
 

世界理解月間 
３月２２日（日） ３月２７日（金） ４月１日（水） ４月１０日（金） 例

会

予

定 

３月２０日例会変更

ＩＭ １４時～ 
ナゴヤウェスティンキャッスル

春日井警察署員表彰 
卓話 
春日井警察署長 

４月３日例会変更 
セブＲＣ歓迎例会 
18 時ホテルプラザ勝川 

花見例会 12 時 30～
ロータリーの森 
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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   「四つのテスト」 

・今月の歌     「汽車」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 

・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話            加藤 宗生君 

・各委員長挨拶 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

汽車 

今は山中   今は浜 
今は鉄橋   渡るぞと 

思う間もなく トンネルの 

闇を通って  広野原 

 今月の祝福 

会員誕生日 
1日 川瀬 治通君     5日 松尾 隆徳君 
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 
4日  和田 了司君    5日 伊藤  純君 

6日    成瀬 浩康君     6日 加藤 将人君 

16日  梅村  守君   18日 風岡 保広君 

 

２０１５年３月１３日（金）２２２３回（３月第２例会） 
 

22日  足立 治夫君   26日 北  健司君 

26日  速水 敬志君   29日 林  憲正君 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

『ニュートン科学館』贈呈式 
 皆様こんにちは、春日井市長伊藤太様、木股教

育長様、お忙しい中、贈呈式にお越し頂き有り難

う御座いました。私、春日井ロータリークラブの

会長を務めています加藤久仁明です。ロータリー

クラブは1905年アメリカのシカゴで産声を上げ、

現在、世界に 120 万人以上のメンバーを有する団

体で、各地域で奉仕活動をしています。 
春日井ロータリークラブは、昨年、フィリピン・

セブ島のシモンアユーダ小学校に水洗トイレを寄

贈しました。また、セブ島の女子中学生に教育奨

学金を贈る『あしながおじさんプログラム』など

の国際奉仕事業を行っています。 
地元、春日井市に於いては、福祉のつどいでの

『サボテン鉢植え体験事業』や、昨年、春日井市

制 70 周年・春日井ロータリークラブ 45 周年の記 
念事業を、隣の春日井市緑花植物園に、東京大学 
小石川植物園から、『ニュートンの林檎の木』の苗 
木を譲り受け、植樹をすると言う事業を行いまし

た。林檎の木も植物園の皆さんの手入れのお陰で、

すくすくと育ち、林檎の実が生るのが楽しみです。 
 今回は、その第 2 弾として、ここ春日井市少年

自然の家に『ニュートン科学館』を寄贈する事に

致しました。この春日井市少年自然の家には、春

日井市内の全ての小学校から、5 年生に成ると、

毎年 1 泊 2 日のキャンプに来ます。児童達が、ニ

ュートンの林檎の木を見るだけではなく、この科 



学館でニュートンの功績を学んでください。ニュ

ートンは万有引力を発見した以外に、多くの発明

をしています。 
昨年、地元の名古屋大学の天野・赤崎両教授が

ノーベル物理学賞を受賞されました。名古屋大学

から 6 名のノーベル物理学賞・化学賞の受賞者を

輩出しています。市内の小学生が今回、寄贈する

『ニュートン科学館』で科学に興味を持ち将来の

ノーベル賞候補になる人が出て、「私が科学に興

味を持った原点は、春日井市少年自然の家のニュ

ートン科学館にある。」と言ってくれる人が出れば

幸いです。多くの子供達が、長く利用出来るよう

に大切にお使いください。 
贈呈式に当たり春日井ロータリークラブ会長とし

ての、寄贈のことばとさせて頂きます。有り難う

御座いました。 
 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

◎例会変更の案内 
名古屋守山 ３月２５日(水) ３月２７日（金） 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名古屋名北 ３月２7日(金) ３月２７日（金） 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名古屋空港 ３月２３日(月) ３月２２日(日)  

   ＲＣ IMの為ウェスティンナゴヤキャッスル 

岩 倉 ３月２４日(火) ３月２２日(日)  

   ＲＣ IMの為ウェスティンナゴヤキャッスル 

名 古 屋 北 ３月２７日(金) ３月２７日（金） 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名古屋アイリス ３月２５日(水) ３月２７日（金） 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

 
出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 59 名 欠席 24 名 出席率 59.3%

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 

○補助金事業に参加して。 

青山 博徳君  古屋 義夫君  日比 雄将君 
蓮野 美廣君  成瀬 浩康君  伊藤  純君 
屋嘉比良夫君  伊藤 一裕君  社本 太郎君 
加藤久仁明君  加藤 宗生君  杤本 正樹君 
近藤 太門君  河村 哲也君  大橋 省吾君 
名畑  豊君  中川  健君  大畑 一久君 
太田 弘道君  志水ひろみ君  岡嶋 良樹君 
芝田 貴之君  和田 了司君  山田 倫章君 
 

 

 

補助金事業 

ニュートン科学館 

場所 春日井少年自然の家 

 

 

会長挨拶 加藤 久仁明 君 

 
目 録 贈 呈 

 
テープカット 

 



 
伊藤 太 春日井市長挨拶 

 
感謝状贈呈 

 

 

 
寄贈品 1 

 
寄贈品 2 

 
実験器具を体験 



 

寄贈品説明パネル 

 

 

 
 

 
 

 

例会の様子 

 

 
 

 

 
振舞われた豚汁 

お天気にも恵まれ大好評！！ 


