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９月１２日（金） ９月１９日（金） ９月２７日（土） １０月３日（金） 
卓話 祝福 家族会 13：00 理事役員会 11：30 
自己紹介 大橋省吾君 卓話 蓮野美廣君 ミュージカル 卓話 岡嶋良樹君 
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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 

・国 歌      「君が代」 

・ROTARY SONG    「日も風も星も」 

・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 
・テーブルミーティング 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

先週の記録 

会長挨拶     会長   加藤久仁明君 
IDM とはインフォーマル デスカッション 

ミーティングを略した事です。ロータリーの用語

要覧には載っていませんが、年度の初めと終わり

に2度以上夜間例会としてメンバーの懇親を深め
る為に行います。この度は、初めての試みとして、

私の今年のテーマである、御婦人ご家族を交えた

IDMを実施させて頂きました。多くの御婦人の皆
様、参加して頂き有り難う御座いました。ここで、

春日井ロータリークラブの、事業をお話しさせて

頂きます。7 月に恒例となっていますナゴヤドー
ムでの野球観戦を実施しました。そして 9月には
劇団四季の観劇を行い観劇の後、ヒルトンホテル

に於いて中華料理での懇親会を企画しています。

10月 18日（土）には、第一回の親睦ゴルフコン
ペをオールドレイクゴルフ場で企画しています。

このゴルフコンペは、昨年度最後のゴルフコンペ

で、山田治君の奥様幸子さんが NO8 番ホールで
ホールインワンをされました。その記念コンペを 

２０１４年９月５日（金）２１９８回（９月第１例会） 
兼ねていますので、御婦人の皆様共々、多くの皆

様のご参加をお願い致します。12月 19日にはホ
テルプラザ勝川に於いてクリスマス家族会を企画

しています。この 2年間名古屋のホテルで行って
いましたが多くの皆様が気軽に参加できるように

との事で地元で開催いたします。料理も名古屋の

ホテルに負けないよう厳選した料理の手配をし、

楽しい企画を致しますので多くのご家族の皆様の

ご参加をお願い致します。ロータリークラブは、

地域、世界に、奉仕の理想を掲げ活動している団

体です。世界には 120万人の仲間が居り、各地域
でその地域に対するボランティアの活動をしてい

ます。春日井ロータリークラブも春日井市に於い

て 11 月の「福祉のつどい」の中で、春日井の特
産実生サボテン鉢植えを行い参加者に配る活動を

しています。今年も 11月 8 日に総合福祉センタ
ーで行います。国際的な事業として、3 年前から
フィリピンセブ島の女子中学生に教育資金の援助

を行っています。メンバー１人が中学生一人にポ

ケットマネーで年間¥25,000円、２年間面倒を見
ると言う事業です。最初の女子たちの 2年間の援
助が終わりましたので、今年から新しい援助する

中学生の人選に 11 月頃に、国際奉仕委員会を中
心に行ってまいります。また昨年、45周年記念事
業として、春日井市の緑花植物園に「ニュートン

の林檎の木」を植樹いたしました。今年はこの関

連で、ニュートンの万有引力のパネルと実験器具

を、春日井市少年自然の家に、展示寄付をする事

にしています。来年の 2月頃に持ち出し例会とし
て現地で行う予定にしていますので、御婦人の皆

様の参加もお願い致します。今後それ以外に、ご

家族の皆様が多く参加できる事業の企画をしてい

ますので、積極的な参加をお待ちしています。今

日はこの後、名妓連の皆様をお招きして、舞や小 



唄などを披露して頂く企画をしていますので、時

間の許す限りお楽しみ下さい。ありがとうござい

ました。 
 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

※ 地区からの連絡はありません。 
※ 中川宗幸君から休会届けが提出されました。

期間は 8月 29日から 9月末日までとなっていま
す。先の持ち回り理事会にて承認されました。 
※ 次週予告 次週 9 月 5 日（金）は、「第３回
理事役員会」を開催します。 
場所は「ホテルプラザ勝川」5 階「若草」にてＡ
Ｍ11時 30分～ 
※ 例会は新会員の小川茂徳君の入会式の後、テ

ーブルミーティングを行います。 
会場委員の皆さん大変ですが、設営と進行方をお

世話様ですが、お願いします。 
 
◎例会変更の案内 

愛 知 長 久 手 ９月１６日(火) ９月１６日(火) １９：００

   ＲＣ 夜間例会の為 FUJIWARA 

名古屋丸の内 ９月１８日(木) ９月２０日(土)  

   ＲＣ 家族会の為 浜名湖 

羽 島 ９月９日(火) ９月７日(日)  

   ＲＣ 家族会の為 京都 

名古屋城北 ９月１６日(火) ９月１６日(火)  

   ＲＣ 合同家族会の為 長良川鵜飼 

名古屋守山 ９月１０日(水) ９月１０日(水)  

   ＲＣ 家族会の為 未定 

 

◎ビジター紹介    会長  加藤久仁明君 

○豊田ＲＣ   村上 雅則君 

  〃     五島 一友君 

○瀬戸ＲＣ   加藤 太伸君 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 
会員 57 名 欠席２２名 出席率 62.5%

先々週の修正出席 ― ― 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○ＩＤＭに参加して。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  長谷川英輝君        

伊藤 正之君  伊藤  純君  亀谷 鉦一君  

加藤久仁明君  加藤 宗生君  小島 啓冶君    

北  健司君  古屋 義夫君  近藤 太門君    

芝田 貴之君  河村 哲也君  森田  誠君    

名畑  豊君  大橋 省吾君  成瀬 浩康君           

中川  健君  野浪 正毅君  小川  長君 
岡嶋 良樹君  志水ひろみ君  清水  勲君 
杉山 孝明君  宅間 秀順君  杤本 正樹君 

和田 了司君  屋嘉比良夫君  山田  治君 
山田 倫章君  太田 弘道君  社本 太郎君 
蓮野 美廣君  高木  修君 
 

 
＜ＩＤＭ＞ 

 

 
会場 河文 

 

 

会長挨拶 加藤久仁明君 
 

 

乾杯 屋嘉比良夫君 
 
 



 
ＩＤＭ 風景 

 
 
 

 
 



 


