、8 月の夫婦同

伴 IDM、9 月の観劇家族会、多数のご参加宜しく

お願い致します。        成瀬 浩康君 

○本年度もよろしくお願いします。 
足立 治夫君  青山 博徳君  磯野 俊雄君    

伊藤 一裕君  太田 弘道君  大畑 一久君  

岡田 義邦君  岡嶋 良樹君  亀谷 鉦一君    

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    

清水  勲君  芝田 貴之君  社本 太郎君    

杤本 正樹君  峠 テル子君  中川  健君    

早川 八郎君  長谷川英輝君  林  憲正君  

速水 敬志君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君  

古屋 義夫君  日比 雄将君  森田  誠君    

山田 倫章君   
○ご協力ありがとうございます。  古屋 義夫 

 

小牧 RC 中村 明会長 ご挨拶 

 

 
第 46代加藤 久仁明会長挨拶 

 



 

前役員 バッチ贈呈 

 

 

 

蓮野 美廣君 副会長挨拶 

 

 

 

山田 治君 副会長挨拶 

 

 

志水 ひろみ君 会長エレクト挨拶 

 

 

 

近藤 太門君 幹事挨拶 

 

 

 

長谷川 英輝君 副幹事挨拶 



 

森田 誠君 会計挨拶 

 

 

 

太田 弘道君 クラブ奉仕委員長挨拶 

 

 

 

加藤 宗生君 国際奉仕委員長挨拶 

 

大畑 一久君 職業奉仕委員長挨拶 

 

 

 

伊藤 一裕君 社会奉仕委員長挨拶 

 

 

 

 


